
海外

はじめに
　昨今の日系企業においては、先進国のみならず新興国も
含めた海外への進出がますます加速しています。一方で、
現地の税制や会計規則を含む法規制の理解ならびにそれ
らへの適切な対応、あるいは、事業規模の拡大に見合った
ガバナンス体制の構築という観点から、海外拠点の管理体
制の強化が日本の本社マネジメントの大きな課題の一つと
なっております。
　本稿では、海外展開を進める日系企業が直面している典
型的な経営課題とそれに対する解決策について、新興国の
なかでもとりわけ日系企業の進出が急増しているインドネシ
アに焦点を当てて、インドネシアを取り巻く事業環境と特有
のリスク、それが日系企業に与える現地子会社のガバナン
ス体制強化の重要性に関して筆者が経験した豊富な事例を
交えて解説を行います。なお、本文中の意見に係る部分は、
全て筆者個人の私見であり、PwCあらた監査法人または所
属部門の正式見解でないことをあらかじめお断りします。

PwCあらた監査法人　
成長戦略支援 製造・流通・サービス（MDS）本部
ディレクター　本多 守

インドネシア特有のリスクとその対応
～ガバナンス体制の強化により持続的な
　企業価値の創造を目指す～

1 インドネシアに展開する
日系企業を取り巻く事業環境

第一に、会社規模の急拡大と要求される管理水準の高度
化が挙げられます。新興国では、高い経済成長率を背景に、
事業規模が急拡大するケースが珍しくありません。健全な
企業運営のため、組織化された運営が必要となり、人材、業
務プロセス、内部統制、ITといった経営インフラの早急な整
備が求められます。また、本社サイドでは、連結経営の観点
から、適時にかつ正確な財務情報や管理指標を入手できる
財務報告体制整備を海外子会社へ求めることが必要となり
ます。

第二に、制度として整備はされているが不明瞭な解釈や
運用となっている法規制の存在が挙げられます。新興国で
は、実質的にIFRSと同様の会計基準や、OECD移転価格ガ
イドラインなど国際標準のガイドラインに準拠した移転価
格文書作成業務が求められています。その一方で、実務上
は以下のようなさまざまな問題が起こり得ます。例えば、一
部の法規制では解釈が不明瞭な場合や、複数の法規制同士
が不整合を起こしている場合、税務調査の執行において規
制の運用が担当官ごとに異なること、ストライキによる工場
の操業停止などの予期し得ぬ労務上の問題などのインシデ
ントが発生する場合などがあります。これらに対応するた
め、想定されるリスクの発生に備え、十分なリスク評価、コ
ンティンジェンシー計画を事前に検討し、事象に応じた適
切なアクションをとる準備を整える必要があります。

また、十分な経理、税務、労務といった管理能力および経
験を持ち、拡大するオペレーションに対応しながら実務を
担える人材の確保も必須ですが、求める水準を満たす現地
人材をマーケットから獲得することも困難な状況です。

2 インドネシアで想定される
ビジネスリスク

インドネシアで想定されるビジネスリスクとしては表1の
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ようなものが挙げられます。ここでは、経営管理全般に関
するリスクから個々の業務プロセスに至るリスクまで想定
し得るビジネスリスクを幅広く例示しております。とりわ
け、日本国内の事業と共通するビジネスリスクであっても新
興国と日本では組織体制や人材の能力が相違するためリス
クの程度が高まる点に留意する必要があります。

3 留意するべき
典型的なガバナンス上のリスク

インドネシアで留意するべき典型的なガバナンス上のリ
スクとしては表2のようなものが挙げられます。ここでも、
上記のビジネスリスクで述べたように新興国と日本との組

表1

分類 内容（ 例）

経営環境 •（リーガルリスク）法令間の不整合、不明瞭・未規定部分、解釈の余地 ★
•（ 政治的リスク）ジョコ・ウィドド新大統領による新しい政策
•（自然災害リスク）地震および洪水による影響
•（テロ関連リスク）爆弾テロ

