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恒久的施設の認定ルール
外国課税対象が関与するクロスボーダー事業の発展に伴い、インドネシア財務大臣
は、2019年4月1日付けで規則 No. 35/PMK.03/2019（以下「PMK-35」）を公布しま
した。
PMK-35では恒久的施設（PE）の定義と認定の規則を規定しており、インドネシア国
内で事業活動を営む外国納税者に対する法的確実性をもたらすことを目的としてい
ます。
多くの部分で、PMK-35は、インドネシア所得税法（ITL）並びにOECD及びUNの関
連コメンタリーにおける既存のPEコンセプトと一致しています。ですが、特にITLの条
項では、既存の規則では網羅されていなかった一部の解釈上の問題について、より
多くの詳細な指針を提供しています。
PEの税務IDの登録と取消
PMK-35は国税通則法（Ketentuan Umum Perpajakan）の実施細則であり、税務
ID（Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP）及びVAT事業者ステータス（Pengusaha
Kena Pajak/PKP）について規定しており、これらはその他の納税者に適用される一
般規定と一致しています。
NPWP登録は事業活動の開始から1ヶ月以内に実施しなければならず、PEがその事
業又は活動を停止した場合、当該の登録の取消ができます。
PKP登録は、最低売上高基準値を超えた翌月末までに実施しなければならず、当該
基準値にもはや満たない場合は当該の登録の取消ができます。
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PEの一般的な定義
ITLとの一貫性を保ち、PMK-35では外国個人を、インドネシア国内に居住せず、あ
る12ヶ月間においてインドネシア国内の滞在期間が183日未満の個人と定義してい
ます。また、外国企業は、インドネシア国内で設立されていない若しくはインドネシア
国内に居住していない企業と定義されています。以下、外国個人と外国企業をまと
めて「外国主体」と総称します。
PMK-35では、PEとは、本質的に恒久の固定された事業所で、外国主体がこれを通
じてインドネシア国内で事業又は活動を行うものと一般的に定義されています。
当該規則では、要件の判断を下すために適用可能ないくつかの原則について説明し
ています。例えば、固定された事業所の存在は、当該事業所が外国主体によって所
有されているか、賃貸されているか、若しくは外国主体が当該事業所の法的権利を
有するか否かに係わらず判断されます。ただし、事業所は、外国主体が事業又は活
動を行うために無制限のアクセスをもたらす形で利用可能な状態でなければなりま
せん。
PMK-35では、事業所が電子的なデータストレージ（保管）及び/又は電子的データ
管理のみを行い、外国主体が当該事業所の運営のためのアクセスが制限されてい
る場合を、例外として規定しています。
外国主体が事業又は活動を行う事業所はいかなる場所、空間、施設又は設備（機械
設備を含む）をも占拠することができ、下記の形態をとることができます:
 経営管理の場所

 鉱物及び天然資源採掘場






 石油及び天然ガス採掘場
 漁業、畜産、農業、プランテーション又は林
業
 コンピュータ、電子エージェント又はインター
ネット経由の事業を行うために電子取引プ
ロバイダーが所有、リース又は使用する自
動化設備

