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インドネシア版“過少資本”ルール

インドネシア財務省は2015年9月9日、法人税の計算において

損金算入できる財務コストを規定した、“過少資本”ルー

ル（No.169/PMK.010/2015）を公布しました。

 

この省令は2016課税年度より適用され、負債資本比率 

（Debt Equity Ratio；DER）の上限を４：１と定めています。 

 
負債資本比率の計算方法

1. 負債

a. 課税年度あるいは課税年度の一部の、各月末負債残 

     高の平均値

b. 負債には短期・長期の負債、および利息負担のある 

     営業債務を含む（利息負担のある関係会社借入金 

     は、この負債の定義に含まれると考えられます）

c. 無利息の関係会社借入金は除く

2. 資本

a. 課税年度あるいは課税年度の一部の、インドネシア 

     会計基準に従って計算された各月末資本残高の平均 

     値に加え、 

b. 無利息の関係会社借入金の各月末残高の平均値 

“過少資本”ルールの適用が免除される納税者

1. インドネシア中央銀行を含む銀行

2. 資金または資本財を提供する金融機関およびリース会社

3. シャリアを含む保険・再保険会社

4. 政府との間で、特定の負債資本比率が別途定められてい

る鉱業事業契約（Contract of Work）または生産物分与

契約、およびその他の契約に基づき操業する石油・ガス

会社、鉱業会社（特定の負債資本比率が定められていな

い場合は、４：１の負債資本比率に従う）

5. Final Tax課税会社

6. インフラ事業に従事する会社

 
負債資本比率の計算により規制される財務コスト

1. 支払利息

2. 割引・プレミアム

3. 借入れのための追加費用（アレンジメント・フィーな

ど）

4. ファイナンス・リース取引の財務コスト

5. 借入金の保証に関連する費用

6. 外貨建て借入金の為替換算差額で、支払利息や上記の財

務コストの調整となるもの

y
他の考慮すべき重要事項

yy 課税年度あるいは課税年度の一部の、月末資本残高の

平均がゼロまたはマイナスの場合、財務コストの全額が

損金算入できない
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KPMGのコメント

本法令は“Thin Capitalization（過少資本）”とし

て流布していますが、株主以外からの借入れ等も対象

に含まれており、株主からの過大な借入れによる租税

回避行為の防止するための日本の過少資本税制より取

り扱い範囲が広くなっているので注意が必要です。

このインドネシアの“過少資本”ルールは納税者に多

大な負担を強いるものであり、新規投資の新たな障害

になると思われます。負債資本比率が４：１を超える

会社については実効税率が相当高くなると予想され、

キャッシュフローに悪影響を与えると予想されます。

そのため負債資本比率が４：１を超える会社、特に関

係会社借入金について支払利息がインドネシアで損金

算入できない一方、貸付国で受取利息が課税される場

合は、資本構成を再度検討する必要があると考えられ

ます。

ただし、インドネシアへの投資資金あるいは貸付資金

をインドネシア国外にある親会社が銀行借入れによっ

て調達している場合、その資金用途（出資なのか、貸

付なのか）が親会社所在国における支払利息の損金算

入可否に影響することもあるため注意が必要です。

新規投資企業については、他の優遇税制すなわちTax 

HolidayやTax Allowanceの申請もあわせて検討する余

地があると思われます。

 y 関係会社借入金の支払利息を損金算入するためには、

従来と同様に支払利率が適正（Arm’s Length）である

ことが必要

 y オフショアローンは税務総局（DGT）への報告が必要。

（税務総局は報告タイミング、報告フォームおよび報告

の猶予について、今後詳細な規定を発行すると思われ

る）
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