統制環境（プロセス全般 ） •脆弱なガバナンス態勢  ★（内部統制の整備・運用に関する意識の希薄さ）

人事・ 労務関連 リスク •良質な労働力の安定確保の難しさ  ★
•労働紛争・労働争議  ★
•現地従業員の労働組合に対する対応
•労働協約の締結上の注意（自発的退職に関する退職金の事例）
•最低賃金の上昇
•中間管理職の人材不足および転職
•日本人駐在員関連
•個人所得税申告
•日本人駐在員の労働許可条件と実際職務との相違（日本人は人事マネジャーの労働許可はとれない）
•日本人長期出張者の滞在許可および労働許可が必要

販売管理 •リベートや販売奨励金に関して、会社側に不利な契約を強要される。
•得意先の信用調査が困難

購買管理 •仕入れにかかわる仕入れ先担当者へのキックバック  ★
•従業員の縁故会社への発注（割高な購買価格 ）

在庫管理 •棚卸資産（ 原材料を含む ）の滅失・盗難
•作業くずやスクラップの売却代金の着服
•有害廃棄物の違法処理（ 有害廃棄物処理にかかわる高額な処理費用を請求される）
•配送・物流におけるリードタイムが異常に長い

固定資産管理 •固定資産の実査時にあるはずの現物がない  ★
•減価償却期間および耐用年数の定期的な見直しの実施（ スプレッドシートで管理の場合、 フォーミュラに誤りがあり、多額の修正
を余儀なくされる事例あり）
•減損の兆候がある場合の対応
•リース資産に計上すべき固定資産の特定と会計処理（IFRIC４）

現金管理 •エビデンスが残らない使途不明の小口現金での出金が多い（いわゆる役所手続きのスピード アップ手数料や、関税職員へのお食事
代など）  ★

預金管理 •銀行間の為替差を利用した差額の着服（ 小切手支払 ）
•小切手サインの偽造
•幽霊社員への給与振り込みを使った着服／横領

財務管理 •外貨管理／為替リスク管理の規制
•与信管理：企業の信用調査サービスがない

IT管理 •ライセンス等の確認／不法ソフトの利用状況の確認
•アクセス権の管理状況の確認
•個人情報等のデータ保護・セキュリティー管理状況の確認

経理 •特に複雑な判断の伴う会計処理に対するレビューの不徹底／根拠書類、説明の不足
•債権債務残高に関する確認書の回答遅れと不正確な回答（日本の現地法人：3月決算 vs 現地の取引先：12 月決算 ）
•仮受金／仮払金勘定の長期未処理
•外部監査が終わらない  ★
•経理実務担当者が頻繁に日系企業に引き抜かれる。

税務（ 法人税 ） •未払法人税計算、税効果会計に関する経理担当者の能力不足
•税法に対するコンプライアンス／理解の不徹底  ★
•前払税金還付申告時の税務調査
•巨額の追徴税額査定  ★
•サービスに関する源泉税の源泉義務の遵守
•付加価値税（ VAT ）インボイスの適正性のチェック

国際税務 •移転価格税制に関する文書化義務
•法人税年次申告書別表上での移転価格情報の提出、年次での移転価格文書のアップデート

その他 •外国公務員への贈収賄等の回避、ファシリティーペイメント等  ★
•JJCホームページ：インドネシアの日系企業が直面した問題と対処事例

★筆者のインドネシアでの業務経験に基づく、考慮すべき重要なリスク
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表2

織、人材などに関する差異を認識する必要があります。加
えて、ガバナンスの構築という観点では、日本親会社からの
サポートとインドネシア子会社からの情報提供といった適
切な連携体制が要求される点にも留意する必要があります。

