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  TaxFlash Tax Indonesia / 2020年 5月 / 第 20号 

  
 

年次財務報告提出義務の変更 
 

商業省は商業大臣規則 2020年第 25号を公布し年次財務報告 (Laporan 

Keuangan Tahunan Perusahaan/LKTP) の提出につき新たな規則を発行しま

した。これにより、同様の事項を取り扱う工業及び商業大臣令 No. 

121/MPP/Kep/2/2002 が撤回されました。今般の新規則は、年次財務報告に

ついて規制する政府規則 1998年第 24号 (GR-24、後に政府規則 No. 

64/1999により修正) の実施細則として公布されました。 

 

新規則の要点を以下にまとめます。 

 

年次財務報告（LKTP）の提出義務者についての規定 

 

新規則では、下記の企業に対し、必要事項を網羅した有効な年次財務報告

（LKTP）を商業省の国内商業総局長官に提出することを規定しています: 

1. 以下のいずれかの要件を満たす有限責任会社 (Perseroan Terbatas): 

a. 公開会社 

b. 公的資金配分に関連する事業セクターにおいて事業を営む企業 

(pengerahan dana masyarakat) 

c. 債務承認を発行する企業 (surat pengakuan utang) 

d. 最低でも IDR 250億の資産を所有する企業、又は 

e. 銀行により年次財務報告書の監査を義務付けられている債務者 

2. インドネシア国内に所在し事業を営む外国企業（支店、子会社、代理店

及び契約の当事者となることができる代表事務所を含む）又は 

3. PERSERO (国有株式会社)、PERUM (公社) 及び地域会社 

 

新規則は撤回された従来の法令とは異なり、GR-24との一貫性を維持する

と同時に、年次財務報告（LKTP）をインドネシアに所在し事業を営み契約

の当事者となることができる外国企業の支店、子会社、代理店及び代表事

務所により提出させることを明確に規定しています。このことは、外国企

業の子会社という形態での外国投資 (Penanaman Modal Asing) 企業はこの

要件に該当するため、従ってその資産価額の大小に関わらず LKTPの提出

が必須となることを示唆しています。 

  

____________________ 

年次財務報告提出義務の

変更 P1 

____________________ 
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提出資料 

 

企業は以下の要件を満たす年次財務報告（LKTP）を提出しなければなりま

せん: 

1. 当該資料は少なくとも以下を網羅しなければなりません: 

a. 貸借対照表又は会社の財政状態を示すその他の資料 

b. 損益計算書又は会社の経営成績を示すその他の資料 

c. 株主資本等変動計算書 

d. キャッシュ・フロー計算書、及び 

e. 少なくとも銀行ローン及び他の企業に対する資本投資を含む債務及び

債権の情報の概要を示す財務諸表に関連する注記 

2. 公認会計士による監査を受けていること、及び 

3. 当該資料が、会社の定款及び規則に定める株主総会 (Rapat Umum 

Pemegang Saham) 又はその他の機関により承認を受けていること 

 

提出済みの年次財務報告（LKTP）から入手された企業の財務情報は公開文

書としてみなされ、書面による要請により公開される場合があります。 

 

提出時期 

 

年次財務報告（LKTP）は関連する会計年度の終了から 6ヶ月以内に提出し

なければなりません。 

 

提出方法 

 

政府による行政のオンライン化及びデジタルプラットフォーム化推進の一

環として、新規則では、年次財務報告（LKTP）は統合ライセンシング情報

システム (Sistem Informasi Perizinan Terpadu/SIPT) ポータルを通じてオン

ラインで提出しなければなりません。事業基本番号 (Nomor Induk 

Berusaha) を取得済みの企業は、Online Single Submission (OSS) のアカウ

ント作成時に発行されたユーザー名とパスワードを使用して当該ポータル

にアクセスできます。 

 

企業は自らのプロファイルを完成させ、年次財務報告（LKTP）を PDF形

式で提出しなければなりません。 

 

不可抗力により SIPTが 24時間を超えて使用不可能となった場合、年次財

務報告（LKTP）はマニュアルで提出することができ、又は Eメールで事業

開発・流通業者局 (Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi) に提出する

ことができます。 

 

内容に不備及び誤りが無い年次財務報告（LKTP）が受理された時から 5営

業日以内に受領書 (Surat Tanda Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 

Perusahaan/STPLKTP) が発行されます。 

 

免除 

 

企業が年次財務報告（LKTP）を以下の当事者に既に提出している場合は、

それを国内商業総局長官に提出する必要はありません:  

1. その他の規制当局  

2. 財務報告の提出について規制するその他の機関 (例：金融庁) 

3. 国営企業大臣、及び/又は  

4. 財務大臣 

 

この場合、上記の当事者に対する提出の証明を SIPT ポータルを通じて国内

商業総局長官に提出しなければなりません。 
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制裁 

 

新規則のこの要件を遵守できない場合、下記の制裁の対象となります: 

 

年次財務報告（LKTP）の

未提出 

• 書面による警告 

• 商業省においての、ビジネスライセン

ス)の取消 及び/又は運営/商業ライセン

スの取消、及び/又は 

• 商業省以外においての、ビジネスライ

センス及び/又は運営/商業ライセンスの

取消の勧告 

年次財務報告（LKTP）は

提出したがその内容に不備

があった場合 

• 書面による警告 

• STPLKTPの取消 

• 商業省においての、ビジネスライセン

スの取消 及び/又は運営/商業ライセン

ス、及び/又は 

• 商業省以外においての、ビジネスライ

センス及び/又は運営/商業ライセンス取

消の勧告 

 

新規則は 2020年 3月 19日に効力を生じました。 

 

本稿の詳細についてご質問等ございましたら、PwCの担当者まで随時ご連

絡ください。 
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