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　インドにおいて勃興する中間層の人口数は、多大なる市場を形成して
います。その人口は、2010年には、4億7000万人とされ、2021年まで
には5億7000万人に達し、その市場規模は、数十億米ドルになると予測
されています。

　インド経済成長は、ピーク時と比べて減速しているものの、他国の
経済と比べるとまだまだ堅調といえます。IMFによると、2014年のイ
ンドのGDP成長率は中国には劣るものの、ほかの成長発展途上国と先
進国の経済の成長率より高いと予測されています。また、インド政府
の経済諮問委員会は、2013年から2014年は、5.3％の成長率を予測し
ています。

　しかしながら、インド経済は多少の課題に直面しているのも事実で
す。一つは、健全な経常収支を維持することです。世界市場の需要縮小
によって輸出が減少する一方、輸入は勢いが衰えないことから、貿易
赤字を招いています。

　政府は今年の経済活性化に向けた政策の改革のとして、ガソリンと
ディーゼルに対する補助金の削減や、小売業、航空業、そして放送業へ
の海外投資自由化、新会社法の施行、投資誘致に関する内閣諮問委員
会の設立などを推進しています。

　インド経済の長期的展望は明るいと考えられます。PwCの分析によ
ると、インドは世界で最も成長している経済だけでなく、購買力平価
換算で、世界3位に位置しています。また、インドは2050年までその
位置を維持すると予測されています。

はじめに
第一章

出典：  World in 2050 – The BRICS and beyond: prospects, challenges and 
opportunities, January 2013

投資額トップ国とセクター

インドは世界レベルで重要に

2030 2050

国
2011 年度購買力平価換算
見積 GDP

（十億米ドル）
国

2011 年度購買力平価換算 
見積 GDP

（十億米ドル）

中国 30,634 中国 53,856

米国 23,376 米国 37,998 

インド 13,716 インド 34,704  

日本 5,842 ブラジル 8,825 

ロシア 5,308 日本 8,065

ブラジル 4,685 ロシア 8,013

ドイツ 4,118 メキシコ 7,409

メキシコ 3,662 インドネシア 6,346

英国 3,499 ドイツ 5,822

フランス 3,427 フランス 5,714

国
累積投資額

（2009 年 4 月から
2013 年 6 月：
百万米ドル）

セクター

2011 年度購買
力平価換算
見積 GDP

（十億米ドル）

モーリシャス 74,765 サービス 38,180

シンガポール 21,312 建設 22,248

英国 17,599 通信 12,866

日本 14,750 ソフトウェア・ハードウェア 11,738

米国 11,436 製薬 11,318

オランダ 9,373 化学 8,993

キプロス 6,993 自動車 8,810

ドイツ 5,990 パワー 7,954

フランス 3,672 金属 7,621

アラブ首長国連邦 2,472 ホテル・観光 6,732

出典： インド政府、工業政策推進局
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インドの外国投資規制
第二章

インドの海外協業
　インド政府は1991年投資ガイドラインによって外国投資（FI）に関
する規制自由化に着手しました。それ以降、海外投資に対するインドの
規制環境は緩和され続けており、投資家にとって一段と投資しやすい状
況となっています。
　現行の外国直接投資（FDI）に対するフレームワークでは、外国投資は
全ての投資家に以下を除く全てのセクターで認められています。

・ 民間企業に開放されていない事業やセクター　e.g. 原子力エネル
ギー、鉄道交通［高速都市交通システム（MRTSs）を除く］

・ 宝くじ、ギャンブル、賭博に関する事業
・ 農業（草花栽培、園芸、種子開発、畜産、養魚、養殖、野菜・きのこ栽培な

ど、管理下にある農業に関するサービス事業を除く）
・ 農園業（紅茶農園を除く）
・ 不動産業（建設開発プロジェクトを除く）やファームハウスの建設
・ チットファンド（Chit fund）、ニディファンド（nidhi company）、譲渡

可能な開発権の取引に関する事業
・ 葉巻、紙巻煙草、煙草代替品の製造業

　そのほかのセクターに対する外国投資の方法は以下のとおりです。

・ 財務省下の外国投資促進委員会（FIPB）か産業政策推進局（DIPP）、も
しくは両方による事前承認ルート

・ 規制管轄当局による承認は不要だが、事後に銀行を通してインド準備
銀行（RBI）に報告を行う自動認可ルート

事前承認ルート
　自動認可にて認められない外国投資のプロジェクトに関しては、
FIPB、あるいはDIPPにより事前承認を得る必要があります。

　以下の場合、事前承認ルートの対象となります。

・ FIPBの承認が求められる特定の産業もしくはFDI規制上限を超える
場合

・ 現金以外の対価への投資［資本財／機器／設備の輸入に対する株式の
発行、一定条件下の開業前費／創業前費［対外商業借入（ECB）の資本
化、ECBの返済や利子支払、技術ロイヤリティの支払いを除く］

・ バングラディッシュ籍市民・企業による投資
・ ワラントまたは一部払込済み株式への投資
・ 持ち株会社としてダウンストリームインベストメントのみ行ってい

る企業への投資、もしくはいずれの事業およびダウンストリームイン
ベストメントを行っていない企業への投資。

　さらに、コア・インベストメント・カンパニー （CIC）にあたるインド
の持ち株会社は、RBIによって定められたガイドラインの条件を満たす
必要があります。

　FIPBおよびDIPPの判断は、承認申請から通常4週間から6週間以内
に行われます。 外国投資の申請は、案件の利点やセクター政策に沿っ
て案件ごとに判断されます。一般的に、優先産業、インフラストラク
チャーセクター、輸出競争力が高いと見込まれる事業、大規模な雇用機
会を創出する事業、農業セクターと関連する事業、社会的妥当性のある
事業、資本注入および技術導入に関連する事業が優先されます。

　120億ルピーを超える外国資本投資を含むFIPBの事前承認ルー
トの外国投資の申請は、詳細な検討のために事前にCCEA（Cabinet 
Committee of External Affairs）に提出されなければなりません。

　過去にFIPBまたはCCEAの承認を得ている場合、追加の外国投資につ
いては過去の承認に加えてFIPBまたはCCEAからの事前の承認は必要
ありません。

自動認可ルート
　上記に記載している場合を除き、一般的にはほかの外国投資は自動認
可ルートに分類され、FIPBおよびDIPPの承認は必要はありません。

外国直接投資額の計算
　インド政府は投資額上限のあるセクターへの外国投資総額の計算方
法に関して、ガイドラインを発表しました。このガイドラインによると、
以下が海外投資とみなされ、計算に含まれます。

・ 海外投資家による直接投資金額
・ 非居住者より「所有」もしくは「支配」されているインド企業からの間

接外国投資（IFI）。ただし、「所有」とは、50％を超える株式を所有して
いる場合を指し、「支配」とは、企業の取締役過半数を任命する権利を
持つ場合や、株主構成、経営権、株主契約によって、経営や規定を支配
する場合を指します。

　さらに、間接外国投資（IFI）の計算に当たっては、インド企業に対する
全ての外国投資が含まれます。外国為替管理法（FEMA）の1,2,3,6条（非
居住者の有価証券の発行および譲渡）に基づく投資か否かにかかわら
ず、FDI、FII（3月31日時点で保有分）、NRIによる証券投資、ADR、GDR、
FCCB、転換権付優先株式、転換通貨社債が含まれます。

　一般的に、居住者インド人（RIC）によってインド企業が所有および支
配されている場合、ダウンストリームインベストメントは国内投資とみ
なされ、外国投資には含まれません。
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　ただし、非居住者によって所有および支配されているインド企業によ
るダウンストリームインベストメントの場合は、出資上限および条件
に準じていなければなりません。この件について、インド準備銀行は、
2009年にDIPPにより発表されたダウンストリームインベストメント
ガイドラインを含んだ通達を発行しました。

株式取得が認めれる外国ベンチャーキャピタル
　外国ベンチャーキャピタル （FVCI）は、一定の条件のもと、私募あるい
は第三者から購入する形式で、適格証券［株式、株式関連証券、債券、債
権関連、社債、IVCUの社債、ベンチャーキャピタルファンド（VCF）など］ 
に投資することができます。

適格海外投資家（QFI）による外国投資
　QFIとは、SEBIに登録されている機関投資家（FII）ならびに外国ベン
チャーキャピタル（FVCI）以外の、非居住者で特定の投資家です。

　金融活動作業部会（FATF）の枠組み内の地域および証券監督者国際機
構（IOSCO）加盟国、もしくはSEBIと二国間で合意している国のQFIは、
インドの上場企業株式に投資することができます。また、SEBI登録の保
管振替機構参加者（DP）、もしくはSEBI登録のブローカーを通して、公
募が行われた上場企業の資本金の、個別株では上限5％、総合では上限
10％まで、投資することができます。

　さらに、QFIは、ルピー建ての国内株式の投資信託や企業の債務有価
証券 viz. 上場非転換社債（NCD）、インド企業の上場債券、上場債券投
資信託、発行者から直接、もしくはインドの証券市場に登録されたブ
ローカーを通して購入することができます。QFIは、インフラストラク
チャー金融に分類されるNBFCにより発行された非転換社債も取得す
ることができます。

リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ（LLP）
　海外直接投資が100％認められているセクターおよび事業に従事し
ているLLPは、政府の承認を条件に100％海外直接投資が可能です。そ
のほかセクターや海外直接投資にかかわる条件はありません。LLPお
ける海外投資が認められる条件は、以下のとおりです。

・ LLPにおける海外直接投資は、現金出資のみ認められている
・ LLPによるダウンストリームインベストメントは認められていない
・ LLPは、ECBを活用できない
・ FIIやFVCIはLLPに投資できない

株式取得による投資
　非居住者は、出資条件を満たせば、既存のインド企業の株式を取得す
ることができます。株式の取得は、被買収会社の取締役会の決議が可決

後、可能となります。株式買収は、RBIもしくはSEBIにより規定された評
価ガイドラインに則る必要があります。

　インド企業がFDI出資制限の適用対象となるセクターに従事してお
り、当該会社の「支配」または「所有」が非居住者会社に譲渡または取得
される場合は、FIPBの事前承認が必要です。株式交換による取得も、評
価ガイドラインに従い、FIPBの事前承認によって認められます。

　ただし、以下株式買収場合、RBIの事前承認は不要となりました。

・ 非居住者による、SEBIの規定もしくはガイドラインにさらに価格決定
した、既存株式の取得

・ 居住者からの非居住者による株式取得で、下記に当てはまる場合
– FIPBの事前承認が必要なもの
– 規定の評価基準に則っていないが、SEBIの価格設定の規定に準じて

いるもの
– 非買収企業が 金融サービス、事業にかかわるもの

評価基準
　居住者から非居住者に対して発行または譲渡される株式価格は、以下
のガイドラインに沿って決定される必要があります。

・ 居住者から非居住者への未上場株式譲渡の場合、対価はディスカウン
トキャッシュフロー方式によって算出された金額より下回ってはなら
ない。しかし、上場企業株式譲与の場合は、対価はSEBIガイドラインに
基づいて行われた新株第三者割り当ての金額を下回ってはならない。

・ インド企業株式（上場、非上場問わず）の非居住者から居住者への譲渡
の場合、上記の金額を上回ってはならない。 

・ 定款に署名して、非居住者（NRIを含む）がインドの企業に投資する場
合、FDI規定内で、額面価格で投資することができる。

外国機関投資家による投資
　登録外国機関投資家（FII）はSEBIを通して、証券投資スキームによる
インド企業の株式および転換社債の購入許可をRBIに申請することが
できます。

　FIIはインドの登録されている株式取引仲介業者からインド企業株式
と転換社債を購入することをRBIにより許可されます。さらに私募によ
るインド企業株式および転換社債の購入も認められています。
　FIIとSEBI承認のFIIサブアカウントのそれぞれの合計持分は、イン
ド企業の発行する全払込資本の10％あるいは転換社債の各シリーズ
の払い込み価額の10％を超えてはなりません。さらに、すべてのFIIと
SEBI承認のFIIサブアカウントの合計持分は、全払込資本あるいは転換
社債の各シリーズの払込資本・価値の24％を超えてはなりません。この
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24％の制限は、インド企業の取締役会決議と株主特別決議および事前
のRBIへ通知によって、指定されたセクターまたは規定上限を引き上げ
ることが認められています。
　FIIは、投資を行った第一次発行の社債および非転換社債に投資する
ことが可能ですが、投資を行った債権が15日以内に上場する場合に限
ります。ただし、債権発行者がインフラストラクチャー企業だった場合、
FIIは非上場の社債や非転換社債に投資することが可能です。

