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再協議されたインドネシア・UAE租税条約の発効 
 

2021年4月1日、アラブ首長国連邦(UAE)政府は、インドネシア・UAE間にて再協議を

行った租税条約の批准を確認する外交文書をインドネシア政府へ送付しました。その

後、インドネシア政府は2021年5月4日にPR-341 を発行し同租税条約を批准しました

(本件に係る協議の詳細はTaxFlash No.11/2021をご参照ください）。 2021年8月19日

にインドネシア政府からUAEに外交文書が送付されたことに伴い、批准書の交換が完

了し、本新租税条約の発効が決定しました。その後、国税総局(DGT)によるSE-572の

発行に伴い租税条約が発効し、2022年1月1日以降に受領または稼得する所得に適

用されることを発表しました。 

 

SE-57は、再協議された本租税条約が、MLI(多国間条約)規定の下適用される修正を

含む1995年租税条約に取って代わったと規定しています。 

 

配当金、ロイヤルティ、支店利益税に関するWHT(源泉徴収税）の税率は従来通りです

(すなわち、それぞれ10%、5%、5%です)。 

 

ただし以下のとおり、いくつかの重要な変更点があります。 

 

1. 配当金 

 

新条約では、相手国の政府に対して支払われる配当金は非課税とする規定が追

加されました。 

 

2. 利子  

 

従来の源泉徴収税は5％でした。新条約では7%に引き上げられました。 

 

3. 技術サービスに関する料金 – 新条文 

 

新第12条Aは、技術サービス料に対する課税を規定し、当該料金には5%の源泉

徴収税が適用されると定めています。 

 
1 大統領規則 2021 年 34 号（PR-34） 2021 年 5 月 4 日公布 
2 国税総局（DGT）通達 No.SE-57/PJ/2021 (SE-57) 2021 年 12月 31 日公布 
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これは国連モデル条約の第12A条を踏襲しています。技術サービスの定義は、特

定の支払いに関する例外を除き、管理的、技術的、またはコンサルタント的な性質

のサービスを対象としています。ただし、その報酬が恒久的施設（PE）または独立

した個人サービスの固定拠点に実質的に関連している場合は、この条文は適用さ

れません。この規定の適用には、タイムテストは要請されません。 

 

4. キャピタルゲイン 

 

新条文では、主に不動産から価値を得ている企業の株式や持分に関するキャピタ

ルゲイン課税からの保護について、さらなる例外を定めています。当該規定によ

り、会社の株式または同等の持分の譲渡取引前365日以内に、当該会社が源泉

地国の不動産から直接または間接的に当該資産価値の50％以上を稼得している

場合、源泉地国は、当該株式または同等の持分の譲渡に伴う利得に対して課税

することができます。ただし、その株式が証券取引所で取引されている場合は除き

ます。この新しい条文は、多国間条約の第9条に沿ったものです。 

 

5. 恒久的施設 

 

恒久的施設(PE)条文は、PEの存在に関連する多国間条約の一部が採用されたこ

とを反映して、以下のように更新されています。 

• PEを創出しないとみなされる「準備的又は補助的な性質」の活動の要件の拡

大(これは多国間条約第13条に準じます)。 

• 委託契約によるPE回避を強化し、「常習的に」重大な修正なく契約の締結につ

ながる主要な役割を果たす場合、代理人がPEとみなされる可能性があるとし

ました(これは多国間条約第13条に準じます)。 

• 「企業と密接な関係にある者」の定義の追加(これは多国間条約第15条に準じ

ます)。 

 

6. 炭化水素からの所得 – 新条文  

 

この規定は、新しい租税条約が、炭化水素の開発から生じる所得に関する国内法

の施行および政府との契約実行に影響を与えないことを規定するものです。 

 

7. 多国間条約から採用された租税回避防止規定 – 新条文 

 

新条約は多国間条約第6条を採用し、多国間条約に規定されている対象租税協

定の目的を扱った前文を含んでいます。 

 

また、新条約では、主要目的テスト(Principle Purpose Test)の概念に関する第29

条が導入されました。つまり、多国間条約第7条に規定されている条約濫用の防

止に関する主要目的テストが正式に盛り込まれたものです。 

 

8. 情報交換 (EoI) 

 

新条約における情報交換規定は、2017年OECDモデル租税条約の情報交換規

定を踏襲しています。適用範囲はすべての税金に拡大され、付加価値税などの税

金も新条約はカバーします。 

 

加えて、情報提供者に税務上のメリットがない場合でも、いずれかの締約国から

出された情報提供要請を検討することが、それぞれの管轄区域には求められま

す。銀行、金融機関、受取名義人、代理人もしくは受託者の立場で行動する人な

どが情報を保有しているという理由のみで、締約国は情報提供要請を無視するこ

とはできません。  
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