KPMG Indonesia
Japan Desk Newsletter
最新の税制改正(税務規定調和法)
2021年10月7日に、「税務規定調和法」が国会本会議で可決され、同10月29日付で2021年法令第7号が
施行されました。概要は下記のとおりです（2021年11月11日時点）。
なお、詳細については今後施行される細則をご参照ください。また、具体的な事象についてはKPMGイン
ドネシアJapan Deskにご相談ください。
項目

現行

改正後

法人税率引き下げの中止 原則22％（2022年度より20％）

2022年度以降も22％のまま据え置き

付加価値税（VAT）率の
原則10％
引き上げ

• 2022年4月1日より11％
• 遅くとも2025年1月1日より12％
• 生活必需品、医療、教育サービスについて
は対象外
単位：M IDR

個人所得税累進課税率の
一部変更

単位：M IDR
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個人所得税上では非課税、法人税
従業員に対する現物支給 上では損金算入不可として課税
個人所得税の課税対象とし、法人税上では
の一部課税取扱い変更
（実務上は個人所得税の課税対象 損金算入可能
とし、法人税の損金算入も容認）
NIK（住民登録番号）
による個人所得税申告

NPWP（納税者番号）による申告

NIK（住民登録番号）による申告
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項目

現行

改正後
第一回タックス・アムネスティを適用し
た法人または個人が2015年までに取得
した資産、かつ未申告の資産
 国外資産：11％
 国内資産または海外から国内へ送還した
資産：8％
 国内資産または海外から国内へ送還した
資産のうち、政府社債、再生可能エネル
ギー等に再投資されるもの：６％
• 申告期限は2022年１月から６月の６ヶ月間

•

2015年までの期間を対象として
第一回タックス・アムネスティ
を実施済
自主的税務申告（第二回
タックス・アムネス
ティ）の実施

炭素税の導入

-

• 2016年から2020年までに個人が取得した資産
 国外資産：18％
 国内資産または海外から国内へ送還した
資産：14％
 国内資産または海外から国内へ送還した
資産のうち、政府社債、再生可能エネル
ギー等に再投資されるもの：12％
• 申告期限は2022年１月から６月の６ヶ月間

-

• 2022年４月より炭素税を導入
• １kgあたりIDR30にて計算
• まずは石炭火力発電所が対象となり、その
後段階的に拡大

税務調査で指摘された追
徴税額を納付せずに、異 • 異議申立て：50％
議申立てまたは税務裁判
• 税務裁判 ：100％
に敗訴した場合のペナル
ティの軽減

• 異議申立て：30％
• 税務裁判 ：60％
• 最高裁
：60％

納付不足に対する加算
税の軽減

• 仕入VATとして計上すべきで
ないものを計上 ：100％
• 源泉税の源泉漏れ：100％
• 法人税の納付不足：50％

• 仕入VATとして計上すべきでないものを計上：
75％
• 源泉税の源泉漏れ及び法人税の納付不足：財務
省公表レートを基準に計算

MAP（相互協議）と税
務裁判結果の関係

MAPの手続中に、関連する税務
裁判の判決が確定した場合には
当該MAPは取消

税務裁判で争っている論点が、手続中のMAPと関
連しない場合には、当該MAPの手続を引き続き進
めることが可能

主な実務上の留意事項
【注意点】
細則は施行されておらず、今後詳細が明らかになるため、引き続き動向に注意が必要です。KPMG Japan Deskでは新た
な情報が公表され次第、必要に応じてアップデートを提供します。
【予算編成】
法人税率22％を用いてタックスプランニング（将来の法人税等の発生に関する見込・計画）を行うことが必要になります。
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【会計】
翌期以降に解消する見込みの将来減算一時差異及び将来加算一時差異に関して、繰延税金資産及び繰延税金負債の
算出に20％を用いて計上している項目については22％にて再計算を行う必要があります。その回収可能性が認められる場合には、
繰延税金資産及び繰延税金負債を計上することになるため、過年度の金額からは2％分増加することになります。
その結果、下記の仕訳のとおり、繰延税金資産が計上される場合には当期純利益にプラスの影響を、繰延税金負債が計上さ
れる場合には当期純利益にマイナスの影響を与えます。
繰延税金資産の計上
借）繰延税金資産（資産）
☓☓ / 貸）法人税等調整額（収益） ☓☓
繰延税金負債の計上
借）法人税等調整額（費用）

☓☓ / 貸）繰延税金負債（負債）

☓☓

本Newsletterに関するご質問や取り上げてほしいテーマのご要望は、KPMGインドネシアJapan Desk
（Japan.Desk@kpmg.co.id）までお寄せください。
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