株式担保
　インド会社の発起人は、対外商業借入（ECB）の保証を目的に株式を
担保にすることができます。ただし、これは銀行がECBに関する条件を
満たしていること認め、借入れ登録番号が付与され、かつそのほかの特
定の条件を満たす場合に限ります。インド会社の非居住者株主は、信用
枠を確保するために、保有株を担保に入れることができます。また、非居
住者株主、あるいは非居住者である発起人は、借入れ資金を海外ビジネ
ス目的に活用する場合には、海外の銀行における信用枠を確保するため
に、保有株式を担保に差し入れることができます。

インドへの外国直接投資（FDI）
　インドは世界において最も魅力的な外国直接投資先のひとつです。イ
ンド市場には著しい潜在力、高利益をもたらす可能性、さらには投資家
に対して好ましい規制体制があります。重要なセクター別FDIのまとめ
は、以下のとおりです。

農業および関連サービス
　農業セクターにおけるFDI/NRIは以下を除いて認められていません。

・ 草花栽培、園芸栽培、種子開発、畜産、養魚、養殖、野菜・きのこ栽培およ
び農業と関連サービスセクターにかかわるFDIは、自動認可ルートで
100％出資まで許可されています。遺伝子組み換えの種子/野菜開発
に関与する企業には特定の条件が適用されます。

・ 紅茶の生産事業については、FIPBの事前承認のもと100％の出資が認
められています

・ コーヒーおよびゴムの加工・保管および倉庫業については、自動認可
で100％まで出資が認められています。

資産管理会社（ARC）
　海外投資家は、FDIもしくはFIIを通して、RBI登録のARCに100％
投資することができます（49％までは自動認可ルート、49％超は
FIPBの事前承認が必要）。FIIはARCに投資することができますが、
合計個人株主の割合は、資本金の10％を超えてはなりません。さら
に、SEBIに登録されたFIIは、RBIに登録しているARCにより発行され
た担保証券（SR）に75％を上限に投資することができます。ARCに
行ったすべての投資は、2002年金融資産および担保権の証券化およ

び 管 理 法（Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and 
Enforcement of Security Act, 2002）の第3条（3）（f）の条項に準じる必
要があります。

銀行業
・ 国営銀行：FDIおよび証券投資はFIPB事前承認ルートにより20％出

資を上限として認められています。
・ 民間銀行：FDIは74％出資を上限として認められています。ただし、

49％出資までは自動認可ルート、それを超える場合（74％まで）は事
前承認ルートとなっています。ただし、株主ごとの議決権は26％が上
限です。また、証券投資におけるFIIやNRI投資には、許容されている
FDI制限とは別の制限が設定されています外国銀行は次の三つのうち
のいずれかの方法で、事業活動を行うことができます。
– 支店
– 完全子会社
– 民間銀行における最大74％の外国投資による子会社

放送業
・ テレポート（アップリンクハブおよびテレポートの設置）、家庭向け

衛生放送（Direct-to-home）、ケーブルネットワーク［マルチシステム
オペレーター（MSOs:国、州、地域レベルで、デジタル移管や受信状況
アップグレード事業）］、モバイルテレビ、衛星放送サービス（HITS）：
FDIは、74％（49％までは自動認可ルート、49％超はFIPBの事前承認
が必要） 

• ケーブルネットワーク［デジタル移管や受信状況アップグレード事業
を行わないそのほかMSO、ローカルケーブルオペレーター（LCO） ］：
FDIは、自動認可ルートにて、26％まで認められています

・ 地上衛星放送FM（FMラジオ）：事前承認ルートにて26％まで認めら
れています。

・ アップリンクのTVチャンネル：時事問題に関するTVチャネルのアッ
プリンクにおいて、FDIおよびFIIを含む外国投資は事前承認ルートで
26％まで認められています。そのほかのTVチャネルのアップリンク
については、事前承認ルートで100％までの投資が認められています。

・ ダウンリンクのTVチャンネル：事前承認ルートにて100％FDIが認
められています。

　なお、上記の外国投資は、FDI以外の外国投資、FII、NRI、FCCBs、ADRs、
GDRs、外国企業によって所有されているそのほかの転換優先証券も含
みます。また、上記の各分類において、情報放送省によって規定された条
件に従う必要があります。さらに、FDIが49％までという制限のあるセ
クターにおいて、最大のインド株主が少なくとも51％の資本金を保有
する必要があります。
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民間航空および空港
・ 定期航空輸送サービスや、定期国内航空サービスに対しては、自動認

可ルートで49％出資を限度とするFDIが認められています。NRI投資
は自動認可ルートで100％出資まで可能です。

・ 不定期航空輸送サービス、不定期航空サービスまたはチャーター便
サービス、貨物航空サービスについては、74％出資を上限として、
49％までは自動認可ルートで、それを超える場合はFIPB事前承認
ルートにて認められています。NRI投資は自動認可ルートで100％出
資が可能とされています。

・ 外国航空会社は、一定の条件下において資本金49％を上限に、定期、
不定期空輸壮サービスを運営するインドの会社に投資することがで
きます。

• メンテナンスおよび修理事業、飛行訓練機関、技術訓練機関は、自動認
可ルートにて100％のFDIが認められています。

・ 地上業務取扱サービスは、自動認可ルートでFDI出資は74％を上限と
して認められていますが、当該分野に適用される規制や安全検査の対
象となります。また、FDI出資の49％までは自動認可ルートで認めら
れていますが、それを超える（75％まで）場合は事前承認ルートによっ
て可能となっています。ただし、NRIによる出資は、自動認可ルートに
てFDI100％が認めれれています。

・ ヘリコプターサービスや海上航空サービスについて、自動認可ルート
で100％までのFDI出資が認められています。

・ 外国航空会社は、貨物航空サービス、ヘリコプターサービス、海上航空
サービスを運営する会社の株式を取得することができます。

・ 空港へのグリーンフィールド投資は、自動認可ルートにて、100％の
FDIが認められています。既存の空港に関しては、FDI100％認められ
ていますが、79％以上はFIPBの事前承認が必要です。

石炭および褐炭
・ 1973年炭鉱国営化法の規定に基づき、電力プロジェクト、鉄および鉄

鋼、そのほかの関連する活動の自家消費用の石炭および褐炭の採掘に
おけるFD Iは、自動認可ルートにて100％出資まで認められています。

・ 石炭精製プラントを設置する企業は、採鉱をしないということ、市中
市場ではなく、石炭精製プラントに原炭を供給している事業者に、
洗浄・選別した石炭を供給するという条件で、自動認可ルートにて
100％のFDI出資が認められています。

商品取引所
　事前のFIPBの承認を条件として、海外からの投資合計（FDIとFIIの合
計）で49％を上限として認められています。FDI出資は26％が上限と
されているのに対して、FII投資は、承認なしで23％が上限とされ、かつ
流通市場におけるものに限定されています。海外投資家または企業（共
同して活動するものを含む）が5％を超えて株式を保有することはでき
ません。

　連邦議会はこのセクターへの自動認可でのFIを承認しましたが、公
式の通達での施行決定は未だ発表されておりません。

信用情報会社（CIC）
　CICに対する海外からの投資合計（FD IとFIIの合計）は、以下の条件
付きで、49％出資を上限として認められています。

・ インド政府の事前承認およびRBIが要請する事項への対応
・ 登記FIIからの投資は、24％（49％規制の一部として）が上限（ただし、

上場信用情報会社への投資のみに対して認められており、そのほか要
件を充足する必要あり）

・ 外国投資は、2005年信用情報会社規制法の対象

　連邦議会は、投資合計（FDIとFIIの合計）74％を上限に、自動認可ルー
トでの投資を認めました。

郵便サービス
　手紙の配達を除くクーリエサービスに対しては、自動認可ルートに
よって100％出資が認められています。

防衛産業
　FIPBの事前承認と防衛省のセキュリティと使用許諾義務を遵守する
ことを条件として、FDIは26％まで認められます。ただし、26％を超え
る場合も、内閣防衛諮問委員会によって個別に検討されます。国家に有
用な最新技術をもたらすか否かが申請承認の検討基準の一つとなりま
す。ただし、単独のインド株主が最低51％を保有する必要があります。

　武器弾薬製造のガイドラインでは、出資する会社やパートナーシップ
の経営は、最高責任者だけでなく取締役会の過半数も居住インド人とし
なくてはならないとされています。加えて、外国投資家からほかの外国
投資家への株式譲渡については、3年間実施することできません。

保険業
　保険規制開発局（IRDA）の認可を条件に、自動認可ルートで26％出資
を上限に認められています。

有害化学薬品
　1951年産業開発規制法によって、産業ライセンスの取得を条件に、自
動認可ルートによる100％のFDI出資が認められています。

ホテルおよび観光関連業
　自動認可ルートによって100％のFDI出資が認められています。
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産業用爆発物
　1951年産業開発規制法および火薬法によって、産業ライセンスの取
得を条件に、自動認可ルートによる100％のFDI出資が認められてい
ます。

宝くじ、ギャンブル、賭博
　宝くじ、ギャンブル、賭博に対するFDIや海外技術協力は、どのような
形態であったとしても、認められていません。

零細・小企業（MSE）
　保護対象小規模セクターの製品の製造業者であるMSEは、セクター
別政策にしたがって、FDI出資が認められています。

　ただし、保護対象小規模セクターの製品（20項目）のMSEでない製造
業者については、外国投資が24％を超える場合、FIPBの事前承認が必要
です。この場合、1951年産業開発規制法の産業ライセンスを取得する必
要があり、当該製品の新規または追加年間製造量の50％以上を3年以
内に輸出しなければなりません。

鉱山
・ 金、銀、鉱石、ダイヤモンド、宝石を含む、金属・非金属鉱石の探鉱や採

鉱活動に対しては自動認可ルートで100％出資が認められています。
・ 政府の事前承認を受けた場合は、チタニウムを含む、鉱物や鉱石から

の採鉱、鉱物分離事業、付加価値活動に対して、FDIは100％出資が認
められます。ただし、1957年採鉱・鉱石法の規制対象となり、同法の
要件を満たす必要があります。

銀行以外の金融サービス（NBFC）
　以下の18項目のNBFC業務においてのみ最低自己資本に関する規定
に従うことを条件に、100％まで自動認可ルートで認められています。

1. 商業銀行業 
2. 引受業 
3. ポートフォリオ運用業 
4. 投資顧問業 
5. 金融コンサルタント業 
6. 株式取引仲介業 
7. 資産運用業 
8. ベンチャーキャピタル業 
9. カストディアン業 
10. ファクタリング業 
11. 信用格付機関業 
12. リースおよび金融業 （ファイナンスリース）
13. 住宅金融業 

14. 外国為替取引仲介業 
15. クレジットカード業 
16. 両替業 
17. マイクロクレジット業 
18. ルーラル（農村）クレジット業

最低自己資本規制（外国株式）：ファンドベース
　NBFCは最低自己資本に関して以下の規定に従わなければなりません。

・ FDI出資割合が51％未満の場合は50万米ドル
・ FDI出資割合が51％以上75％未満の場合は500万米ドル
・ FDI出資割合が75％以上の場合は5,000万米ドル（ 750万米ドルは

事前に、残額は24カ月以内に払込み）

最低自己資本規制（外国株式）：ファンドベース以外
　NBFCの最低自己資本は50万米ドルと規定されています。規定の自己
資本は、即座に払い込みされなければなりません。
以下の活動がファンドベース以外の活動に分類されています。

1. 投資顧問業 
2. 金融コンサルタント業 
3. 外国為替取引仲介業 
4. 両替業 
5. 信用格付業

　ファンドベース以外のNBFCはそのほかの活動を行う子会社を設立
することができません。また、NBFCの持株会社または事業会社の株式参
加も禁止されています。

石油
石油精製以外
　以下の活動に対して、FDIは石油セクターの現行政策と規制のフレー
ムワークに従うことを条件に、自動認可ルートで100％出資が認められ
ています。

・ 石油および天然ガス探鉱
・ インフラストラクチャーに関連する石油および天然ガス製品のマー

ケティング
・ 石油および天然ガス製品のマーケティング
・ 石油製品および天然ガスパイプライン
・ 液化天然ガスの再ガス化（regassification）のインフラストラクチャー
・ 市場調査および石油セクターの構築
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石油精製
　公的部門の事業の場合はFIPBの事前承認を条件に、49％出資を限度
として認められています。民間のインド企業の場合は自動認可ルートに
て100％出資が認められています。

電力
　自動認可ルートにて、49％のFDIが認めれらています（FIIによる投資
は26％）。ただし、FIIによる投資は、二次マーケットのみに制限されて
います。非居住者は5％以上の株式を保有することはできません。

出版、メディア
・ 出版メディアニュース、時事問題に関する新聞、定期刊行物、雑誌に

ついて外国投資（FDI、NRI、PIO、FII投資含む）は、26％を上限として
FIPBによる事前承認において認められています。

・ 科学および技術関係の雑誌、専門誌、定期刊行物、雑誌の発行や印刷
は、FIPB による事前承認において100％出資が認められています。

・ 外国新聞ファックス版の発行は、インドにて発行することの提案先で
ある新聞社によって提供されていることを条件に、FIPBによる事前承
認において100％までの出資が認められています。