4 インドネシア税制の特徴と
留意すべき税務リスク

インドネシアでは、税収予算は毎年30%程度増加してい
ますが、税収予算は未達の状態となっているため、課税ベー
スの拡大や徴収の強化といった措置が取られています。そ
のようなインドネシアの税務調査の特徴として挙げられる
ものとしては、まず、特別調査はなく一般の税務調査のなか
で移転価格調査があるという点です。そして、税務調査で
の資料提出要請に対する提出期限（ 1カ月）、反論書の提出
期限（ 7日）など、極めて短時間での対応が必要となり、日
本での税務調査と比較しても非常に短く時間がありません。
さらに、この書類提出については1カ月ルールといわれる
法規則であり、回答期限を超えて回答・資料提出を行った
場合、税務署は当該資料を考慮しないことができます。ま
た、日本では税務当局側に挙証責任がありますが、インドネ
シアでは納税者側に挙証責任が課せられています。従って、
納税者は、自身の税務ポジション、移転価格調査の論点とな
る関連者取引の妥当性を説明できるようにするために、ま
た、限られた時間のなかで税務当局への反論を可能とする
ためにも、事前に移転価格文書をはじめたとした資料を作
成・具備しておくことが望まれます。図1はインドネシアの
税務プロセスの概要です。現地日本人マネジメントは上述
した日本とインドネシアの税務調査の相違点を認識した上
で、税務調査に対応できる文書や税務戦略の準備を事前に
進めておくことが要求されます。

5
インドネシアにおける
ガバナンス体制強化に
PwCが貢献した事例紹介

現地大手財閥と日系企業の合弁企業に対する内部監査を
通じたガバナンス体制強化の事例をご紹介します。日系の
大手事業会社が、インドネシアの大手財閥企業の子会社を
買収する形でインドネシアへの進出を行い、数年のうちに
当初の想定を上回る勢いでビジネスが拡大しました。これ
に伴い親会社での金融商品取引法の要請から、J-SoX監査

（内部統制監査）の対応が求められることになりました。し
かしながら、進出から数年経過した後も、現地企業の従来か
らの業務プロセスを尊重していたため、J-SoXが求めるコン
プライアンス体制がきちんと整備されていない状況でした。
日本人現地マネジメントと現地実務担当者との間に、業務
プロセスの専門的知識に対する基本的理解に大きな隔たり
があったこと、また日本側から従来の経営幹部に対する遠
慮もありました。そのため日本人現地マネジメントによる
独力での正確な解決が困難であり、実効性のある実態把握
と現状分析には、知見と経験の豊富な第三者の独立した専
門家のサポートが不可欠であると判断され、プロジェクト
チームを組成し外部コンサルタントであるPwCのアポイン
トを決定しました。プロジェクトチームは、まず業務プロセ
ス運用の現状の正確な把握のため、As-Is分析を行いました。
すなわち、現行の業務プロセスがいかに運用されているか
実態を把握するため、ウオークスルー（取引の開始から取引
記録が財務諸表に計上されるまでの流れを追跡する手続き）
を行いました。結果として、内部統制が全く整備されてい
ない、または整備されていても実務担当者が理解していな
いといった実態や、導入されていたITシステムのロジック
に不備があることが判明しました。次に、改善活動を進め
るに当たり、To-Beプロセスの提案を行いました。すなわち、
発見された不備を改善するという対応に加え、PwCのグロー

分類 内容（ 例）

1 経営者の理解認識不足により、
内部統制が整備されていない

日系企業は、CEOがCFOを兼ねるガバナンス態勢となる場合が多い。この場合、現地経営者の理解がなく（ 優先課題では
なく）、財務情報の信頼性を担保する業務プロセス、内部統制が十分に整備されていないケースがある。この結果、外部
監査人による監査を受けた際に、多くの重要な修正仕訳が入り、当初想定していた決算見通しの大幅な修正が必要となる
場合がある。また、外部監査そのものが終わらないケースも発生している。

2 リスク管理が十分ではない 日本親会社が、インドネシア特有の事情（ 不透明な規制、税制、ローカルパートナーとの関係による制約、従業員の能力）
に対する理解もリスク管理も十分にしておらず、現地会社も発信が不十分で、親会社から十分なサポートを得ていない。

3 必要なタレントがいない 現地での経理マネジャー採用について、経理や税務対応に十分な能力、経験を有した人材をマーケットより確保すること
が難しく、親会社の経営管理上必要十分な情報を準備、報告できない。

