
 

                      PT FAIR CONSULTING INDONESIA 
１6F MidPlaza 1, Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 TEL:62-21-570-6215 FAX:62-21-570-6217 

業務提携先  HUSNI,MUCHARAM & RASIDI 会計事務所   Royal Palace C-18 Jl Prof. DR Soepomo 12870 Jakarta     

 

 

インドネシア・ビジネス・レター   

２０１７年８月７日 （Ｎｏ．２１７） 

 

 

１． 経済法令 (新規、改定) 

《 二重課税に係わる申請手続きについての税務総局長規程 》  （重要） 

= ２０１７年８月１日発効 No.10/PJ/2017 

１） 居住証明(Certificate of Domicile = COD, Surat Keterngan Domicili = SKD )のフォームが変更となり、旧法

(NO.61/PJ/2009) を廃止し、新たに規定したもの 

〔 居住証明（Form DGT-1）の１ページ目 〕 

 



 

                      PT FAIR CONSULTING INDONESIA 
１6F MidPlaza 1, Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 TEL:62-21-570-6215 FAX:62-21-570-6217 

業務提携先  HUSNI,MUCHARAM & RASIDI 会計事務所   Royal Palace C-18 Jl Prof. DR Soepomo 12870 Jakarta     

 

 

               

 〔 居住証明（Form DGT-1）の２ページ目 〕 
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to

9.

1. :

2.
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6.

7.

8.

9.

10.

  true, correct, and complete. Official Stamp (if any)

Signature of the income recipient or individual Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting

  This form is available and may be downloaded at this website: http:/www.pajak.go.id

authorized to sign for the income recipient

DGT-1 Page 2

(40)

(41)

(42)

(44) (46)

 PART IV

(29)

(31)

Have you ever been resided in Indonesia?  No (32)

Contact Number   email       :

PART V

(39)

INDONESIA WITHHOLDING AGENT

Tax ID Number

Name

Full address

(20)

(21)

(22)

  TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

(24)(23)

(28)

Name of Income Recipient

Date of birth (mm/dd/yyyy) /                   /

Full address

(25)

(26)

(27)

One of the principal purpose of the arrangements or transactions is to obtain No

benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC

Are you acting as an agent or a nominee? No

 Yes

Yes

Do you have permanent home in Indonesia? No

In what country do you ordinarily reside?

Yes

Yes (30)

If so, in what period? /            / /            /

Please provide the address     :

Do you have any office, or other place of business in Indonesia? Yes

If so, please provide the address :

 No (33)

PART VI   TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

Country of registration/incorporation

Which country does the place of management or control reside?

(34)

(35)

Address of Head Office :

Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :

One of the principal purposes of the arrangements or transactions is to obtain Yes  No

(36)

(38)

(37)

There are relevant economic motives or other valid reasons for the Yes  No

establishment of the foreign entity

The entity has its own management to conduct the business and Yes  No

royalty sourced from Indonesia.

  I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is 

(45)

(43)

such management has an independent discretion.

The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets Yes  No

generating income from Indonesia.

The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business.

The entity has business activity other than receiving dividend, interest, Yes  No

Yes  No

benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC
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 〔 居住証明（Form DGT-1）の３ページ目 〕 
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:

/ / to / /

/ / to / /

/ / to / /

/ / to / /

3.

 
 

:

  true, correct, and complete. Official Stamp (if any)

income recipient or his representative shall sign this form (67)

authorized to sign for the income recipient

  PART VII
   TO BE COMPLETED IF THE INCOME EARNED ARE DIVIDEND, INTEREST

   OR ROYALTY

The entity is acting as an agent, nominee or conduit Yes (47)

The entity has controlling rights or disposal rights on the income Yes (48)

or the assets or rights that generate the income.

No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by Yes (49)

other persons.

The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability Yes (50)

The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income Yes (51)

received to resident of third country.