　上述の各分類には、情報放送省の条件に従わなければなりません。加
えて、49％までのFDIが認められている分類において、単独のインド株
主が最大株式数を保有する必要があります。

建設開発プロジェクト
　以下に対するFDIについては、自動認可ルートにて100％まで出資が
認められています。

・ 建設開発プロジェクト（住宅、商業施設、リゾート、教育施設、レクリ
エーション施設、市および地域インフラストラクチャーなどを含むが
これらに限定されない）は、以下の要件を充足する必要があります。
– 最低開発面積 開発義務
– 最低資本金（完全子会社の場合は1,000万米ドル、インドのパート

ナーとのジョイントベンチャーの場合は500万米ドル）
– 初期投資すなわちFDI出資の全額の、FDI払い込みの日、もしくは最

低資本金額達成の日いずれか遅い方の日から最低3年間のロック
イン

– それぞれのプロジェクトの各承認手続の最低50％は5年以内に完
了しなければいけません。

　建設開発プロジェクトにおいて、NRIによる投資は、上述条件の対象
とはなりません。
　SEZやホテル、病院、工業団地のうち、規定の条件を満たしているも
の、教育セクター、老人ホームについても、上述条件は適用されません。

工業団地
　規定の条件を満たしている場合、自動認可ルートにて100％までの出
資が認められています。

　「工業活動」の定義は以下のとおりです。
　製造、電力、ガスおよび水の供給、郵便および電気通信、ソフトウェア
開発、コンサルタント、データ処理、データベース事業、電子コンテンツ
配信、そのほかコンピューター関連事業、バイオテクノロジーに関する
R&D、製薬およびライフサイエンス、自然科学およびエンジニアリング、
ビジネスおよびマネージメントコンサルタント、建築、エンジニアリン
グおよびそのほか技術事業。

　さらに、建築開発事業に適用される条件は、以下に当てはまる場合は
適用されません。

・ 工業団地内に10ユニット以上の入居があり、かつ単独ユニットが割
当地域の50％を超えていない。

・ 割当地域の最低66％が工業活動に割り当てられている。

衛星—設立と運営
　FIPB の事前承認を得た場合、宇宙局インド宇宙研究機構（ISRO）の
分野別ガイドラインの遵守を条件に、74％出資を限度として認められ
ます。

民間警備業
　事前承認ルートにて、FDIは49％まで認められています。

証券取引、保管業
　外国投資はFIPBの事前承認ルートにて49％まで認められています

（FDIは26％、FIIは23％の制限あり）。また、FIIによる投資は、流通市場
で購入する場合に限られます。

製薬
　FIPBの事前承認ルートによって既存の製薬会社に対して、100％の
FDIが認められています。新規製薬会社への投資に関しては、自動認可
ルートにて100％のFDIが認められています。

電気通信業
　49％以下は自動認可ルート、49％を超える場合はFIPBの事前承認
ルートにて、100％のFDIが認められています。電気通信サービスには、
電気通信インフラストラクチャーの分類I［基礎インフラ、無線電話シス
テム、包括的アクセスサービス、包括ライセンス、国内および国際長距離
電話サービス、商業用VSAT、公共モバイルラジオサービス、グローバル
モバイルコミュニケーションサービス、すべてのタイプのISPライセン
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スサービス、ボイスメール/音声テキスト/UMS、IPCL、携帯電話ポータ
ブルサービス、インフラストラクチャープロバイダー分類I（ダークファ
イバー、回線の敷設、ダクトスペース、タワー）］が含まれます。ただし、電
気通信省により発表された、ライセンス提供者および投資家によるライ
センスとセキュリティー条件の管理サービスは除きます。

商取引業
　以下の活動に関与する企業については自動認可ルートで100％まで
認められています。

運営ガイドラインに準拠すべきキャッシュアンドキャリー取引を含む
卸売り取引
・ キャッシュアンドキャリー卸売取引とは、商品の販売、もしくは小売

業、工業、商業、各組織団体やそのほかプロフェッショナル事業、その
ほか卸売り企業あるいはは関連付属サービス事業への販売促進を言
います。

卸売取引のガイドライン
・ 卸売業による販売のうち、以下の該当顧客に販売する場合は、卸売取

引に分類されます。（政府への販売を除く）
– 販売税およびVAT登録企業、サービス税および物品税登録企業
– 取引許可保有する店舗および施設法登録企業
– 自治体および政府機関から小売業の許可や免許を持つ企業
– 法人格のある組織、登録団体、公共信託

・ グループ企業、もしくは、同グループに属する企業に卸売販売は、卸売
業全体の売り上げの25％を超えてはなりません。グループ企業の定
義は、2 社以上の企業が直接、間接問わず、以下に当てはまる場合を指
します。
– その企業の26％以上の議決権を保有している
– その企業の取締役構成メンバー50％以上を任命している

・ 販売先の会社名、保有ライセンス、登録、許可番号や販売量など、すべ
ての詳細を記録しなければなりません。

単一ブランド小売業
　単一ブランド商品の小売業は、49％以下は自動認可ルートにて、49％
を超えるものはFIPBの事前承認にて、100％のFDIが認められています。
ただし、以下の条件に従わなければなりません。

・ 単一ブランドの商品のみを販売する
・ 販売商品は、国際的に同じブランド名にて販売されている
・ 単一ブランド商品は、製造過程にてブランドが付与されてる
・ 非居住者の場合は、ブランド所有企業、あるいはインドにおいて特定

ブランド化で「単一ブランド」商品の小売業を行うことを法的な合意
書に基づいて許可されている企業でなければならず、これらの規定を

遵守する義務は、インドにて単一ブランド小売業を行うインド企業に
なります。この場合は、企業は、事前承認申請時に、ライセンス/フラン
チャイズ/サブライセンス証明書のコピーを提示する必要がありま
す。これらの書類は自動認可の場合はRBI、事前承認が必要な場合は
SIA/FIPBに提出します。

・ 51％以上のFDIを申請する場合は、販売商品の価値の少なくとも
30％はインドで調達する必要があります。特に、零細企業、中小企業

（MSMES）、農村産業、職人からの調達が推奨されます。

マルチブランド小売業
　複数ブランドの小売業は、以下の条件のもと、FIPBの事前承認にて
51％を上限にFDIが認められました。

– 果物、野菜、花、穀物、豆、家禽、水産、肉類を含む農産品は、ブランド
が付与されなくてもよいとされています。

– 外国投資家による最低資本投資額は1億米ドルです。
– バックエンドのインフラストラクチャー投資義務 – 1億米ドルの

初期投資のうち、最低50％は、3年以内に「バックエンドインフラ
ストラクチャー」に投資しなければなりません。事業の必要性に応
じて、その後のバックエンドインフラストラクチャーへの投資も可
能です。

– 製造および加工商品の調達の最低30％は、工業および機械への投資
合計が200万米ドル以下の零細企業、中小企業より調達しなければ
なりません。

– 小売業の店舗は、2011年の国勢調査にて人口が100万人以上の都
市、もしくは州政府が認めた都市に設置することができます。

– Eコマースでの小売業は認められていません。
中央政府によって上記の政策は導入されておりますが、州政府や連
邦直轄地はこの政策に従うか否を決定する権利があります。
現在、アーンドラプラデーシュ州、アッサム州、デリー、ハリヤーナ
州、ヒマーチャルプラデーシュ州、ジャンムカシミール州、カルナー
タカ州、マハーラーシュトラ州、ダマンディウ連邦、ダドラ、ナガル
ハベリ（連邦直轄地）は、複数ブランド小売業を認めています。
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参入形態
　外国企業がインドで事業開始を検討するにあたって、以下の参入形態
オプションがあります。

インド法人としての参入
完全子会社（WOS）
　外国企業は、事業活動のためにインドに完全子会社を設立することが
できます。当該子会社は、100％外国資本であっても、インド居住者およ
びインド法人として全てのインドの法規制（所得税法、外国為替管理法、
会社法を含む）が適用されます。非公開会社、公開会社には、それぞれ最
低2名、7名の株主が要求されています。

　また、企業が行う事業は、FDI政策に準じていなければなりません。

インドのパートナーとの共同出資によるジョイントベンチャー
　完全子会社設立が望ましい形態である一方で、インドのパートナーと
の戦略的提携のもとジョイントベンチャーを設立する場合もあります。
通常、同じ事業分野に従事しているか、または外国企業のインド投資計
画と有効なシナジーをもたらすパートナーを選択する傾向があります。

　また、セクターによっては、外国投資の制限によりジョイントベン
チャー形態を選択する必要がある場合もあります。

　インド企業へのFIのガイドラインに関しては、上述のとおりです。

リミティッド・ライアビリティ・パートナーシップ（LLP）
　LLPはインドにおける新しい事業形態です。永久継承権を持つ独立
した法人であるということや、パートナーシップによる組織的柔軟性
を持っているなどの利点が合わさった形態といえます。LLPには少な
くとも二人のパートナーが必要で、かつそれらのパートナーの責任は
制限されています。LLPは会社形態と比較して、規定事項が緩和されて
おり、管理しやすいとされています。さらに、LLPは通常会社に適用さ
れる減価償却引当金や配当前の利益の法定準備金の繰り入れという要
件が適用されません。（ただし、2013年の会社法によると、配当前の利
益の任意の繰り入れを任意で認めていますが、本条項は、未だ施行され
ていません。）

　LLPに関するFDI政策が公表され、LLPは外国企業のインド参入時の
オプションのひとつになりました。

　LLPに関するコンプライアンスのガイドラインは、RBIによって発表
される予定です。

外国法人としての参入
駐在員事務所（リエゾンオフィス）
　インド参入を検討している外国企業が、駐在員事務所を設置するこ
とはとても一般的です。当該事務所の活動は、市場情報の収集、インド
における潜在的な顧客への自社および自社製品の情報提供に限られて
います。

　当該事務所は「情報収集および伝達ポスト」として、外国会社とイン
ド顧客の双方向に情報を提供します。当該事務所は、RBIの規制によっ
て、インドで情報収集行為以外の事業活動に従事できないため、所得を
得ることは認められていません。

　さらに、登記局に登録し、かつ駐在員事務所のある管轄区の警察庁長
官に対しても一定の詳細の報告義務があります。

プロジェクト事務所
　特定のプロジェクトに参加する外国企業はその目的のために一時的
にプロジェクト事務所をインドで開設することができます。RBIは一定
の条件を満たす場合、外国企業に対してプロジェクト事務所開設を認め
ています。この場合、外国企業はRBIの管轄地方事務所にプロジェクト
および契約の内容を記載したレポートを提出します。さらに、プロジェ
クトオフィスのある管轄区の警察庁長官に対しても、一定の詳細の報告
義務があります。

支店
　外国で製造や販売に従事する外国企業は、インドにて、RBIの事前許
可を得て以下の目的で支店を設立することができます。

・ 製品の輸出入
・ 専門的、コンサルティングサービスの提供
・ インド企業と外国企業（親会社や海外グループ会社）間と技術、財務協

力関係を向上させる親会社が関与する調査の実行
・ インドにおける外国企業の売買エージェントとしての活動
・ ITやソフトウエア開発サービス
・ 外国企業およびグループ会社の製品に対する技術的サポート
・ 外国航空会社、船舶会社

　通常、支店は製造活動には従事することができません。しかし、一定の
条件を満たす場合、外国企業は、SEZ内において製造活動を行う支店を
開設することができます。
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　外国企業がインドに子会社を設立する場合、以下の資金拠出形態オプ
ションがあります。

出資金
　出資金は企業の株式となります。株主資本は、その株式保有者に対し
て、議決権や配当を受け取る権利、株式価値の値上がり益を享受する権
利を与えます。ただし、会社の清算を行う場合は、株式保有者は、債券保
有者やそのほか債権者、優先株式保有者の清算配当の後にのみ、会社の
資産を割り当てられる権利が与えられます。

　外国企業へのインド企業の株式の割当てに際しては、セクターごとの
FDIの出資上限規定に準拠する必要があります。

準備金の積み立て
　インド会社法では、配当を実施する場合、分配可能利益を法定準備金
に繰り入れることを要求しています。配当が払込資本の20％を超える場
合は、分配可能利益の10％を法定準備金へ繰り入れる必要があります。

　法定準備金に繰り入れた金額は、会社の事業に再投資することができ
ます。会社の清算時または利益不足の場合（一定の条件あり）に限り株
主へ分配することができます。

　（ただし、2013年の会社法によると、配当前の利益の繰り入れを任意
とすることを認めておりますが、会社法の全項が施行された後に適用さ
れる予定です。）

資本の本国送金
　出資金は、清算時または株式譲渡時に限り、本国送金が認められてい
ます。会社法上、限定付の買い戻し条件付売買も認められています。減資
も一定の条件の下で裁判所の許可を得て実行することができます。防
衛、建設、不動産開発など特定の分野では、資本の本国送金が制限される
期間が設けられています。

