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発行日：2021.7.15 

 インドネシアの雇用創出オムニバス法 

 インドネシアでは2020年11月にNo. 11/2020「雇用創出オムニバス法」（以下、「本法」とする）が制定・施行されました。本法は、インドネ

シア人の雇用機会増大を図るための方法として、投資の拡大を促進するために制定されました。それまで投資関連の法令は、それぞれの

規制内容が重複し合っており複雑になっていました。こうしたインドネシアへの投資に障害とされていた規制の枠組みを修正・削除し、単一

の法的文書にすることを意図した本法は、15の章から構成される77の法律および186の条項から成っています。実際の運用にあたっては

実施細則を個別に発表していくこととしています。 

 本稿では、本法による主な変更点のほか、本法の施行が同国へ新規進出を予定・既進出で事業拡大を検討している企業にとってどのよ

うな影響があるか説明いたします。 

外国資本による投資 

 外資系企業（外資が一部入る合弁企業含む）がインドネシアに現地法人を設立する際ですが、2021年５月に本法の細則が発表され、最

低資本金は、従前の25億ルピア(1ルピア=0.0076円（2021年6月30日時点）)から100億ルピアに引き上げられました。資本金については

会社設立時に全額を払い込む必要があります。 2021年2月に「投資事業分野に関する大統領令21年第10号」の公布により、外資による

投資を開放する事業分野が大きく4つに分類されました。従前300以上の分野で規定されていたネガティブリストは廃止されており、次の３

種類に分類されています。 

  ①優先事業分野（246業種） 

  ②中小企業や協同組合とのパートナーシップが条件付けられている事業分野（89業種） 

  ③条件付き事業分野（46業種） 

 インドネシアでは業種番号（KBLI (注)）が定められており、この業種番号に基づいて１業種につき100億ルピアを投資することが決められて

います。例えば、KBLIに定められている業種２種類を行うことを目的としてインドネシアに現地法人を新規に設立する場合には最低200億ル

ピアの出資が必要になります。ただし、今後どのように実際に運用されていくのかは注視が必要です。 

 (注) https://www.bps.go.id/website/fileMenu/KBLI-2020.pdf（KBLI：インドネシア語） 

 本法では、投資にかかるライセンス要件が明確化されました。これまでインドネシアでは、事業内容や業種を問わず、全事業について許認

可をもとに管理する「許認可アプローチ」を取っていました。しかし、許認可数が膨大な数になるとともに、手続や基準が不明瞭といった課題

がありました。本法施行後は、各事業に必要なライセンスは、事業活動のリスクに基づく「リスクベース・アプローチ」で決定されることとなりま

した。安全、健康、環境、資源利用およびその他の側面と発生可能性を考慮し、ビジネスリスクを４つのカテゴリに分類しそれぞれ異なる種

類の許認可をもって事前に審査されることとなります。 

 投資優遇措置についても業種や設立地域により受けることが可能なため、インドネシア進出後のビジネスについて有用だと考えられる場合

は検討することも一考です。 

労務面における主な変更 

 本法施行により、有期契約社員との雇用条件が変わりました。従前は契約期間については原則２年で、更新手続きを経ることで最長５年

まで延長できました。本法施行後は、最長雇用期間が５年間であることに変更点はありませんが、手続きが簡略されており、労務管理の負

担は軽減されます。ただし、本法施行により、従前には無かった有期契約社員に対する退職給付制度が新設されており、資金面での負担

は増えるため注意が必要です。 

 次に業務委託（派遣会社への委託等）について変更がありました。従前は、例えば製造業企業が製造の主業務を外部へ委託することは

認められておらず、付随的・補足的業務のみが業務委託可能でした。施行後は、主業務を含む幅広い範囲について業務委託が可能にな

りました。 

 また、最低賃金は各州・行政単位（県や市）だけではなく、産業別にも最低賃金が定められていましたが、本法施行後は原則的に産業別

の最低賃金制度は廃止されました。主に自動車関連の産業に従事する企業では雇用者の最低賃金が高水準となっていましたが、これに

より基準が簡素化され負担が軽くなることが期待されます。 

 本法施行後も解雇に関しては、原則的には従前通りに厳格な手続きを踏む必要があることに変わりはありません。しかし、解雇事由につい

て、これまでの会社の清算や工場を閉鎖する場合のほか、業績悪化を理由として従業員を解雇することが認められています。 

税務面における主な変更 

 本法施行によりいくつか税務面での変更が行われます。その中で、外国人駐在員の所得について、特定の専門知識を持つ者について

は、納税者資格を有してから４課税年度以内という条件のもと、インドネシア国内の業務に従事して得た所得のみが課税対象になることにな

りました。運用面での注意は必要ですが、従前の全世界所得が課税対象であったことからは軽減されています。 

 なお、本法を国内で議論をしている中、新型コロナウイルスによる感染症の拡大が発生しました。それに伴い、政府は本法に先行して、法

人税を従前の25％から、2021年に22％へ、23年には20％へ段階的に引き下げる旨の法令を施行しました。（裏面に続く。） 
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信用金庫取引先への影響 