  PART VIII
   INCOME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF

   IS CLAIMED

No

(60)

(56)

(59)

Dividend, Interest, or Royalties:

 a. Type of income  :

 b. Amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR.

 c. Amount of income liable to withholding tax under DTC :

 b. Amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law :

(53)

(52)

Income from rendering services (including professional):

 a. Type of income  :

Amount

(57)

(55)

 d. Period of engagement (mm/dd/yy) :

(61)

(62)

  I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is 

(64)

Other Type of Income

DGT-1 Page 3

No

No

No

No

Amount

Signature of the income recipient or individual

(65)

 a. Type of income  :

Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting

 b. Amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR

 c. Amount of income liable to withholding tax under DTC :

  This form is available and may be downloaded at this website: http:/www.pajak.go.id

(63) Percentage   :

(54)    Percentage   :

Amount (58) Percentage   :

IDR.

 c. Amount of income liable to withholding tax under DTC :
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２） 非居住課税者(Foreign Tax Payer = WPLN) がインドネシアで得た所得に対しては、租税条約に従い税を徴

収または源泉徴収されなければならない 

３） 税を徴収または源泉徴収した者は、徴収した証票（エビデンス）を作成しなければならない 

４） 税を徴収または源泉徴収した者は居住証明を提出しなければ、租税条約に規定されている税軽減措置な 

どの恩典を受けることが出来ず、インドネシア国内の税率が適用される。居住証明はオンラインを利用し 

て提出することが出来る。 

５） 居住証明を翌月の申告時に提出出来なかった場合でも、年次申告時に過払い納税として還付申請するこ 

とが出来る。相互協議を通じても還付出来る。租税条約を悪用した場合は恩典を受けることが出来ない。 

６） 一般納税者はDGT-1のフォーマット、金融機関、カストディアン、年金機関はDGT-2のフォーマットを使用 

し、必要事項を記載の上、相手国税務当局の署名または押印を取得する 

７） 居住証明の有効期間は１２か月である 

８） DGT-1のフォーマットを使用する者は、非居住課税者が十分な資産を有し、専門的知識を持った従業員を 

雇って経済活動を行い、単に配当や利息を受けるだけの機関ではないことを表明しなければならない。非 

居住課税者が個人の場合は代理人、名義人、導管の役割を担う人でないこと、５０％以上の他の所得収入 

が有ることが必要である。（２ページ目に非居住課税者の会社が実態のあることや個人代理人でないこと 

を質問する項目があり、タックスヘイブンの持株会社などには租税条約上の恩典を与えない書式に変更さ 

れている） 

９） 既に取得している居住証明は当該有効期間まで使用することが出来る 

 

 

２． 経済ニュース 

【 新たに５５の国家戦略プロジェクトを指定 】 政府は現在進めている国家戦略プロジェクトを加速化するた

め、新たな法令(No58year2017)を制定した。新法令では国家予算だけでなく、国家発展計画省とも協力の上非

国家予算も利用できるようにした。また国家戦略プロジェクトに指定された土地の転売を禁止するとともに、計

画期間にプロジェクトが開始されない場合も、さらに２年間土地を抑えることが出来るようにした。プロジェクトに

おける国内資源利用促進のため、プロジェクト推進者と外国企業との協力推進スキームも示された。経済調整

省が国家戦略プロジェクトのモニタリングを行い、プロジェクトの評価レポートを大統領へ提出するようにした。

追加された５５のプロジェクトには Tanjung Perak高速道路、リアウ島の高速道路、ジョグジャカルタの高速道路、

東カリマンタン島の深海開発などが含まれている。 

 

【 証券ブローカー会社の役員への教育プログラム実施へ 】 証券業界の人材の向上をはかるため、金融サ

ービス庁(OJK)は今般、法令(No20/SEOJK.04/2017)を制定し、証券引受業務（アンダーライター）や証券仲介売

買（ブローカー）を営む会社の役員やコミッショナーに対する教育プログラム(Sustainable Education Program = 

SEP)を発足させた。教育プログラムは金融サービス庁より認定を受けた証券業協会が実施する。教育プログラ

ムは直接セミナー等に参加する直接方式と通信、オンラインで教育を受ける間接方式がある。役員、コミッショ

ナーは少なくとも２年に１回は最低１８０時間のプログラムを受講し、受講証明書を受け取る。 

  

 

 ( お断り ) 

法令名については長いものは省略、簡略記載しています。掲載された情報、予測については直接取材したものではあ

りませんので、内容の正確さ、意見の正当性などについては責任を負うものではないこと、ご了承ください。 