対外商業借入（ECB）
　金融仲介業を除くインド企業は、国際的に認められた銀行や金融機
関、資本市場、輸出信用機関、設備サプライヤー、外国提携先、外国株主か
ら借り入れを行うことが認められています。在外親会社からローンを受
ける場合、ECBの金額に応じて以下の要件を満たす必要があります。

・ 500万米ドル以下の場合―貸し手は株式を最低25％直接保有してい
ること

・ 500万米ドル超の場合―貸し手は株式を最低25％直接保有し、負債・
資本比率が4対1を超えない（借入額が外国株式資本の4倍を超えな
い）こと

　払込資本に加えて準備金（資本剰余金を含む）も在外親会社の保有株
式の計算に含まれます。

　間接的な外国株式保有者（最低51％を保有）からのECB、または共通
の親会社のグループ会社からのECBが、事前承認ルートにて認めれるよ
うになりました。ただし、ECBの金額が、貸し手による直接および間接的
に保有する外国株式の7倍を超えてはなりません。

　ECB政策では、使途について以下のように制限しています。

・ 資本財の輸入、新規プロジェクト、近代化・拡張に関するもので、下記
のような不動産部門、産業部門、インフラストラクチャー部門のプロ
ジェクトに限定

・ 一定の条件のもと、製造業、あるいはインフラストラクチャーセク
ター企業の資本財輸入にかかわるサービスの輸入、技術ノウハウ、ラ
イセンスフィーの支払い

・ インド企業による海外企業の買収
・ あらゆる局面における国営企業（PSU）株式の売り出しの買収
・ インフラストラクチャーセクターに関与する企業は建設過程におけ

る利子支払い（利子が資産計上されている場合）、一定の条件下でサ
プライヤーズクレジットを利用した資本財の輸入のためのブリッジ
ローンに、ECBを使用することが可能です。また、一定の条件下で当該
企業は、事前承認ルートにて、新規ECBによる調達金額の25％を国内
ルピー建資金調達の返済に充てることができます。

・ 自動認可ルートによる3G周波数ライセンス取得にかかる支出
・ 事前承認ルートによる最低平均満期が7年という条件で、ECBの運転

資金への使用が可能になりました。
・ 2G周波数ライセンス取得の入札者によるルピー建てローン、ブリッ

ジローン
・ インフラストラクチャーセクターおよびホテルセクター（プロジェ

クト費用の合計が、25億ルピー以上）で外国為替にて収益を得ている
企業は、一定の条件のもと、事前承認ルートにて資本出資のためのル
ピー建てローンの返済と新規ルピー建て資本出資にECBを使用する
ことが可能です。

・ インフラストラクチャープロジェクトの資金提供特化している
NBFC、つまりインフラストラクチャー金融会社（IFC）は保有するファ
ンドの75％までは自動認可ルートにて、75％を超えるものは事前承
認ルートにて、ECBを使用して資金供与（onlending）をすることがで
きます。ただし、DNBSの通達にて定められたコンプライアンスに従う
必要があります。

・ 低価格住居プロジェクトへのECBは、一定の条件のもと、事前承認ルー
トによって認められます。低価格住居プロジェクトとは、少なくとも
60％のFSI（Floor Space Index）が最大60平方メートルのカーペット
面積を持つ住居のプロジェクトで、スラム・リハビリテーション・プ

インドの資金拠出形態
オプション

第三章
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ロジェクトも一定の条件のもと同プロジェクトに含まれます。
・ ホテル、病院、ソフトウェア事業は自動認可ルートによって認められ

ます。ただしそのほかのサービスセクターの場合はRBIに許可の申請
が必要です。

・ 高速および道路の料金所における運営およびメンテナンス
・ 民間航空の運転資金（事前承認ルート）

　上記以外は、運転資金、資金投与（on-lending）、資本市場への投資、不
動産投資を目的としたECBは認められません。

ECBの量的規制
　ECBは、下記の量的規制内で認められています。

・ インフラストラクチャーおよび工業セクターへは7億5000万米ドル
まで（自動認可ルート）

・ サービス産業（IT、ホテル業、病院）へは2億米ドルまで（自動認可ルー
ト）

・ 自助グループ、マイクロクレジット、マイクロファイナンス事業（マイ
クロファイナンス事業に従事するNGOの能力開発プログラムを含む）
へは1,000万米ドルまで

　ECBは、以下の最低平均満期期間および全て込み費用の上限（all-in-
cost ceiling）を満たす必要があります。

　ECBの事前承認の条件は大きく自由化されてきました。最低平均満
期期間、およびコスト総額の上限、および使途制限の条件を満たす場合
は、事前承認の必要はありません。ただし、そのほかのECBはRBIによっ
て事前承認を得る必要があります。

　外貨支出を補うために、ECBで借入れを行うインドの企業は、実際に
使用するまで海外に資金を留保しておくことができます。5億米ドルま
での事前支払いは、最低平均満期期間を満たしいる場合に、事前の許可
なしで可能です。

優先株式
　インド企業は、優先株式を発行して外国からの投資を集めることが
できます。インド会社法においては、転換時の計算式や転換時期をあら
かじめ決める必要があります。自動認可ルートまたは政府のFIPBルー
トによって手続きが行われ、適用されるガイドラインは以下のとおり
です。

・ 転換権付優先株式は、外国資本に関するセクター別出資上限の計算上
は外国直接投資として取り扱われます。優先株への転換または償還が
任意（オプショナル）である場合は、外国直接投資の上限の計算対象外

となり、ECBの基準に従う必要があります。
・ 配当率は財務省が指定した基準（現在はSBI銀行のプライムレートに

300bpsを加えたもの）を超えてはなりません。

社債
　インド企業は、資金調達手法の一つとして社債を発行することがで
きます。社債は利率を伴い、支払利息は基本的に税務上損金算入できま
す。外国投資家に発行された強制転換社債の場合はFDIの政策に従わな
ければなりません。一方、非転換社債あるいは任意転換社債の場合は、
ECBガイドラインに従う必要があります。強制転換社債（CCB）の場合、
転換条件はあらかじめ決定されていなければなりません。

グ ロ ー バ ル 預 託 証 書（GDR）米 国 預 託 証 書（ADR）外 貨 建 転 換 社 債
（FCCB）

　GDR、ADR、FCCBを使った外国投資もFDIとして扱われます。インド
企業は、一定の制限のもと、国際市場からGDR、ADR、FCCBを利用して
資本調達することができます。

　GDR、ADRの発行については、財務省、FIPB、RBIの事前承認は必要あ
りません。ただし、発行後にFDIがセクター別出資上限や政策要件を超
える場合には、FIPBの事前許可が必要となります。

　ADR、GDRを利用した不動産や株式市場への投資は禁じられていま
すが、そのほか使用用途に制限はありません。

　7億5000万米ドルまでのFCCBの発行についても事前承認は不要で
す。上場企業のみがGDR、ADR、FCCBを利用して資本を調達することが
できます。FCCBの使途についてはECBの基準に従わなくてはなりま
せん。

外貨建て他社株転換条項付社債（FCEB）
　2007-08年度において、政府は外貨建て他社株転換条項付社債

（FCEB）の発行に関するスキームを公表しました。当該スキームの特徴
は、以下のとおりです。

・ FCEB は外貨建ての社債であり、元利の支払いは外貨建てで行われ
ます。

・ FCEBは、上場会社の発起人グループの一部である会社が発行します。
当該上場企業は、FDIの適格者でなければならず、かつ他社（offered 
company）の株式を保有している必要があります。FCEBはインド国
外の居住者が購入可能であり、社債に付与されている条項に基づき、
他社の株式に転換可能となっています。

・ 当該スキームによる投資案件は、FDI政策、ECBの要件を充足する必要
があります。FECBの調達資金の特徴は以下のとおりです。
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– プロモーターグループ企業に投資可能
– ECBの条件で規定された使途を目的としている
– インド国内の資本市場や不動産市場に投資することが認められて

いない
– 直接投資ガイドラインに準拠している場合、JVや完全子会社（WOS）

への投資も認められる
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外国為替管理規制
第四章

　外国為替取引は、1999年外国為替管理法（FEMA）によって規制され
ています。外国為替取引は当座勘定取引と資本勘定取引に区分されま
す。資本勘定取引とは、インド国外での居住者の資産または負債を変更
する取引や、インド国内での非居住者の資産または負債を変更する取引
を指し、当座勘定取引とは、そのほかの全ての取引を指します。

　ネガティブリストに該当する取引以外は、当座勘定取引にてインドル
ピーに転換することができます。

　外国資本および外国直接投資のあるインド企業は、インド法人と同等
に取り扱われます。したがって、インド法人に適用される外国為替管理
法が当該企業にも適用されます。

当座勘定取引
　インドのオフィス・支店・子会社・ジョイントべンチャーに出向して
いるインドに永住しない外国人またはインド国民は、外国の家族に対し
て給料の全額を送金することができます。さらに、適用される税金をイ
ンドにて負担することを条件に、給料の全額が外国で支払われることが
認められています。

　ただし、以下の使途における外貨の取得については、RBIの事前認可
が必要です。

・ 1名あたり年間10,000米ドル超の休暇旅行
・ 1名あたり年間5,000米ドル超の贈与 、もしくは1名あたり年間5,000

米ドル超の寄付
・ 1名かつ1回あたり25,000米ドル超の出張
・ 外国留学の対象機関による見積り、あるいは一年度あたり100,000米

ドルのうちいずれか高い金額
・ プロジェクトあたり100万米ドル超の海外調達したコンサルティン

グサービス（インフラストラクチャープロジェクトの場合1,000万米
ドル）

・ 会社設立前費用の100,000米ドルまたは出資の5％を超える払い戻
し額のうちいずれか高い金額

　以下を含む特定の送金は禁じられています。

・ 宝くじの賞金
・ レースや競馬そのほかの趣味の所得
・ 宝くじ、発禁雑誌、サッカー賭博、馬券の購入
・ インド企業の外国のジョイントべンチャーや100％子会社への出資

としての輸出コミッション
・ ルピーステートクレジットルートを利用した場合の輸出コミッショ

ン（紅茶およびタバコの輸出額10％までのコミッションを除く）

・ 電話のコールバックサービスに関連する支払い
・ 配当残高の要件が適用される企業からの配当金
・ 非居住者が特別ルピー勘定スキームにより保有するファンドの利息

収入

資本勘定取引
　資本勘定取引は、許可された範囲内でのみ行うことができます。RBI
は、資本勘定取引として、以下を定めています。

・ 居住者による海外への投資
・ 外貨による借入および貸出
・ 通貨の輸出入
・ インド国内外での不動産の譲渡または取得、またはインド居住者に対

する送金スキーム

　FEMAにより、居住者は当座勘定取引または資本勘定取引、または両
取引について、LRSス キームおよび当座勘定取引による特定の条件を
満たす場合、年間（4月から3月）75,000米ドルまで送金することがで
きます。ただし、LRSスキームでは、直接または間接的な、インド国外で
の不動産の取得は認められていません。

　上記に加えて、 RBIは、適格居住者（個人）がインド国外の真正な事業
活動を目的としたジョイントベンチャーまたは子会社（実態のある事業
体）の取得および設立についてLRS枠を利用して75,000米ドルの制限
内で送金することを認めています。

　また、ジョイントベンチャーの海外投資に関して、インド企業の純資
産（直近の貸借対照表監査日時点）の100％が財務上のコミットメント
の上限となりました。当該上限を超える場合はRBIの事前の承認が必要
となります。

　FEMAにて認可されていない取引および外国為替または外国契約先
に対する証拠金または証拠金請求の送金に該当する取引は同スキーム
では許可されていません。
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資本の本国送金
　インドに投資された外国資本は、投資が本国送金ベースである限り、
価値の増加分も含めて関連税金を納付後、本国へ送金することができ
ます。

インド国内での不動産取得
　原則として、相続、5年以内のリース物件の取得、および外国企業のイ
ンドの支店、事務所、子会社の事業に必要となる場合を除き、外国人によ
る不動産取得は認められていません。NRIやPIOは、農業用土地、植林地、
農場内家屋を除き、不動産を取得することができます。

ロイヤリティとノウハウ
　インド企業は、商標および技術ロイヤリティの支払いについて制限
を受けることなく自動認可ルートで当該支払いを実行することができ
ます。

配当
　配当は、配当分配税を納付後自由に送金することができます。要件を
満たす場合、RBIの許可は必要ありません。

支店/プロジェクト事務所からの送金
　外国企業のインド支店（銀行を除く）から国外の本社への利益送金に
関して事前許可は不要です。ただし、支店および駐在員事務所の清算に
伴う送金には、承認取引者（authorised dealer）の許可が必要です。プロ
ジェクト事務所の閉鎖に伴う送金は、要件をみたす場合、自動認可ルー
トにて実行できます。
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法人税率
　インドの法人税率は以下のとおりです。

