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特定納税者に関する第25条所得税分割納税に関する新規則 

 

財務大臣は、新規納税者、銀行、国営企業、上場企業（法人納税者）、及び特定事業

者に属する個人納税者を含む、定期的な財務諸表の作成を義務付けられたその他

の納税者を対象とする、第25条所得税分割納税に関する規則 

No.215/PMK.03/2018 （以下「PMK-215」）を公布しました。 

 

PMK-215は2018年12月31日付けで公布され、同日をもって発効しました。PMK-215

の公布により、従来の財務大臣規則 No.255/PMK.03/2008（財務大臣

No.208/PMK.03/2009により修正済み）は撤廃されました。 

 

PMK-215における第25条所得税分割納税の課税標準（各カテゴリーの納税者に認

可される税額控除を含む）の規定は以下の通りです: 

 

a) 銀行 

 税額計算は、期首から報告対象の会計年度までの期間において、金融サー

ビス庁（Otoritas Jasa Keuangan/OJK）に提出されたファイナンシャル・ポジ

ション・レポート（財政状態報告書）及び財務諸表に基づく。明示された例に基

づき、レポートは従来の四半期ごとではなく、今後は月次となる。 

 第25条所得税分割納税額の計算は、現在までの累計純利益（純所得）に適

用される第17条所得税法下の税率を適用し、第22条及び第25条所得税の税

額控除を差し引いた価額に基づく（期首から報告対象の会計年度前の会計期

末まで）。 

 下記の全ての項目は純利益（純所得）から除外される:  

 国外源泉所得、及び  

 最終課税対象の所得/費用かつ非課税所得/費用 

 利用可能な欠損金は、純利益（純所得）と相殺できる。 
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 OJKへのレポートが提出されていない場合、第25条所得税額は直近の期に

従い、レポートが提出されれば再計算の対象となる。税額の過少納付は行政

制裁の対象となり、過大納付は翌会計年度に繰り越される。 

 

b) 保険会社、年金基金、金融会社、並びにその他非銀行金融機関及び非銀行上

場企業 

 税額計算は、インドネシア証券取引所及び/又はOJKに提出する四半期レポ

ートに基づく。 

 第25条所得税分割納税額の計算は、現在までの累計純利益（純所得）に適

用される第17条所得税法下の税率を適用し、第22条、第23条及び第25条所

得税の税額控除を差し引いた価額に基づく（期首から報告対象の会計年度前

の会計期末まで）。 

 下記の全ての項目は純利益（純所得）から除外される:  

 国外源泉所得、及び  

 最終課税対象の所得/費用かつ非課税所得/費用 

 利用可能な欠損金は、純利益（純所得）と相殺できる。  

 上記の銀行に対する規定と同様に、インドネシア証券取引所及び/又はOJK

へのレポートが提出されていない場合、第25条所得税額は直近の期に従い、

レポートが提出されれば再計算の対象となる。税額の過少納付は行政制裁

の対象となり、過大納付は翌会計年度に繰り越される。 

 

c) 国営企業（上記の (a) 及び (b) に該当しない国営企業） 

 税額計算は、株主総会で決議された当会計年度のWork Plan（作業計画）及

びRevenue Budget（収益予算）（Rencana Kerja dan Anggaran 

Pendapatan/RKAP）に基づく。 

 第25条所得税分割納税額の計算は、現在までの累計純利益（純所得）に適

用される第17条所得税法下の税率を適用し、第22条、第23条及び第24条所

得税の税額控除を差し引いた価額に基づく。  

 RKAPレポートが決議されていない場合、第25条所得税額は直近の期に従

い、レポートが提出されれば再計算の対象となる。税額の過少納付は行政制

裁の対象となり、過大納付は翌会計年度に繰り越される。 

 RKAPレポートは、最初の第25条所得税分割納税の締切日までに、納税者が

税務登記した税務署に提出しなければならない。 

 

d) 商業・貿易及びサービス分野における個人納税者（フリーランス・サービスを除く）

のうち、その事業所がその居住場所と異なる個人納税者 

 第25条所得税分割納税額の計算は、納税者の各事業所（居住場所とは異な

る）から生じる月次総所得の0.75%に基づく。 

 

e) 上記の (a) から (d) の分野の新規納税者 

 第25条所得税分割納税額の計算は、上記の (a)、(b)、(c) 又は (d) の規定に

従う。   

 

f) 合併、企業結合、及び/又は買収における新規納税者 

 第25条所得税分割納税額の計算は、合併、企業結合、及び/又は買収前の

全ての関連する納税者の第25条所得税分割納税額を合算した価額に基づ

く。 

  

g) スピンオフに関与する全ての納税者 
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 第25条所得税分割納税額の計算は、譲渡資産の価額に応じて配分するスピ

ンオフ前の各当事者の第25条所得税分割納税額に基づく。 

 

h) 事業体の形態変更により生じた新規納税者 

 第25条所得税分割納税額の計算は、事業体の形態変更前の価額に基づく。  

 

i) 上記の (a) から (c) の全て且つ (f) 若しくは (g) に該当する新規納税者 

 第25条所得税分割納税額の計算は、上記の (f) 若しくは (g) の各規定に従

う。   

 

j) 上記の (a) から (i) 以外の新規納税者 

 初年度の第25条所得税分割納税は適用なし。 

 

各カテゴリーの納税者を対象とした、第25条所得税分割納税額の詳細な計算例は

PMK-215の添付資料をご参照ください。 
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