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インドネシアの資本市場 

ジャカルタ総合インデックス (JCI) 
～2014年3月25日現在 

時価総額 (10億 USドル) 
～2014年3月25日現在 

* 1 USドル = 10,000ルピア 
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インドネシアの資本市場 

各地域の指標との比較 
2014年3月25日現在 

対GDP比 
2013年 

10億USドル * 1 USドル = 10,000ルピア 

指標 2012 2013 

GDP 824,2 908,4 

市場の時価総額 412,7 421,9 

社債・ABS 18,9 22,1 

政府債  82,0 99,5 

資本市場時価総額の対GDP比(%)  
62,3% 59,8% 

株式市場時価総額の対GDP比 (%)  
50,1% 46,4% 

社債の対GDP比(%)  2,3% 2,4% 

政府債の対GDP比(%) 10,0% 11,0% 

2014 年初来 
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IFSAの戦略 

資本市場発展への焦点 

資本市場の深化 市場インフラの改善 法的強制力の向上 

インドネシアの資本市場 

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.thedaringjourney.com/wp-content/uploads/2012/03/increase-chart-1.jpg&imgrefurl=http://www.thedaringjourney.com/tag/growth/&usg=__bTl4pEIUFxNzbgnqqMcJP1xcwBM=&h=447&w=335&sz=9&hl=id&start=14&zoom=1&tbnid=o2qnwnTlcGoBJM:&tbnh=127&tbnw=95&ei=QdfFT5XDM47zrQeJoMytBQ&prev=/search?q=growth&hl=id&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.mediatrainingworldwide.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Business-Role-Model3.jpg&imgrefurl=http://www.mediatrainingworldwide.com/blog/2012/04/03/find-a-role-model-and-stalk-them/&usg=__1S7yeekdcC8oQ0MFH-OLgiPeIYw=&h=300&w=300&sz=20&hl=id&start=14&zoom=1&tbnid=jQX7jgXjWFAqOM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=QMbFT9mkL8XsrAexsoi1BQ&prev=/search?q=role&hl=id&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Cc3gulUhlvs/TGy3Vanb8oI/AAAAAAAACBo/rsL5GEa-OJw/s1600/bendera-indonesia-1.jpg&imgrefurl=http://webgambar.blogspot.com/2010/08/gambar-bendera-indonesia.html&usg=__2SQE2OboyZLMekQqCOu9nV0Clcg=&h=266&w=400&sz=7&hl=id&start=15&zoom=1&tbnid=9hhrJ9zCAIpAdM:&tbnh=82&tbnw=124&ei=vNTFT8vXLsjorQfd4vS8BQ&prev=/search?q=bendera+Indonesia&hl=id&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://aceonlineschools.com/wp-content/uploads/2009/05/international.jpg&imgrefurl=http://www.aceonlineschools.com/online-programs/business/international-business/&usg=__8E5eR31r2ZRb3m88e8GF-PwOd44=&h=502&w=700&sz=58&hl=id&start=19&zoom=1&tbnid=IqbEeE_OZvLO4M:&tbnh=100&tbnw=140&ei=E9TFT9fUOsfNrQfH0pXaBQ&prev=/search?q=international&hl=id&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.webtown.hu/image/image_gallery?uuid=6bd8c9e2-3a23-4f51-8863-7de10051b3ac&groupId=11110&t=1318517537191&imgrefurl=http://www.webtown.hu/en/web/english/system-integration;jsessionid=8F19274F41B2F5851AB6791D2922291B&usg=__LxpX5CLx3_NboW8N26mBSqF80oQ=&h=300&w=400&sz=26&hl=id&start=13&zoom=1&tbnid=BfENJaKvpC4PVM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=K9HFT73OJdDnrAfRjsnQBQ&prev=/search?q=integration&hl=id&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://albanyanalytical.com/wp-content/uploads/2011/03/Koun-Brick-Builder.jpg&imgrefurl=http://albanyanalytical.com/what/strong-foundations/&usg=__juTwAFJMXTmwvk2zobPCgcP8PV4=&h=346&w=347&sz=78&hl=id&start=12&zoom=1&tbnid=cOmrctHnOz8wQM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=fs3FT_7yL4TNrQftxpm_BQ&prev=/search?q=strong+building+foundation&hl=id&tbm=isch&itbs=1
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国家戦略の策定 
法的枠組 

インドネシア金融庁は一般市民に対し、
金融サービス業、金融サービス、金融商
品の特徴について教育し、情報を提供す
る権限を付与された 

第28条 
2011年 法律No. 21  

金融機関は、コミュニティーのフィナンシャ
ル・リテラシーを向上させるため教育を行わ
なければならない。そのプログラムは毎年用
意され、金融庁に報告されなければならな
い。 

インドネシア金融庁  規制No. 1/2013 
2013年7月26日 

金融当局、金融機関、 
その他のステークホルダーの 

ためのガイドライン 

フィナンシャル・リテラシーに 
関する国家戦略 

2013年11月19日、
大統領により着手 
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国家戦略の策定 