配当分配税（DDT）
　インド法人が配当を分配する場合、または配当を支払うことを決議し
た場合には15％のDDT（加えて5％の付加税と2％の教育税、および1％
の二次高等教育税）が課されます。配当支払決議、配当分配、または実際
の配当支払のいずれか最も早い時点でDDTの納付義務が生じます。ま
た、DDTは業務上の利益に課される法人所得税に加えて課されます。特
別経済区域（SEZ）の開発業者、およびSEZの事業部門についても2011
年6月1日から15％のDDT（加えて5％の付加税と2％の教育税、およ
び1％の二次高等教育税）が課されることとなりました。持株会社がそ
の株主に支払う配当に関しては、当該持株会社のインド子会社、または
外国子会社から支払われた配当でその子会社などにおいて既にDDTが
課されている場合は、子会社などで支払われた額を限度として、持株会
社のDDTが減免されます。ただし、この恩典は当該持株会社自身が別の
会社の子会社である場合には適用されません。

自己株取得に対する課税
　非上場企業がその株主から自己株式を取得する場合には追加的な課
税がなされます。自己株式を取得する会社は、自己株式取得のために支
払われた対価と当該自己株式の発行時の価格との差額の20％を納付す
る必要があります。自己株式を譲渡した側においては、その譲渡対価は
非課税とされます。かかる20％の税金は自己株式を取得する会社、また
はその株主において税額控除の対象とはなりません。

最低代替税（MAT）
　税金を納付しない企業への課税を可能とするため、通常の課税所得法
人税額が会計上の利益の18.5％未満である場合には、MAT18.5％（付加
税および教育目的税が加算される）が課されます。SEZの開発業者、事
業部門についても、2011-12年度よりMATの対象になります。

　MATの実効税率は現状以下のとおりです。

　納付したMATは所得税法に基づき、10年間繰り越して、将来の法人
税から控除することができます。

会社以外に対するMATの適用拡大
　会社にのみ適用されているMATは、代替最低税（AMT）という形態で
2011-12年度よりLLPにも適用されることになりました。2012-13年
度よりAMTはそのほかの納税者についても適用されます。AMTは調
整後の帳簿上利益ではなく、会社の場合とは異なり、調整後総所得に対
して18.5％で課されます。LLPおよびそのほかの納税者に対するAMT
の控除は、会社と同様に、10年間有効です。個人、ヒンズー非分割家族

（HUF）、団体、組合などの場合には、調整後総所得が2百万ルピーを超え
ない場合にはAMTは課税されません。

キャピタルゲイン

1. 短期資本資産とは、保有期間が36カ月を超えないものです（株式、上
場証券、ミューチュアルファンド持分、ゼロクーポン債の場合は12
カ月を超えないもの）。 

2. 居住者は、長期資本資産（社債以外）の取得原価および価値向上につ
いて物価補正が認められています。ただし、非居住者には、インド企
業の株式や社債の外貨で取得した長期資本資産について物価補正の
メリットがありません。STTの対象とならない株式やファンドの出
資持分は、物価補正のメリットなしに10％（付加税および教育目的
税が加算される）の課税がなされることがあります。

インドの直接税制
第五章

法人 税率

内国法人
30％

（加えて付加税と教育目的税が課される）

外国法人
40％

（加えて付加税と教育目的税が課される）

項目 税率*

居住者 非居住者

a.短期資本資産 1
（下記 bを除く）

通常の法人税率 /
個人所得税率

通常の法人税率 /
個人所得税率

b.証券取引税（STT）の
対象となる短期資本資産
—上場株式や出資持分

15% 15% 

c.証券取引税（STT）の
対象となる長期資本資産
—上場株式や出資持分

免除 免除

d.長期資本資産
—上場証券（上記 cを除く） 10% 10% 

e.そのほかの長期資本資産 2 20% 20% 

f.長期保有非上場証券
（非居住者または外国法人） —

10％（物価スライド
補正や為替変動補正
はない）

法人 課税所得が 1,000万ルピーを
超える場合 その他の場合

内国法人 18.5％ 18.5% 

外国法人 18.5% 18.5% 

*付加税および教育目的税が加算されます。

*付加税および教育目的税が加算されます。
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総所得の算定—原則
・非居住者については、居住地国とインドの間で締結されている租税条

約が許容する限りにおいて、インドで稼得または発生した全所得が課
税対象となります。

・ 課税所得は会計年度（4月1日から3月31日）の期間を対象として算
定されます。

・ 課税所得は「総所得」と称され、帳簿上の利益に特定の損金不算入項目
（資産売却損やそのほかの費用など）を加算して算定されます。

減価償却
　課税所得の算定上、減価償却は下表の法定償却率を利用して計算さ
れます。新規に取得した資産については、当該資産を取得年度において
180日以上使用に供した場合に、通年の減価償却が認められています。
　180日未満であれば、法定償却率の50％で計算します。

　さらに、2005年3月31日以降に取得および設置された工場設備機械
について、製品の製造または電力発電または配電に従事する企業は取得
および設置された年度に20％の償却を適用することができます。

　電力発電または配電事業に従事する企業は、上表の償却率適用のほ
かに、1962年所得税法に規定されている定額法の税率（1.95％から
33.40％）を適用することも認められています。

投資控除
　製造業に従事する企業に対しては投資控除（所得控除）が認められま
す。2013-14年度、および2014-15年度に取得、および設置された新規
の工場・機械設備に対する投資が所得控除の対象となります。投資金額
の15％の所得控除が認められますが、そのためには上記2年度の合計
投資金額が10億ルピーを超える必要があります。また、取得された資産
は5年以上保有する必要があり、5年を経過する前に当該資産が売却さ
れた場合には、その売却の年に過去の所得控除が取り消されることとさ
れ、売却年度の課税所得に加算調整することとなります。

工場建物 10% 

家具備品 10%

工場設備機械（一般） 15% 

コンピュータ（ソフトウエア含む） 60% 

自動車（業務用のレンタカーを除く） 15% 

無形資産（ノウハウ、特許、著作権、商標件、ライセンス、フランチャイズな
どの商業上の権利） 25% 

風力発電 15%

省エネルギー設備、汚染処理設備のような特定の優先設備に対してはよ
り高い償却率が認められています。
電力発電または配電事業に従事する企業は、上表の償却率適用のほかに、
1962年所得税法に規定されている定額法の税率（1.95％から33.40％）を
適用することも認められています。

　新規の工場・機械設備に対する投資には、インド国内、国外を問わず
以前に使用されたことがあるもの、事務所や住居設備、または宿泊施設
に設置されたもの、各種事務機器（コンピュータ、ソフトウェアを含む）、
車両、船舶および航空機は含まれません。

外国法人が所有するノウハウの対価に対する課税
　国内税法上、インドに恒久的施設を持つ非居住者へのロイヤリティー
や技術使用料の支払いは、純額ベースで課税されます。一方、インドに恒
久的施設を持たない非居住者への同様の支払いは総額ベースで課税さ
れます。以下の税率が適用されます。

　2013年4月1日以降、ロイヤリティーや技術使用料に対して25％（付
加税および教育税が加算されます）の税率で課されますが、適用可能な
租税条約においてそれより低い税率に制限されている場合には、租税条
約上の恩典税率が適用されることとなります。

海外グループ会社から受け取った配当金に対する課税
　2011-12年度より、インド企業が受け取った特定海外企業からの配当
金には、15％の軽減税率が課されていましたが、これが2013-14年度に
も延長されることとなりました。ただし、配当所得の計算にあたっては、
いかなる費用も控除対象となりません。「特定海外企業」とは、インドの
会社が額面価値で26％以上株式を保有している外国企業を指します。

租税条約
　納税者に有利である場合には、租税条約の規定が国内所得税法の規定
に優先して適用されます。現状、インドは89か国と租税条約を締結して
います。

インドがさまざまな国と締結している個々の租税条約の下で適用される
こととなる軽減税率については、添付資料2をご参照下さい。

　租税条約を締結する二国間相互の経済、貿易、投資を促進するため、イ
ンド所得税法および相手国の税法において同一所得について課税がな
される場合、二重課税を排除する方法として、外国税額控除方式が採用
されています。

税務情報交換協定（Tax Information Exchange Agreement）
　2011年以降、インドは14の税務情報交換協定を締結しました。具体
的には、アルゼンチン、バハマ、バハレーン、バミューダ、英領ヴァージン
諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル、ガーンジー島、マン島、ジャージー
島、リベリア、リヒテンシュタイン（未発効）、マカオ（中国）、モナコ公国
です。同協定は銀行情報、所有者情報を含む税務に係る情報の交換を通
じて国際的な協力体制の促進を目的としていますが、交換の対象となる
情報の内容は、個々の協定の取り決めによって異なります。加えて、その
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ほかの27の租税条約は税務情報交換協定の運用規定に類似した標準的
な情報交換条項を含んでいます。このような租税条約をインドと締結し
ている国や地域は以下のとおりです。オーストラリア（未発効）、台湾、
コロンビア（未発効）、エストニア、エチオピア、グルジア、インドネシア

（未発効）、リトアニア、マレーシア、マルタ共和国（未発効）、メキシコ、
モザンビーク、ミャンマー、ネパール、オランダ、ノルウェー、ポーランド

（未発効）、シンガポール、スペイン（未発効）、スウェーデン（未発効）、ス
イス、タジキスタン、タンザニア、アラブ首長国連邦、イギリス（未発効）、
ウルグアイ（未発効）、ウズベキスタン（未発効）です。

指定地域居住者との取引
　インドとの情報交換に同意していない地域の居住者との取引に関し
て、2011年6月より反租税回避措置が導入されました。同措置におい
て、インド政府は情報交換に同意していない国や地域を「指定管轄地域」
に指定することができます。いかなる納税者と指定管轄地域居住者との
取引は、関連者取引と看做され、移転価格規制の対象になります。また、
当該取引には以下のような制限があります。

・ 所得税統括当局の金融機関から関係情報の取得が認可されない限り、
いかなる金融機関への支払いも控除の対象とならない。

・ 納税者が指定の書類を保持、あるいは税務当局に対して指定の情報を
提供しない限りいかなる費用や手当ても控除の対象とならない。

・ 指定管轄地域居住者から受領した資金は、納税者がそれらの資金の出
所を説明できない限り、課税対象となる。

・ 指定管轄地域居住者への支払いは、高い税率での源泉課税の対象と
なる。

事前裁定
　所得税法上の紛争防止のために、非居住者は事前裁定局（AAR）に、計
画中ならびに実行済み取引における税務問題について事前に照会する
ことができます。

　また、居住者は、非居住者が実行した、または計画している取引に関し
て、非居住者に課される税金について事前裁定を請求できます。

　さらに、特定の通知を受けている居住者は、AARに対して総所得の算
定上の問題に関して、事前裁定を請求することができます。

　事前裁定を受けた場合、対象となる取引に関して、申請者は当該裁定
に拘束される一方、取引における事実関係や関連する法令に変更がなけ
れば税務当局もこれに従うこととなります。

租税回避行為包括否認規定（GAAR）
　GAARに関する規定は、2012年の連邦予算で提案されました。GAAR
規定に対するさらにな意見・異議を受けて、ショーメ博士を議長とする
有識者委員会が設立され、2013年の連邦予算では当該委員会の提言を
最大限反映する形で、GAAR関連の規定は2016年4月1日から発効す
ることとされました。したがって、GAAR関連の規定は2015-16年度か
ら適用されることになります。GAAR規定により、税務当局には、ある取
引を「認容できない租税回避行為」として否認する権限が与えられます。
認容できない租税回避行為として否認された場合には、インド所得税法
または租税条約において税務上の便益の享受することができません。
GAAR規定はある取引の一部、または全部におけるいずれのステップに
対しても行使され得るため、ある取引、またはステップが認容できない
租税回避行為として否認される可能性があります。GAAR規定が適用さ
れる対象は、取引、またはステップの主な目的が租税回避にあるものに
限られますので、以下のような場合、または対象にはGAAR規定の適用
はないと考えられます。

・ 取引の参加者全員に対する税務上の便益の合計額が一課税事業年度
で30百万ルピーを超えない場合

・ インド証券取引委員会に登録済の外国機関投資家であって租税条約
上の恩典を利用しない場合、および外国機関投資家に対する非居住者
からの投資

・ 2010年8月30日以前に行われた投資資産を2015年4月1日以降に
譲渡することで生じる所得

ロイヤリティの支払い
　ロイヤリティとは、特定の資産や情報に関する権利の移転に関して収
受した、または収受する対価と定義されています。しかしながら、ロイヤ
リティの意味、性質、範囲および課税対象について、以下のような不明確
な部分がありました。

