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2022年2月21日に政府規則No.9（PP-9/2022）が発行され、建設サービスの収益に関する税務規程である
2008年政府規則No.51(PP-51/2008) の2回目の改正が行われた。
PP-9/2022の発行以降の建設サービスにかかる支払いはPP-9/2022を適用して最終分離課税が課され、 
PP-9/2022発行以前に契約が締結されたあるいはサービスが提供されたとしても同様である。また、 
PP-51/2008の実施規則は、PP-9/2022と矛盾しない限り有効となる。
財務省はPP-9/2022発行から3年以内に建設サービスの最終分離課税の実施を再評価する予定である。

PP-9/2022 及び PP-51/2008における建設サービスの最終分離課税
下記はPP-9/2022 と従前の規程であるPP-51/2008における建設サービスの分類と税率の表である。

建設サービス 
の種類 事業者の区分 PP-9/2022 PP-51/2008(iv)

小規模事業の
資格を保有す

る法人

事業能力証明
を保有する
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資格を保有し
ない法人

事業能力証
明を保有し
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大・中規模事
業の資格を保
有する法人

税率(iv) 税率((v)

建設コンサルテ
ィング(i)

√ √ 3.50% 4.00%

√ √ 6.00% 6.00%

建設工事(ii)

√ √ 1.75% 2.00%

√ √ 4.00% 4.00%

√ 2.65% 3.00%

統合建設工事(iii)

√ N/A N/A √ 2.65%
建設工事の税率

を参照N/A √ N/A 4.00%

注記:
i. 建設コンサルティングには建設工事の評価、計画、設計、検査、監督を含む。
ii. 建設工事は建設の施工、メンテナンス、解体、再建を含む。
iii. 統合建設工事はEPC（設計、調達、建設）等の建設コンサルティングと建設工事を組み合わせた業務。
iv. 統合建設工事以外、税務の取り扱いは従前と基本的に同じであるが、PP-9/2022は小規模事業の資格を有する法人と事業能力証明

を保有する個人の分類を別にしている。PP-51/2008ではこの点は明確になっていなかった。
v. 外貨換算を含めたサービスの報酬総額に税率を掛けて税額を算出する。インドネシアの恒久的施設を通じて業務を行う外国建設業

者は税務規程あるいは適用可能な租税条約に基づき支店利益課税も別途課税される。

PP-9/2022は2017年1月12日に施行された2017年法律第2号に基づく建設サービスの分類に沿った統合建
設工事を追加した。 PP-51/2008ではこのサービスに関する明記がなく、これまで統合建設工事の課税は建
設工事を参照していた。

建設サービスにかかる最終分離課税の改正
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外国の建設サービス提供者の支店を含む事業資格および事業能力証明は、以下によって発行された資格およ
び証明書を参照する。
a. 公共事業・国民住宅省の認定を受け建設サービス開発機関に登録されている業界団体によって設立された

認証機関 (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/LPJK)
b. エネルギー鉱物資源省の認定を受けた認証機関
c. エネルギー鉱物資源省

KPMG コメント      

PP-9/2022の発行は、対内投資にとってより良いビジネス環境を創るために政府が開始した税制改革の
一部である。納税者は適切に税務コンプライアンスの管理を行い、税法の改正に関する知識不足を理由
にした追加の税費用の発生を回避するため、事業に関連する税法の変更・更新を注視することが重要で
ある。
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