支社、支店
代表事務所
オフィスビル
工場

 作業場
 倉庫
 販売促進の場所

また当該規則では、インドネシア国内に固定の事業所がなくとも、外国主体が下記の
いずれかを通じてインドネシア国内で事業又は活動を行う場合は、外国主体がインド
ネシア国内にPEを所有すると認定されることが規定されています:
 インドネシアにおける建設、据付又は組立プロジェクト
 ある12ヶ月間において60日間以上にわたるサービスの提供（サービスの形態は
問わず、その実施者が従業員であるか、その他当事者であるかを問わない）
 依存する代理人として機能する個人又は事業体
 インドネシアで設立されていない若しくはインドネシア国内に居住せず、インドネ
シア国内で保険料を徴収する若しくはリスクに対して保険を提供する保険会社の
代理人若しくは従業員
事業又は活動の定義は、所得を獲得、回収又は維持する全ての行為を網羅します。
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準備又は補助的活動
OECD及びUNコメンタリーと同様に、租税条約の規定に従い、インドネシア国内にお
いて「準備又は補助的」活動のみを行う外国主体による事業についてはPEは構成し
ないと判断されます。
当該規則では、具体的に何が「準備」又は「補助的」に該当するか、いくつかの指針
を提供しています。準備活動は、必須かつ重要な活動が実施できることを確保する
ために行う初期の活動であると定義されています。補助的活動は、必須かつ重要な
活動を促進するための追加の活動であると定義されています。これらの活動が別の
当事者のために実施されている場合には、PEを構成する可能性があります。
必須かつ重要な活動は下記の活動として規定されています:
 外国主体の主要事業又は活動
 外国主体の主要事業又は活動の不可分の構成部分
 外国主体のために直接的に所得を発生させる活動
 多大な資産と人的リソースを使用する活動

建設、据付及び組立プロジェクト
当該規則では、建設、据付及び組立プロジェクトの詳細を規定しています。
建設プロジェクトは下記を網羅します:
 建設コンサルテーションサービス
 建設作業
 統合建設作業（モデルのデザイン又はエンジニアリング、調達及び導入作業を含
む）
据付及び組立は、建設作業に関連する据付と組立、並びに機械設備の据付と組立
を網羅します。
当該規則では、当該の建設、据付又は組立プロジェクトには、プロジェクトがインドネ
シア国内に所在するが作業がインドネシア国外で実施される、若しくは作業が国内
又は海外の下請け業者に下請けに出される場合が含まれます。
当該規則では、租税条約が適用される場合において、当該条約下のタイムテストが
適用されると規定しています。タイムテストの計算方法の詳細も提供されています。
この中で、条約にて（日次ではなく）月次のタイムテストが規定される場合、当該月に
おいて一日経過した場合、これを一月と計算すると規定されていることに注意が必要
です。

サービス PE
当該規則ではサービスPEの税法下の定義（ある12ヶ月間において60日間以上にわ
たるサービスの提供（サービスの形態は問わず、その実施者が従業員であるか、そ
の他当事者であるかを問わない））について詳細な規定を設けています。当該規則で
は、下記の全ての状況に該当する場合、これが適用されます:
 従業員又はその他の当事者が外国主体により雇用されている又は外国主体の
下請け業者である。
 サービス提供がインドネシア国内で実施される。
 サービスがインドネシア国内外の当事者に提供される。
建設PEと同様に、租税条約下のサービスPEの認定は当該条約で規定されるタイム
テストの条件に準拠します。タイムテストの計算方法の詳細は別途提供されています
（建設PEの場合と同様）。
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依存及び独立代理人
当該規則では、外国主体のPE設立に関連した依存（非独立）及び独立代理人（エー
ジェント）について詳細な規定を設けています。一般的に、依存代理人として機能す
る個人又は事業体は、外国主体のために若しくは外国主体を代表して活動する場合
は、PEを構成するものとみなされます。
当該の個人又は事業体は、その事業又は活動が外国主体の指示の下になされる、
若しくは当該事業又は活動により生じるリスクを自ら負わない場合、外国主体のため
に若しくは外国主体を代表して活動しているとみなされます。租税条約下では、依存
代理人が準備又は補助的活動のみに従事する場合、PEを構成するとはみなされま
せん。
インドネシアにおける事業又は活動が独立代理人（エージェント）、ブローカー又は仲
介人を使用して実施される例外があり、当該の代理人、ブローカー又は仲介人がそ
の正常な事業の一環として活動することを条件としています。

保険 PE
最後に当該規則では保険PEについて規定しており、インドネシアで設立されていない
若しくはインドネシア国内に居住していない保険会社の代理人又は従業員が下記の
いずれかの状況に該当する場合、PEを構成すると認定されます:
 インドネシア国内において保険料を徴収する。若しくは
 被保険者がインドネシア国内に居住する若しくは住所を有する若しくは所在する
場合において、リスクに対し保険を提供する。
ただし、租税条約の下では、上記の規則は再保険事業には適用されません。
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