・ コンピュータソフトウェアの使用に関する対価はロイヤリティか
・ 権利、資産または情報が直接ロイヤリティの支払者により使用されて

いなければいけないか、それらはインドに所在していなければいけな
いか、その管理または所有はロイヤリティの支払者によりなされなけ
ればならないか

・プロセスの意味、など

　上記の不明確な部分を排除するため、インド税法においてロイヤリ
ティの意味が定義づけられ、1976 年 6 月 1 日に遡及して修正されま
した。

　ソフトウェア使用または使用の権利に関する対価は「ロイヤリティ」
であると明確にされました。また、権利、資産または情報に関する権利の
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移転には、ソフトウェアの所有権が移転の際に使用される媒体に関係な
くソフトウェアの使用または使用に関する権利の移転（ライセンス供与
を含む）が含まれるとされました。
　ロイヤリティには以下に該当するか否かにかかわらず、全ての権利、
資産または情報に対する対価を含むことが明確化されました。

・ 権利、資産または情報の所有または管理がロイヤリティの支払者によ
りなされていること

・ 権利、資産または情報が直接ロイヤリティの支払者により使用されて
いること

・権利、資産または情報がインドに所在していること

　さらに、「プロセス」には、当該過程が機密であるか否かにかかわらず、
衛星（アップリンク、増幅、信号のダウンリンクのための変換を含む）、
ケーブル、光ファイバーによる通信、またはそのほかの類似の技術によ
る通信も含まれることが明らかになりました。

居住者証明 （TRC）
　租税条約による税務上の便益を享受するためには、非居住者は居住地
国の政府から居住者証明を取得する必要があります。インド政府は、以
前は居住者証明に記載されるべき項目を事前に指定していましたが、事
前に指定された項目について記載のある居住者証明を取得しなければ
ならないという規定は2012-13年度以降、削除されました。必要な項目
については、居住者証明とは別に疎明資料とともに提出すればよいこと
になっています。2013年の連邦予算において、租税条約の相手国の居住
者によって発行された居住者証明は、居住を証する資料とともに提出す
れば受理されることとなりました。

租税条約または国内税法により定義されていない用語の意義
　租税条約で使用されている用語について、租税条約または国内税法に
より定義されておらず、その意義が中央政府から発行される通知より決
定され、当該通知が効力を生じている場合には、当該用語の意義は租税
条約が発効された日に遡及して租税条約上適用されます。

インド国外に資産を所有する個人に関する申告
　所得税申告書を提出する必要のない居住者であっても、その居住者が
インド国外に株式や預金などの資産を所有する場合には、所定の日まで
に申告書を提出する義務が課せられる予定です。

富裕税
　富裕税は毎年3月31日（「評価日」）時点の純財産に対して課税されま
す。富裕税は個人および法人に対して、純財産が3百万ルピーを超える
場合に、1％課税されます。「純財産」とは、一般的に、特定の資産が関連
する債務を超過する額のことを表します。

　資産には、ゲストハウス、住宅、自動車、金銀そのほかの宝飾、ヨット、
ボート、飛行機、市街の土地と現金が含まれます。債務は「純財産」に含
まれる資産に関連する支払い義務を指します。

新直接税法（DTC）
　2010年8月30日に、政府は直接税法を公表しました。当該税法は
2009年8月に公表された草案、2010年6月に公表された修正ディス
カッションペーパーに基づくもので、委員による提案やコメントが追加
されました。先頃、直接税法に係る修正案が2013年8月の雨季議会に提
出される見込みであるとの発表が財務大臣よりなされました。

＊詳細は添付資料3参照

贈与税
　インドには贈与税負担がありません。対価なしに合計50,000ルピー
を超える金額、収入印紙額が50,000ルピーを超える不動産、あるいは適
正市場価格が50,000ルピーを超える不動産を受領した場合は、「そのほ
かの所得」として課税対象となります。ただし、以下の場合は課税の対象
外となります。

・ 親戚（配偶者、兄弟、配偶者の兄弟、直系尊属、直系卑属）からの受領
・ 結婚の際の受領
・ 遺言または相続による受領
・ 贈与者の死亡による受領

優遇税制
特別経済区域（SEZ）
　政府は、2000年に輸出企業に対して国際的競争力を伴う円滑な環境
を提供する目的で、SEZ政策を導入しました。2005年のSEZ法および
関連規則は、SEZ開発およびSEZ内の企業に関する全ての重要な法規制
の枠組を提供しています。

　SEZとは、認められた活動に関してはインド国外とみなされ、関税免
除を受けることができる場所を指します。

　SEZ開発業者は、SEZ開発業からの所得と利益に関して、政府がSEZ
と認定した年から15年間のうち連続する10年間について、100％の
免税期間が認められています。2011年6月以降、DDTの免除は廃止さ
れました。また、2011-12年度より、MATの免除も廃止されました。た
だし、SEZ開発業者の支出については、関税、物品税、中央売上税などが
免除となります。
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・ 2010年4月1日以降に開始された、スラム街開発および復興のための
住宅開発プロジェクト

・ 2011年4月1日以降に開始された、中央政府、あるいは州政府の計画
事業に沿った住宅開発プロジェクト

・ 2011年4月1日以降に開始された新工場またはあるいは既存工場の
新設備での肥料生産

・ 2012年4月1日以降に設立または運営を開始した1962年関税法上
の通達または承認を受けた国内の貯蔵庫またはコンテナ輸送ステー
ション

・ 2012年4月1日以降に開始した養蜂または蜂蜜または蜜蝋の製造
・ 2012年4月1日以降に設立または運営を開始した砂糖保管の倉庫事業

　SEZに拠点を置く企業に対しては、商品およびサービスの輸出に起因
する利益に対して、最初の5年間は100％、次の10年間（最後の5年間
は追加条件あり）は50％の免税期間が設けられています。当該免税期
間は、SEZ企業が製造・生産またはサービスの提供を開始した年度から
始まります。

（＊詳細は添付資料1参照）

工業団地の設立、および特定の州での事業
　北東部州の工業団地で開始された事業は、一定の条件を満たすこと
を前提に、所得税の免税、および中央付加価値税の免税を受けることが
できます。

特定事業への投資に関する優遇措置
　以下の特定事業には、あらゆる資本投資（土地、のれん、金融商品を除
く）の支出に対して100％控除の税制上の優遇措置があります。

・ 2009年4月1日以降に設立、運営を開始したコールドチェーン事業
・ 2009年4月1日以降に設立、運営を開始した農作物保管のための倉庫

事業
・ 2007年4月1日以降に敷設、運営を開始した天然ガス、原油、石油パイ

プライン事業（パイプラインネットワークを繋ぐ貯蔵庫事業を含む）
・ 2010年4月1日以降にインド国内に建設、運営を開始した二つ星以上

のホテル事業
・ 2010年4月1日以降に設立、運営を開始した、100床以上の患者用ベッ

ドを収容する病院

州 優遇税制 有効期間 適格企業

北東部の州
（シッキム州含む）

・100％の所得税免除
・条件を満たす場合、10年間の優遇税率適用、

付加価値税、関税（現金支払い）の返金
10年

（a）適格製品の製造を開始する企業
（b）大幅な事業拡大をする企業
（c）2007年4月1日から2017年3月31日までに規定された事業を

行う企業
・税金の還付により投資を25％超増加させ、著しく事業を拡大させた

新規事業または4月1日以前に存在する企業
・2007年 4月 1日から2017年 3月31日までに製造を開始した

または開始する企業
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　コールドチェーン事業、農作物のための倉庫事業、100床以上病院、住
宅開発プロジェクト、および肥料事業といった特定事業に対する2012
年4月1日以降の資本投資の支出に対しては、150％控除が認められて
います。

そのほかの事業に関する免税期間
食品加工会社
　2001年4月1日以降に開始した果物や野菜の加工、保存、包装や穀物
の貯蔵・輸送に従事する企業は、最初の5年間の利益に対して100％所
得税が免除されます。また次の5年間は、30％（法人でない場合は25％）
の控除が認められます。

　さらに、当該免除期間は、2009年4月1月以前に、食肉製品、水産製品、
乳製品の加工、保存、包装の事業を開始した企業にも適用されることに
なりました。

科学研究開発
　一定の条件を満たす場合、自社内のR&D設備を持つバイオテクノロ
ジー企業や製造業（特定品目の製造は除く）に従事する企業内で発生し
た科学研究開発費の2倍の額を加重控除することが認められています。

　現時点では、当該税額控除は、2016-17年度まで適用可能とされてい
ます。

　さらに、2011-12年度より、国立研究所、国立大学、国立工科大学、そ
のほか政府により認可された科学研究プログラムの発生費用の加重控
除額も、以前の175％から200％に引き上げられました。

　国内企業に対して支払った科学研究開発費用について、その国内企
業が以下の要件に該当する場合には125％の加重控除が認められてい
ます。

・ 科学研究開発が当該国内企業の主な事業である場合
・ 関係当局から事前の認可を受けている場合
・ そのほか所定の要件を満たしている場合
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インドの個人所得税
第六章

　インドにおいて働く外国人のみに対しての個別の税体制はありませ
ん。個人所得税は課税年度（インドの課税年度は4月1日から翌年3月
31日まで）の居住ステータスに基づいて決定されます。居住ステータス
は実際にインドに滞在した日数によって区分されています。

　国内法によって、以下のいずれかをみたす場合に居住者とみなされ
ます。

・ 課税年度において182日以上滞在している（182日ルール）
・ 課税年度において60日以上滞在しており、かつ過去4年間の滞在期

間が365日以上である（60日ルール）

　ただし、インド国民がインド国外で就労するためにインドを離れる、
またはインド国外のインド国民やインド生まれ（PIO）の人がインドを
訪問する場合には182日ルールのみが適用されます。

　上記の条件のいずれも満たさない場合には非居住者（NR）となります。

　居住者とみなされ、かつ以下のいずれかを満たす場合には、非通常の
居住者（RNOR）とみなされます。

・ 過去10年のうち9年はインドにおける非居住者であった
・ 過去7年間のインドでの滞在が729日以下である

　上記の条件を満たさない場合は通常の居住者（ROR）とみなされます。

　インドにおける滞在日数決定に当たっては、入国日および出国日が考
慮されます。

　外国人がインドおよび母国の両方において税務上の居住者とみなさ
れた場合、租税条約により居住者ステータスが決定されます。

課税範囲
　居住ステータスによる課税範囲は以下のとおりです。

・ ROR：課税年度における世界所得
・ RNOR：インドにて受領した所得、インドで発生した所得、インドから

コントロールされているビジネスから発生した所得、またはインドに
おける専門的職業からの所得

・ NR：インドにて受領した所得またはインドで発生した所得

給与所得への課税
　インドにて提供されたサービスの対価である給与所得は、所得を受領
する場所にかかわらずインドにて課税されます。課税所得には雇用地

（Office of employment）で発生した現金および現物で受領したすべて
の対価を含みます。雇用主が給与だけを提供するとは限りません。給与、
手数料、ボーナス、コミッションのほかに、主な報酬としては手当て、個
人負担費の支払い、教育費、ベネフィットがあります。当該報酬は従業員
に直接支払われたか否かにかかわらず、所得に含まれます。

　雇用主から提供された住宅手当は通常、給与の15％もしくは実際の
家賃のいずれか低いほうに課税されます。ホテルでの宿泊は、給与の
24％もしくは実際の金額のいずれか低いほうに課税され、食費および
洗濯費は全額課税対象となります。直接または間接的に現在または以前
の雇用主から無償もしくは特別価格で割り当てられた特定の証券や貢
献に対して支払われる株式（Sweat equity）、および雇用主による認定さ
れた年金基金口座への拠出は100,000ルピーを超えた場合に、特典と
して従業員に課税されます。雇用主から提供される自動車および運転手
についてもベネフィットとして優遇税率にて課税対象となります。

　インドにおける従業員給与では状況により問題点が異なり、また当局
の見解もさまざまです。したがって、税負担およびリスクを軽減するた
めにも給与パッケージ全体について専門的なアドバイスを受けること
が重要です。

源泉税
　給与所得に対して雇用主は源泉徴収をする必要があります。また給与
が支払われた月の最終日から7日以内に報告します。ただし、3月分のみ
は4月30日に支払われます。源泉税は雇用主がインドの居住者でなく
ても適用されます。

租税条約
　納税者がほかの国で居住者となっている場合、当該納税者は租税条
約によってインドでの税金が軽減されることがあります。租税条約で
は、どちらの国において納税者が税務上の居住者とみなされるかを複
数の方法によって評価しています。ほとんどの租税条約では、ほかの国
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の居住者のインド滞在が課税年度において183日未満であり、そのほ
かの条件を満たす場合、インドにおける給与所得の課税を免除してい
ます（短期滞在免除）。租税条約が締結されていない国の個人について
は、国内法によって短期滞在免除が適用されます。その場合、インドに
おける滞在が90日を超えておらず、そのほかの条件を満たしている必
要があります。

