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特定技能分野における人材開発を対象とした優遇措置  
 

2019年9月9日、財務大臣は、特定技能分野における人材開発を対象とした優遇措

置に関する規則 No.128/PMK.010/2019 (以下「PMK-128」)を公布しました。PMK-

128は政府規則2019年第45号(以下「GR-45」)の実施細則であり、2019年9月9日に

効力を生じました。 
 

GR-45では、特定技能分野におけるインターンシッププログラム、及び/又は職業訓

練プログラムに関連して発生した費用を対象に、200%を上限とした控除を認める優

遇措置を提供しています。PMK-128では、200%の控除は、実際支出額に対する

100%控除と追加の100%控除により構成されることが規定されています。 
 

ただし追加控除は、納税者に税務上の欠損金がある場合には適用されません。納

税者が (追加控除の前に) 課税所得が黒字の状態であれば、控除の上限は課税所

得がゼロとなる金額までしか利用できません。 

 

申請資格 

 

当該優遇措置の申請資格は下記の通りです: 

a) 納税者が技能ベースによる人材開発を目的としてインターンシッププログラム及び

/又は職業訓練プログラムを実施していること。 

b) 納税者が下記のいずれかの組織と協力合意 (Perjanjian Kerja Sama) を締結し

ていること: 

i. 高等学校レベルの職業訓練学校 

ii. ディプロマレベルの職業訓練学校 (sekolah menengah kejuruan dan 

perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi) 

iii. トレーニングセンター (balai latihan kerja)、及び/又は 

iv. 政府運営職業訓練所 

c) 追加控除を申請する会計年度において納税者が税務上の欠損状態にないこと。

及び 

d) 納税者が国税総局(DGT)に対しタックスクリアランスレター (Surat Keterangan 

Fiskal) をリクエストしていること。 

 

当該優遇措置は、タックス・ホリデー又は税額控除優遇措置を既に享受している納税

者には適用されません。  
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当該優遇措置について、納税者は通知書 (テンプレートがPMK-128にて規定)を協力

合意書及びタックスクリアランスレターとともに、オンライン・システム・サブミッション 

(OSS) ポータルを通じて提出しなければなりません。該当する人材開発プログラムが

規則に準じたものでない場合、DGTは当該優遇措置の適用申請を却下する権限を

有します。 

 

対象範囲 

  

当該優遇措置の適用対象は下記のとおりです: 

a) 下記のいずれかを対象としたインターンシッププログラム:  

i. 高等学校レベルの職業訓練学校、及びディプロマレベルの職業訓練学校、

又はトレーニングセンターの生徒と教師。又は 

ii. 政府が運営する、失業者向け職業訓練プログラム 

両者は納税者がその事業の所在地において、特定技能習得を目的として職業訓

練カリキュラムを実施することを条件とする。及び/又は 

b) 納税者が代理事業者を指定し、それに職業訓練の実施を委託すること（高等学校

レベルの職業訓練学校若しくはディプロマレベルの職業訓練学校、又はトレーニ

ングセンター）。 

 

協力合意締結の対象となる職業訓練学校は特定技能分野に基づきます。特定技能

分野は各教育機関のレベルにより異なります。主な分野は下記のとおりです: 

 

セクター 
高等学校 

レベル 

ディプロマ 

レベル 

トレーニング 

センター 

製造業 √ √ √ 

保健医療業 √ √  

農業 √ √ √ 

観光及び創造型産業 √ √ √ 

デジタル・エコノミー  √ √ 

出稼ぎ労働者   √ 

 

主な特定技能分野の詳細はPMK-128の付録をご参照ください。 

 

控除可能な費用 

 
追加控除の対象となる費用は下記のとおりです: 

a) 特定の施設(例：訓練施設)の減価償却費（納税者が見積もる耐用年数に基づき

配分）、並びにその付随費用(電気・水道・燃料代、メンテナンス費用、及びインタ

ーンシッププログラムの実施に関連するその他費用を含み、商業生産のコストと

結びつく費用であることを条件に配分する) 

b) インターンシップ/職業訓練プログラムを監督するインストラクター/教師の人件費 

c) インターンシップ/職業訓練プログラムに使用する教材の費用 

d) インターンシッププログラムに参加する訓練生、失業者、教師、講師、及び/又はイ

ンストラクターに対する一時金及びそれに類似する支出 (納税者の関連者に対す

る支出は除外する)、及び/又は 

e) インターンシッププログラムに参加する訓練生、失業者、教師、講師、及び/又はイ

ンストラクターに対する認定教育機関発行の証明書関連費用 

 

インターンシップについては、上記の全ての費用が対象となります。職業訓練につい

ては上記の(b)と(c)で規定される費用のみが対象となります。 

 

上記の(a)及び(c)で規定する費用が商業生産にも使われた場合は、追加控除は適

用されません。 

 

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/128~PMK.010~2019Per.pdf
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納税者は年間費用報告書 (テンプレートはPMK-128にて規定) を法人税申告書とと

もに提出する義務があります。 
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