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CFC 規則：追加ガイドライン   

 
2021 年 12月 28 日、国税総局(DGT)は、被支配外国法人(Controlled Foreign 

Companies / CFC)に関する財務大臣(MoF)規則1を実施するための内部ガイドラ

インとして、SE-552を発行しました。 

 

SE-55は、様々な例を含む包括的なガイドラインを提供しています。今回の

TaxFlash では、財務大臣規則に規定されている条項に加えられた追加ガイダン

スといくつかの問題点のみを取り上げます。 

 

CFC の損失に対する税務上の取扱い 

 

課税標準の計算において、海外での損失は原則として他の国内所得と相殺するこ

とができません。CFC の損失に関するみなし配当の賦課の根拠を判断するにあ

たっては、以下のとおりとします。 

 

• 異なる国・管轄区域の CFC損失は、他の国の CFC 所得と相殺すること

はできない 

• 同じ国・管轄内の CFC からの所得と CFC 損失を相殺することは可能。

ただし、同一管轄内にある全ての CFCの税引後純利益の合計が損失と

なった場合、その損失は国内所得または他国からの CFC 所得と相殺す

ることはできない 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 2019 年 6 月 26 日に公布され、2019 年度からの適用となった財務大臣規則 No.93/PMK.03/2019 (PMK-93)により最

後に修正された財務大臣規則 No.107/PMK.03/2017 (PMK-107) 2017 年 7 月 27 日公布・発効。 この財務大臣規則に

関する議論は TaxFlash No.10/2017 と TaxFlash No.10/2019 をそれぞれご参照ください。 
2 国税総局通達 No.55/PJ/2021 (SE-55) 2021 年 12 月 28 日発行 
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CFC 規則とオムニバス法における配当免除規則の相互関係   

 

オムニバス法によるオフショア配当課税免除規則が制定されたことにより、

CFC 規則の規定は、以下の限りにおいて有効です。  

• CFCが国内納税者に配当を行わない場合、および/または、 

• 国内納税者が、CFCから分配された支払配当金をオムニバス法の要求に従

って投資していない場合 

 

SE-55は、ガイダンスとして以下のフローチャートを提供しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信託のみなし配当   

 

PMK-93 では、信託または類似のアレンジによる所有は「パススルー」とみなさ

れ、信託または類似のエンティティへの投資家による所有とみなされることが規

定されています。 

 

SE-55 では、みなし配当の認識・申告と支払配当に対する外国税額控除（FTC）

の適用を受けるのは、原則として設定者であることを確認しています。ただし、

設定者が他界している場合や設定者を特定できない場合は、信託の受益者がみな

し配当の認識・申告と外国税額控除の適用を受けることができます。 

 

CFC 規則適用時の外国為替レートについて 

 

SE-55は、ガイダンスと例を示し、下記を再確認しています。 

• みなし配当と支払配当の金額の換算は、インドネシア中央銀行ミドルレー

ト、またはインドネシア中央銀行ミドルレートが利用できない場合は国際市

場の日々の外国為替スポットレートを使用する。 

• 配当金額に使用される為替レートは、みなし配当の認識時または配当金の受

領時に適用されるものとする。 

• FTCに使用される為替レートは、外国所得税の納付、支払または源泉徴収の

時点で財務省が決定する為替レートです。国内納税者が米ドル(USD)で記帳

している場合、米ドル以外の通貨での FTCは米ドルに換算する必要があ

る。 

• みなし配当と支払配当の相殺は、財務省規則に示された例に従って行われ

る。みなし配当と配当時の為替レート差による損益を別途計算する必要はな

い。 
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はい 

いいえ 
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年次所得税申告書におけるみなし配当、支払配当、外国税額控除の申告につい

て 

 

本 SE-55 では、年次所得税申告書フォーム 1770S、1770、1771におけるみな

し配当、支払配当、FTC の報告方法について説明し、以下のように強調されて

います。 

• フォーム 1770Sでは、みなし配当と支払配当の両方が海外純利益の欄に計

上される。 

• フォーム 1770とフォーム 1771の場合、みなし配当は、認識された時点で

プラスの財政調整として加えられ、実際の配当が支払われた時点でマイナス

の財政調整として戻される。支払われた配当金は、海外商業ベースの純利益

の欄で報告される。 

 

みなし配当と支払配当の金額の様々なシナリオについては、SE-55に記載されて

いる例を参照してください。 

 

このトピックに関するご質問やご相談は、下記の PwC Indonesia の連絡先まで

お気軽にお問い合わせください。  
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