個人所得税率
　インドにおける個人所得税は累進課税の形態をとっており、2013-14
年度の税率は以下のとおりです。

　高齢者（60歳以上）は、250,000ルピーまでの所得について所得税を
支払う必要がありません。超高齢者（80歳以上）は500,000ルピーまで
所得税が免除されます。

　所得が200,000ルピーから500,000ルピーの個人は2,000ルピーま
で税額控除が受けられます。

　また、、1,000万ルピー超の所得がある個人については10％のサー
チャージが課されます。さらに、上記に加えて、教育目的税3％および付
加税（該当する場合）が課されます。

税務登録
　個人は納税者番号（PAN）を取得する必要があります。PANは税務申
告および源泉徴収の書類などに必要となります。

課税所得（ルピー） 控除額（ルピー） 税率

0 — 200,000 — 0%

200,001— 500,000 — 10%

500,001— 1,000,000 30,000 20%

1,000,001— 130,000 30%

確定申告
　各年度末に、規定されたフォームに基づいて確定申告を行います。確
定申告の締め切りは7月31日です。提出期限が遅れた確定申告は対象
課税年度から1年以内であれば提出することができます。所得の合計が
500,000ルピーを超える場合、通常の居住者で外国資産を保有している
場合、もしくは、インド国外の口座を有している場合には、電子申告が義
務づけられています。

その他
ビザ
　インドに入国する外国人はビザを取得する必要があります。ビザは各
国インド領事館または高等弁務官事務所で訪問の目的および滞在期間
に応じて発行されます。外国人は雇用ビザなしでインドにて就労するこ
とができません。雇用ビザは高度なスキルを有している、もしくは専門
職の雇用について、規定の所得を超える場合に発行されます。当該ビザ
の期間は通常1年から2年です。ビザはインドにて延長されます。ビジ
ネスミーティングやジョイントベンチャーの設立を目的に訪問する外
国人はビジネスビザを取得します。ビジネスビザはインド国内にて雇用
ビザに変更することができません。

外国人登録
　雇用ビザを保有する外国人またはインドに180日を超えて滞在する
外国人は到着後14日以内に外国人登録局（FRRO）に登録する必要があ
ります。FRROに規定の書類を提出後、在留資格を得ることができます。

インド国外での給与支払
　現行の外国為替管理法では、給与における税金がインドで支払われて
いることを条件に、インドのオフィス、支店、もしくは子会社に出向して
いる外国企業の従業員がインド国外に外貨で銀行口座を保有し、給与の
全額をインド国外で受領することを認めています。
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社会保障（積立基金）
　政府は、2008年10月にインド国内の企業で働く外国人従業員に対し
て、強制的な社会保障規制を導入しました。ただし、従業員がインドと社
会保障協定が締結されている国から派遣されており、かつ母国で市民ま
たは居住者のいずれかとして社会保障制度に拠出しており、当該協定に
定められた期間および条件で一時派遣労働者の地位を享受している場
合、除外被労働者としてインドの社会保障制度から免除されます。

・ 母国にて市民または居住者として社会保障制度に拠出している、お
よび

・ 社会保障協定にて定められた期間において「一時派遣労働者」の地位
を享受している

　同様に、インドが2008年10月1日以前に包括的経済連携協定を締結
した国からの国際労働者はインドの社会保障制度から免除されます。

・ 母国にて市民または居住者として社会保障制度に拠出している、お
よび

・ 協定にて相手国の自然人によるインドへの社会保障制度への拠出免
除が明示されている

　インドはこれまでに、17カ国と社会保障協定を締結しました。しかし
ながら、実際に運用されているのは、ベルギー、ドイツ、スイス、ルクセン
ブルク、オランダ、デンマーク、韓国、フランスおよびハンガリーとの間
で締結した社会保障協定のみです。

　従業員はそれぞれ給与（主に基本給、補填手当て、残留手当てからな
る。賞与、住宅手当などは除く）の12％を従業員積立基金（Employee’ s 
Provident Fund）に拠出します。雇用主は同額（給与の12％）を拠出し、
従業員分および給与の約1.1％の管理費と併せて翌月20日までに預託
します。雇用主負担の12％のうち、給与の8.33％が、従業員年金基金に
配分されます。

　積立基金の累積残高は、以下の場合に返金可能です。

・ 被雇用者が退職した場合もしくは 58 歳に達した場合のいずれか遅
い方

・ 身体的もしくは精神的な恒久的障害により退職した場合（医師の証明
が必要）

・ 規定にある特定の疾患による場合
・ 社会保障協定を締結する国からの労働者が退職（離任）した場合

　社会保障協定がある場合は、当該協定に基づいて返金されます。一方、
社会保障協定がない場合は、10年以上の積立期間後に、返金可能となり
ます。

　インドでサービスを提供するために外国企業から出向する外国人は、
適切な出向形態のストラクチャーを検討することが大切です。重要な検
討事項は以下のとおりです。

・ 給与支払いの場所
・ インド国外で支払われる場合、インド会社への支払い方法
・ 外国為替管理法
・ 法人税（恒久的施設のリスク）
・ 源泉税
・ 移転価格税制
・ サービス税
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インドの間接税制
第七章

関税
　関税は輸入品または輸出品に対して中央政府より課税されます。適用
税率は1975年関税法（CTA）による分類にしたがって決定されます。輸
出品に関しては、一部の限られた製品に対してのみ関税が課されます。

　関税は、国際税関機構による関税品目国際統一商品分類システム
（HSN）と、それに基づく6桁のコード分類に則しています。

　関税は輸入品または輸出品の取引価格に対して課税されます。インド
における取引価格の評価方法は基本的にWTOのそれと一致しています
が、中央政府は独自の評価方法を公表しています。

　インドには統一された関税体系が存在せず、関税率は、さまざまな要
素により構成されています。関税の種類は以下のとおりです。

・ 基本関税（BCD）― CTAの別表第一で公表された実効税率で課される
関税の基本構成要素であり、物品の輸入仕入価格（CIFに荷揚料1％を
加算したもの）に対して適用されます。
BCDは、現在、農産物およびそのほかの指定された物品を除いて、最大
10％に設定されています。ただし、インド中央政府は、特定の製品につ
いて関税の一部または全部を免除する権限を持っています。さらに、
二国間または多国間貿易協定によって、関税の優遇や免除が適用され
ることがあります。

・ 相殺関税（CVD）―インドで類似品目を製造した場合に課される物品
税と同等のものとして課されます。CVDは荷揚げ時の評価額に対応
する基本関税に基づいて計算されます。ただし、特定の小売目的の一
般消費財は、商品に記載されている特別減額後の最高小売価格（MRP）
に基づき計算されます。物品税が現状12％であることから、CVDも同
率の12％とされています。

・ 教育税2％、二次高等教育税1％が関税の合計額に加算されます。
・ 上記に追加して、一部の例外を除き、特別追加関税（ADC）4％が課され

ます。ADCは輸入品の査定価格と関税の総額（BCDとCVD、および教
育税、二次高等教育税）に課されます。

　BCDおよび教育税ならびに二次高等教育税は、輸入取引の原価に含ま
れ、輸入取引においてはコストとなります。一定の条件を満たすことを
前提に、そのほかの関税については控除または還付が可能です。物品が
製造目的で輸入されている場合、インドの製造業者は輸入時に支払った
CVDおよびADCについて、販売時の物品税から控除することができます。
役務の提供者も役務提供時のサービス税からCVDの控除をとることが
できます。中央政府は、一定の条件の下で、インド国内での小売販売目的
で輸入された特定の品目についてはADCを免除しています。同様に、中
央政府はインド国内での取引を目的として輸入された物品が通達など
における要件を満たす場合、支払われたADCついて還付を認めています。

中央付加価値税（物品税）
　中央付加価値税（CENVAT）は、一般に物品税と言われ、インド国内で
生産される製品に対して中央政府によって課税されます。

　CENVATは、HSN分類を基礎とする物品税率表を基に物品税と整合
する形で採用された税率で課税されます。例えば、非石油化学製品に対
する物品税の標準税率は12％で、これに加えて教育税2％と二次高等
教育税1％が物品税合計額に適用されるため、実効税率は12.36％とな
ります。

　ほとんどの小売目的の一般消費財に対する物品税は、商品に印刷され
ているMRPに基づいて計算されます。ただし、MRPの15％から55％の
範囲において物品税の課税標準について減額が許容されることがあり
ます。MRPによる査定の対象とならない商品は、一般的に、独立のバイ
ヤーに販売した取引価格に基づいて物品税が課されます。また、中央政
府は、商品の価格に応じて課税を行うため、その課税標準を決定する権
限を有しています。

　物品税は純粋な付加価値税として運用され、納税額を計算するにあ
たっては仮受物品税の額からの仮払物品税の控除が認められています。
物品・資本財に課された物品税それ自体だけでなく、輸入品に課された
CVD、ADC、および役務提供に際して課されたサービス税についても、
CENVAT控除規則に規定される一定の例外を除いて、仮払控除をとるこ
とが可能です。

　物品税は一定の製品、産業および地域において免除されているため、
インドで製造業を営む者には非常に魅力的な事業機会が提供されてい
ると言えます。

サービス税
　サービス税は1994年に初めてインドで導入されました。導入当初、
サービス税の対象範囲はごく限られたものでしたが、その課税対象は
年々拡大され、さまざまなサービスを細かく分類する必要が生じまし
た。結果としてそれらをどのように区分するかについての問題が発生し
たために、2012年にネガティブリスト方式が採用されました。この新し
い課税方式においては、ネガティブリストに明示されているサービス以
外に対しては原則サービス税が課されることとなっています。

　基本的にサービス税を納付するのは役務の提供者の側ですが、陸上運
輸、資金援助、海外からの役務提供など、特定の役務の場合には役務の受
領者がサービス税を納付することとなります。また、特定のケースでは、
役務の提供者と受領者の間で納付義務が一定割合で按分されることも
あります。
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　サービス税の現状の税率は12％です。また、教育税2％と二次高等教
育税1％が併せて課されますので、実効税率は12.36％となります。

　サービス税については、役務の提供者、受領者双方に対してインター
ネットを通じた簡便な登録手続が定められていますが、複数の場所にお
いて役務を提供する、または役務を受領する場合には、すべての場所に
ついて集約された一括登録をすることもできますし、それぞれの場所に
ついて、個別に登録することを選択することもできます。また、物品税と
同様、サービス税も純粋な付加価値税とされており、物品税・サービス
税双方が連邦税であることから、相互に控除をとることが許容されてい
ます。サービス税における仮払税額の控除制度は、CENVAT控除規則の
下に一本化され、製造業者に与えられている優遇制度が、サービス提供
の事業者にも拡大適用されています。

　サービス税における課税標準は役務提供料の総額とされており、一定
の場合には事前に定められた評価方法によって課税標準が算定されま
す。サービス税はサービスの費消に基づいて課される税ですが、サービ
スというものの性質上、その役務の提供地、または費消地、役務の完了時
点や引渡時点を確定することに時として困難が伴います。インドのサー
ビス税に関して、この点は近年大幅に改善されてきました。課税地に関
する規則（2011年）、役務の提供地に関する規則（2012年）といったも
のが、ネガティブリストに基づくサービス税体系が認める課税・非課税
地域の規定とともに導入され、役務の完了・引渡に係る時点、および場
所の決定に関する手続が大幅に簡素化されました。

　ネガティブリストに記載されたものに加え、一定のサービス、具体的
には教育、インフラ事業（道路や橋梁の建設）、医療、スポーツイベントへ
の資金提供などについてはサービス税の課税対象外とされています。ま
た、運輸、フィナンシャルリース、賃貸などの一定のサービスについては
減免措置も設けられており、減免率は課税標準の10％から70％とさま
ざまです。サービスを輸出する場合には、税務上不利になることがない
よう、仮払税額の還付や払戻が可能となっています。

中央販売税（CST）
　インド国内での動産の販売については、中央政府または州政府が中央
販売税を課すこととされています。インドの規制では、州内の商品の販
売に対する売上税課税権を州議会に付与している一方で、州外取引に対
しては、CSTが課されます。

　CSTは商品販売の起点となった州の付加価値税法に基づく税率が適
用されます。登録事業者間の売買（転売目的、またはほかの製品を生産
するための原材料・投入財として使用する目的での売買）、および鉱山
業、電気通信業などの一定の事業活動については2％のCSTが課されま