 本法は、設立後の運用面で外資企業にとって有効な策も多い内容となっていますが、新規で進出する場合に100億ルピア超の資本金を

持ち込むことが必要となりました。そのため、インドネシアにて飲食店や商社などのサービス業の展開を企図している企業にとっては同国へ

の進出はハードルが上がったものと思料されます。 

 また本法に関連して法人税が軽減されますが、本法施行後にインドネシアへの直接投資が伸び悩んだ場合には、徴税のため既存の外資

企業に対する税務監査の内容が強化されることが予想されます。進出・運営にあたり営業面はもちろんですが、企業の内部体制の強化も

必要になると思料されます。 

 信金中央金庫はインドネシアでの事業を現地にてサポートする体制を整えておりますので、何かご相談があれば信用金庫を通じてお問い

合わせください。 

（出所：信金中金 海外ビジネス相談ニュース 2021年6月30日 「特集：インドネシアの雇用創出オムニバス法」） 

 ベトナム外国投資庁によると、2021年上半期（1～6月）

の対内直接投資（認可ベース、6月20日時点の速報値、

出資・株式取得を除く）は、新規・拡張の合計で1,264件

（前年同期比35.0％減）、認可額は136億6,550万ドル（同

12.4％増）だった（表1参照）。新型コロナウイルス対策に伴

う入国制限の影響などで件数が停滞する一方、製造業や

発電所の大型投資案件が増えたことで、認可額は前年同

期を上回った。パンデミック前の2019年上半期と比較する

と、件数は46.2％減と落ち込んでいるが、認可額は32.1％

増となった。 

 業種別にみると、製造業が559件（28.4％減）、64億8,882万ドル（4.7％減）で首位となった。新規投資が伸び悩む中、既進出外資企業

による拡張投資が286件（14.1％減）、33億8,909万ドル（4.7％増）と堅調で、拡張投資が件数・認可額ともに新規投資を上回った。製造

業の主な新規投資は、中国ジンコソーラーの香港子会社出資による北部クアンニン省の太陽光パネル製造案件（4億9,800万ドル）、台湾

フォックスコンのシンガポール子会社出資による北部バクザン省の電子機器製造案件（2億9,300万ドル）。拡張投資は、北部ハイフォン市

の韓国LGディスプレー（7億5,000万ドル）、南部ビンズオン省の台湾ポリテックス・ファーイースタン（6億1,000万ドル）などの増額が認可さ

れた。 2位のライフラインは52億4,577万ドル（36.3％増）で、大型の発電所案件2件が牽引した。不動産、運輸・倉庫への投資認可額も前

年同期を上回った。不動産では、住友商事がベトナム・シンガポール工業団地（VSIP）とタイ・アマタと共同で進める中部クアンチ省の工業

団地開発案件などが認可された。 

 国・地域別（注）では、シンガポールが52億8,446万ドル

（9.5％増）で首位となった（表2参照）。日本は23億2,753

万ドル（3.7倍）で2位、韓国は16億5,788万ドル（88.2％

増）で3位だった。件数は韓国が324件（37.9％減）で首位

だったが、主要国・地域の件数はいずれも減少した。 

 出資・株式取得は、件数が前年同期比55.0％減の1,855

件、金額が54.3％減の16億559万ドルと停滞している。直

接投資の実行額（推計）は6.8％増の92億4,000万ドルだっ

た。 

（注）出資する会社の所在国・地域に基づく。例えば、中国に本社のあ

るA社が香港の子会社を通して出資する場合は、香港の投資という扱いになる。 

（出所：ジェトロ ビジネス短信 2021年7月9日 「1～6月の対内直接投資、製造とエネルギー分野が堅調（ベトナム）」） 

〒471-8601 

愛知県豊田市元城町1-48 

電話 ０５６５－３６－１３８１ 

FAX ０５６５－３６－１２１３ 

国際業務部 

イベント名 開催日 主催者 

越境EC活用セミナー＆個別相談会（Zoom） 7月27日 信金中央金庫 

食品海外販路開拓オンライン商談会 

「セカイと日本をつなぐ食品商談会withしんきん」 
10月4日～8日 信金中央金庫 

若手ベトナム人技術者採用検討企業向け個別相談会 6月16日～7月28日 信金中央金庫 

国際化促進インターンシップ事業 

（オンラインによる外国人材インターンシップ） 

8～10月（ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ型） 

10～12月（自宅型） 
経産省（パソナ） 

ジェトロ招待バイヤー専用オンラインカタログサイト 掲載開始日～2022年3月 JETRO 

次のイベントで参加者を募集中です。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。 

表1：業種別の対内直接投資（新規・拡張、認可ベース）（2021年1～6月） 

1～6月の対内直接投資、製造とエネルギー分野が堅調（ベトナム） 

表2：国・地域別の対内直接投資（新規・拡張、認可ベース）（2021年1～6月） 

(単位：件、100万ドル、％)

件数 認可額 件数 認可額 件数
前年

同期比
認可額

前年
同期比

1 製造 273 3,100 286 3,389 559 △28.4 6,489 △4.7
2 ライフライン 15 4,991 8 255 23 283.3 5,246 36.3
3 不動産 24 794 8 66 32 △36.0 860 36.7
4 運輸・倉庫 22 323 8 26 30 △31.8 350 405.8
5 小売り・卸売り 230 159 56 64 286 △40.7 223 △44.9

804 9,549 460 4,116 1,264 △35.0 13,666 12.4
(出所)外国投資庁

業種
新規 拡張 合計

合計(その他を含む)

(単位：件、100万ドル、％)

件数 認可額 件数 認可額 件数
前年

同期比
認可額

前年
同期比

1 シンガポール 106 4,737 43 548 149 △7.5 5,284 9.5
2 日本 86 1,657 63 671 149 △33.2 2,328 265.7
3 韓国 187 573 137 1,085 324 △37.9 1,658 88.2
4 中国 93 678 52 494 145 △46.7 1,172 △8.5
5 香港 55 856 44 126 99 △43.4 982 11.4
6 台湾 33 110 28 670 61 △47.9 781 △24.7

804 9,549 460 4,116 1,264 △35.0 13,666 12.4
(出所)外国投資庁
合計(その他を含む)

国・地域
新規 拡張 合計