フィナンシャル・リテラシー基礎調査 2013 

資本市場 知識がある 

レベル 
知識を利用できる 

レベル 

4% 
0.1% 

普及の状況  
資本市場セクター 

雇用 支出 年齢 教育 地域 性別 
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金融知識が豊富な社会の実現と、金融商品の利用増加による 

コミュニティーの福祉の向上を支援 

国家戦略の策定 

金融知識が 
豊富な 社会 

 専門家 
 労働者(被用者) 
 中小企業 

 主婦 
 学生 
 年金生活者 

ステークホルダーとの 
協働 

包含的 システマチックで 

計測可能 

身近 協働 
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ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 

金融教育プログラムは、下記に対応する内容を
提供する必要: 

金融教育プログラムは、収入、年齢、教育、その
他の特性が異なる参加者のために、内容をクリ
エイティブに伝える方法を生み出すべき。  

ライフサイクル・プログラム 

参加者のニーズ 

参加者の特徴 

金融教育は、幼少期に始まり高齢者になるまで
続く、生涯にわたるプロセス。 

ステージ 1 ステージ 0 ステージ 2 ステージ 3 

収入 

年齢 



ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 

若者 勤労者 年金受給者 女性 

内容 伝達手段 

 学校での教育 (カリキュラム) 

 教育者への教育 (教員) 

 ミニ・バンク (金融機関) 

 ゲーム 

フィナンシャル・リテラシーは、 
個人に不可欠な生活のスキルとして認
識されるようになった。  

金融教育は基礎的な知識の構築と、
若いうちから大人になるまで貯蓄習慣を
奨励することに着目すべき。 

学校が果たす役割は 
最重要である 

ステージ 0: 財産に関する基本的な知識 



ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 
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若者 勤労者 年金受給者 女性 

ステージ 1 ステージ 2 

20 25 30 35 40 45 50 55 

ステージ 1: 基本的な財産の保全  

ステージ 2: 財産の形成  

20 歳代 

30 歳代 

40 歳～ 50歳代 

収入 



ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 
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若者 勤労者 年金受給者 女性 

55 60 65 

ステージ 3 

ステージ 3: 財産の分配 

 金融教育には遅すぎるかも 
 (金融)消費者保護が重要に 

フィナンシャル・リテラシー基礎調査2013 – 年金基金 

知識がある 

レベル 

知識を利用 

できるレベル 

7% 
2% 

5 原則 

定年後に向けた貯蓄について、
個人が積極的な役割を果た
すことが重要 



ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 
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若者 勤労者 年金受給者 女性 

女性も男性も金融知識を持つべきである。 
女性にとって必要性はより高い。なぜなら:  

 家計資産の管理で主要な役割 
 金融に関する習慣を子供に伝達する主要な役割 
 低い所得と労働参加率 
 長い平均余命 
 低いレベルのフィナンシャル・リテラシーと金融への関与 

内容 : 

 フィナンシャル・プランニング 
 定年後への計画 
 起業家精神 
 過重な債務の防止 
 金融商品 

 銀行セクターでは、男性の25%に対して
女性ではわずかに 19% しか十分な金融
知識をもっていない。  

 6セクターの全てで、女性は男性と比較し
て知識が普及していない。 

性別による金融知識(%) 



ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 

伝達手段 

金融教育プログラムは、対象となる参加者の教育水準の違いに応じ、 
内容をクリエイティブに伝える方法を生み出すべき。  

 教育用 
   ウェブサイト 
 ソーシャル・ 
  メディア 
 講義 

都市在住者 

 フィナンシャル・ 
  リテラシー・カー 
 アウトリーチ・ 
  プログラム 
 広告: テレビ、 
  ラジオ、新聞 

地方在住者 
金融顧客への 

対応 

顧客が情報を提供・
受領し、苦情を申し
立てられるシステム 
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ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 
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評価 
プログラム 

フィナンシャル・リテラシー基礎調査 2013 

2013年に実施されたフィ
ナンシャル・リテラシー調査
は、過去最大規模であった 
 

 20 地域 (アチェから
ジャヤプラまで)  

 8.000名の回答者  

アンケート 

全ての教育プログラム 

 3 年毎に実施 

アウトリーチ・プログラム 

全てのプログラム 

利用レベル 

知識がある 



ライフサイクルを通じたフィナンシャル・リテラシー 
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課題 

関係機関間で
強力なインフラ
を構築 

関係機関で構造
的・継続的プログ
ラムを実施する
よう調整を強化 

金融教育プログラ
ムの効果の計測、
効果的なアプロー
チの評価 

 

金融教育プログ
ラムの持続可能
性 

 

主要な課題 



THANK YOU 

Mrs. Kusumaningtuti S. Soetiono 
Member of Board Commissioners  
in Financial Education and Consumer Protection, IFSA 
 
Telp        : +62-21 2981-7002 
Fax         : +62-21 350 1886 
Mobile     : +62-811-922-942  
Email      : kusumaningtuti.soetiono@ojk.go.id  