4 潜在的な対立関係 労働規制を背景とした古参のローカル従業員（または合弁先企業からの出向者 ） の存在と、数年で交代帰国する現地日本
人幹部という関係。

5 外部委託業者の品質 記帳代行会社の信頼性が必ずしも十分でなく一定のクオリティーを担保することが困難。

6 外的要因に基づく対応の困難性 グループ全体でのIFRS導入に伴い、親会社との決算期統一による決算早期化の要請や難易度の高い会計論点への対応が
求められている。
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バルナレッジから同業他社などのベストプラクティス情報
を最大限に活用し、あるべきそして現実的な業務プロセス
の提案を行いました。結果として、会社は、J-SoXで求めら
れる最低限の業務プロセスのレベル、業界のベストプラク
ティスのレベル、および現在の業務レベルという三点を明
確に把握し、その後実効性の高い改善アクションを用意す
ることができました。

6 まとめ〜海外展開を加速する
日系企業の今後のさらなる成長のために

海外拠点ではそれぞれの国で特有のリスクと課題があり、
情報収集を常に行わなければなりません。このため、海外
拠点のリスク管理がほとんどの日系企業で重点課題として
認識はされています。しかしながら、リスク管理に対する
社内的な意識の低さや、専門的な知識の不足が、リスクマ
ネジメント上の大きな障害となっているケースが多く見受
けられます。リスク評価を誤ると、問題が発生した場合に、
全ての対応が後手に回ってしまいます。経営者の危機管理

意識の向上と、リスク評価の仕組み作りを通して、社内関係
者への周知が必須となります。

新興国への事業規模の拡大を進める日系企業においては、
各国の事業環境や発生し得るビジネスリスクや税務リスク
といったさまざまなリスクを認識した上で、ガバナンス体制
を強化しリスクを適切に管理することが持続的な企業価値
の創造につながります。

本多 守 （ ほんだ まもる）

PwCあらた監査法人
成長戦略支援 製造・流通・サービス（MDS）本部
ディレクター
2006年公認会計士登録。急速な経済成長の最中にあったインドネシア
のPwCジャカルタ事務所に2011年1月より駐在した。
2015年10月に現職帰任後、顧客の新興国への進出と経営管理体制の
強化を支援するアドバイザリー業務をメインに担当。新興国への進出戦
略やリスク管理に関する外部セミナーの講演経験を多数保有。
メールアドレス：mamoru.honda@jp.pwc.com

納税者

税務当局

図1　インドネシアの税務調査プロセス

4カ月以内

調査開始

当局内調査 最終
検討会議

還付申告が税務調査
のトリガーになる

12カ月以内 （還付申請の場合）

（複数回にわたって要求。質問書のみではなく、
当局との議論・交渉もこの段階で行う）

要求された
書類・情報

調査通知書
（SP3）

更正決定
通知書

（SKP）

税務調査
質問書 

1～4カ月
（6カ月程度）

要求された
書類・情報

反論書

税務調査
質問書 

要求された
書類・情報

税務調査
質問書 

調査クオリティー
レビューの要請

税務調査指摘
事項通知書
（SPHP）

税務調査
質問書

（次頁参照） この期間で当局と積極的に議論・交渉を重ねることが重要

SPHP受領後
7営業日以内に
反論書を提出
しなければ
ならない*

最終検討会議／
Closing Conference
（複数回行われる

こともある）

調査クオリティーレビュー：
納税者は地方国税局

に対して一度のみ
調査クオリティーレビューの

要請をする権利を有する

＊3営業日の延長が可能だが、担当官によっては営業日の日数の数え方が異なり提出日を含める場合もある。
    通常10営業日だが、9営業日となることもあるので留意する必要がある

1カ月以内～2カ月
（短期化・この段階での交渉困難）

事業年度
終了

法人税
年次申告

1カ月ルール：質問書受領後1カ月以内に
要求された書類・情報を提出

還付
申告書

海外
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