すが、その際には購入者の側から販売者に対して適切な申告書類（Form 
C）の提出が必要とされています。

　州外取引において、商品販売の起点となった州で課されたCSTについ
ては、購入側となる州で控除をとることはできません。

州付加価値税（VAT）
　2005年4月1日以降、ほとんどの州で州売上税はVATに切り替えら
れました。現在、全てのインドの州でVATへの移行が完了しました。

　VAT税制では州内で購入された商品に対して支払われたVATは仮払
税額として控除をとることが可能です。この仮払税額は、商品の販売に
課されるVATおよびCSTの納付額から控除することができます。これに
より、価値が付加された部分にのみ課税されるため、税の重層的な課税
は回避されます。

　現状、インドへの輸入品に対してはVATが課されていません。また、輸
出品に対するVATは0％となっています。これにより、輸出品生産のた
めに購入・使用された原材料、または輸出するために購入された商品に
課されたVATは、還付請求することが可能となります。

　日用品については、日々の市民生活におけるその重要性から、異なる
税率が個々の日用品に適用されます。州VATの税率は1％から20％ま
でとさまざまです。異なる税率によってカバーされない商品について
は、12.5％から15.5％の範囲でそのほか税率が適用されます。VATの
対象から小規模業者を外すために売上高基準が定められています。小
規模業者はVATに代えて、より低い税率の一括適用を選択することも
可能です。

オクトロイ（物品入市税）・エントリータックス（越境税）
　エントリータックスは州政府が徴収し、消費、使用、販売目的で州外か
ら持ち込まれた商品に対して課されます。エントリータックスは、VAT
導入後も引き続き課されていますが、特定の州では、州でのアウトプッ
トVAT納税額と相殺することができます。

　エントリータックスは購入商品の対価として支払った購入価額に課
され、特定の商品の価額はその購入時の請求書原本で確認されることと
なります。

　オクトロイは市が課税する税であり、一定の商品が市の境界線を越え
て市内に持ち込まれた場合に課されます。したがって同じ州のある市か
らほかの市に商品が移動する場合、それらの市が異なる地方自治体の管
轄に属する場合には同一州内であっても課税されることとなります。
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物品・サービス税（GST）
　2006年、中央政府は全国的に統一されたGSTへ移行するために大き
な一歩を踏み出しました。GSTが実現すれば、CVD、物品税、サービス税、
州VATおよびそのほかの州税がGSTに一本化されることになるため、
インド税制における歴史的な転換点となります。

　現在のところ、複数税率のGST制度が検討されており、標準税率とし
ては16％とする方向で、3年以内の実施を目指しています。

　かかる複数税率のGST制度においては、商品や役務の提供といった取
引における課税標準に対して、連邦GST、および州GSTを課すことが検
討されています。連邦議会、および州議会がそれぞれ連邦GSTと州GST
を立法化し、徴税管理することになります。

　GSTが実施されれば、現在インドにおいて主流となっている重層的な
間接税は姿を消し、単一のインド国内市場が出現することになります。

加えて、GSTはインド間接税の徴税行政における一大改革とも考えられ
ており、商取引に対して極めて好ましい環境を生み出すことが期待され
ています。しかしながら、中央政府と州政府の間で解決すべき問題も山
積みしており、GSTの実施は2014年4月以降になることが確実です。

印紙税
　印紙税は、手形、約束手形、保険契約書、株式や社債および不動産の移
転契約書などの文書に対してさまざまな税率で課されています。

研究開発税（R&D Cess）
　研究開発税5％が、技術輸入に関する全ての支払いに対して課されま
す。「技術」には、デザイン、製図、出版物、技術者の役務などの輸入が含ま
れます。
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インドの合併および買収
第八章

　新興国の中でもインドのM&Aは活発です。近年ではインド企業によ
るクロスボーダーおよび国内での買収が頻繁に見受けられます。M&A
ブームはすでに終わってしまったかのようにみえますが、2012年も相
応のM&Aの件数がありました。インドの政治家は税法・為替管理法緩
和および投資家を保護するための透明性のある環境を提供することに
よって、M&Aの促進に努めています。

PartⅠ：M&A
　インドの規制の枠組みでは、大まかに取得および再編の形態を定め
ています。最終形態は同じであっても、それぞれの税制面および規制面
における取引の実行容易度は異なります。主な取引形態は以下のとお
りです。

・ 株式買収
・ 資産取得：資産（個別資産売却）または事業（事業譲渡）
・ 合併および会社分割

株式買収
売主
　インド企業の株式譲渡はキャピタルゲインとして課税されます 。た
だし、租税条約がある場合は、その恩恵を享受することができます。さら
に、上場株式または非上場株式かにより、課税条件が異なります。

上場株式：
・ 長期キャピタルゲインとは、12カ月を超えて保有した株式による利益

で、証券取引所で取引された場合には課税されません。ただし、証券取
引所外で取引された場合には10％（物価補正を除く）または20％（物
価補正を含む）のうち、有利な方で課税されます

・ 短期キャピタルゲインは、認識証券取引所で取引された場合には、
15％（プラス付加税）が課税されます。証券取引所外で取引された場
合には非上場株式と同様に課税されます

非上場株式：
・ 長期キャピタルゲインは居住者には10％（物価補正を除く）、非居住

者には20％（物価補正を含む）で課税されます（プラス付加税）
・ 短期キャピタルゲインは居住者には30％、非居住者には40％の税率

で課税されます（プラス付加税）

　近年、インド国外からの株式や権利の移転を通じた資産の間接的譲渡
についても対象となるように規制が改正されました。したがって、国外
の株式の譲渡は、外国会社が主にインドにおける資産から価値を得てい
る場合、または当該譲渡がインド会社のマネジメントまたは支配の権利
を移転させる場合は、インドにて課税されます。

買主
・ 上場企業株式取得は買付規制法に従う必要があります。25％以上の上

場企業株式を取得する場合、株主優先募集発行（Open Offer）の条件に
従う必要があります

・ 株式譲渡により、譲渡株式価値の0.25％の印紙税が課税されます。た
だし、株式が電子記録方式である場合、印紙税は課されません

・ 資金調達コスト：株式取得にかかる借入金における利子の支払いは、
株主の配当収入が非課税であるため、課税控除対象外となります

・ 買主が非公開会社株式を公正価値以下で取得する場合、当該公正価値
と売却対価の差額が買主に法人税率にて課税されます

源泉徴収税
・ 買主（非居住者を含む）は、非居住者への対価の支払いについて適用さ

れる源泉徴収税を支払う必要があります。この場合、買主はインドで
の源泉徴収番号を取得する必要があります

・ インド居住者による株式取得については、源泉徴収税は課されません

資本に関する必要要件
・ インド会社は負債、資本、および転換証券の組み合わせによって資金

調達することができます。税法上、負債資本比率および過小資本に関
する規則は明示されていません

繰越欠損金
・ 上場企業の株式譲渡に関する繰越欠損金については、影響はありま

せん
・ 非上場企業については、49％超の株式譲渡がある場合、欠損金を繰り

越すことができません
・ 損金未算入の減価償却累計額の繰越について影響はありません
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企業買収
　インドでは、資産の購入を通じて事業を取得することができます。そ
の場合、買主は、取得する資産および継承しない負債について選択する
ことができます。一方、事業譲渡モデルでは、買主は事業全体を取得し
ます。

個別資産売却
売主
・ 資産ごとにキャピタルゲインが算出され、保有期間によって短期また

は長期キャピタルゲインとして課税されます。減価償却資産の売却は
短期キャピタルゲインとなります

・ キャピタルゲインは、資産の取得価格から売却対価を差し引いたもの
です。長期キャピタルゲインについては、取得価格が物価指数によっ
て調整されます

・ 売主は動産の譲渡についてVATまたは売上税の対象となります
・ 自己創設無形資産の取得原価は通常ゼロとみなされます
・ 不動産の譲渡に関する売却対価は印紙税の評価額以上でなければな

りません

買主
・ 買主は不動産について、州ごとの税率により印紙税を課されます
・ 買主は動産についても、州ごとの税率により印紙税を課されます。た

だし、方法（現物引渡し方法など）によっては最小化することができ
ます

事業譲渡
売主
・ キャピタルゲインは純資産から売却対価を差し引いて計算されます。

純資産は資産簿価（減価償却資産の税引き後）から譲渡負債を差し引
いたものです

・ キャピタルゲインは事業が3年を超えて継続していた場合に長期キャ
ピタルゲインとして課税されます。事業譲渡においては、物価補正の
メリットを受けることはできません。長期の場合は20％（プラス付加
税）、短期の場合は30％（プラス付加税）で課税されます

・ 事業譲渡は通常VATまたは売上税の対象とはなりません

買主
・ 事業譲渡では、対価の合計金額が価格算定評価書によって資産に割り

当てられます。したがって、資産（事業に使用される建物、設備、条件を
満たす無形資産など）は減価償却の対象となります。

・ 買主は事業譲渡について、州ごとの税率により印紙税を課されます。

資金調達コスト
　資産取得に関するローン利子の支払いは、特定の条件をみたす場合、
所得控除対象となります。

合併および会社分割
　取得企業を合併および会社分割によって買主の企業グループに含め
ることがあります。合併や会社分割においてはいくつかのプロセスが
ありますが、法廷措置を通じて行われます。

　特定の条件を満たす場合に、合併および株式分割は税務に影響しま
せん（tax neutral）。

合併
　合併とは、法廷措置を通じて複数の会社がひとつの会社になることを
指します。

　税金免除の恩恵を受けるためには、以下の要件を満たす必要があり
ます。

・ 全資産および負債が譲渡される
・ 被合併会社の75％以上を保有する株主が存続会社の株主となる

会社分割
　会社分割とは、法廷措置を通して事業またはその一部を譲渡すること
を指します。

　税金免除の恩恵を受けるためには、以下の要件を満たす必要があり
ます。

・ 当該事業にかかわる全資産および全負債が譲渡される
・ 継続が前提とされている事業が譲渡される
・ 会社分割の対価が、分割継承会社による新株発行によってなされて

いる
・ 分割会社の75％以上を保有する株主が分割継承会社の株主となる
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欠損金と損金不算入減価償却累計額の繰越
合併
・ 存続会社は、被合併会社の累積欠損金と損金不算入減価償却累計額を

繰り越すことができます
・ 事業の継続や資産所有については、特定の条件を満たす必要があり

ます

会社分割
・ 分割会社の事業に直接関与する累積欠損金や減価償却未償却残高に

ついては、継承することができます
・ 当該事業に直接関与していない場合は、譲渡資産の割合に応じて継承

することができます

その他
・ 合併および会社分割は通常、州ごとに定められた印紙税が課されます
・ 合併および会社分割には、証券取引所（上場会社のみ）、高等裁判所、そ

の他の規制当局の許可が要求されます
最近では、相応の時間がかかる（特に時間的制約がある場合）証券取引
所およびSEBIから承認を得るプロセスが通知されました。

PartⅡ：インド向け投資
　親会社によって提供されたさまざまなサービスの対価の支払いのほ
かに、配当金、株式の買戻し、または減資によって本国送金をすること
ができます

配当金
・ 配当金の分配がある場合、15％（プラス付加税）の配当分配税（DDT）

が配当支払会社に課されます
・ 子会社より持株会社に支払われた配当金についてDDTが支払われて

いる場合には、株主に配当する際に当該DDTの金額が控除されます
・ DDTは株主には課税されず、DDTが支払われた配当金については源泉

徴収の対象とはなりません
・ 配当支払会社は、会社法による準備金への振替に関する規則および最

低減価償却引当の基準に従う必要があります
・ DDTは一方的に課されるため、親会社にとって税額控除はできません

自社株式買戻し
・ 非公開会社における自社株買戻しについて、新ルールが2013年6月

1日から導入されました
・ 買戻金額と受取金額の差額について20％（プラス付加税）が課され

ます
・ 本ルールにおいても、DDTは一方的に課されるため、親会社にとって

税額控除はできません

減資
・ 減資については、高等裁判所の承認が必要です
・ みなし配当は、累積利益を上限に課税されます。累積利益を超える金

額はキャピタルゲインとして株主に課税されます
・ 源泉税およびキャピタルゲインの分類（長期または短期）などの規制

についても対象となります

PartⅢ：外国向け投資
規制
・ 真正な事業活動を目的（bonafidebusiness purposes）としている場合、

インドから外国に対するジョイントベンチャーおよび海外の完全子
会社への投資は、インド投資家の純資産の100％を上限として自動認
可ルートにて認められています（金融サービスセクターを除く）

・ 現時点では、外国向け投資は会社形態以外の事業体（パートナーシッ
プなど）にはRBIの事前承認なしでは認められていません

税法
・ インドでは、配当およびキャピタルゲインに対する税金が高く、さら

に外国税控除制度が整っていないことから、節税効果の高いスキーム
にて投資することが重要です

・ 重要な検討事項に、オフショアにおけるキャピタルゲインの効率化、
外国税控除およびインドにおける本国送金の規定の活用などがあり
ます

・ インド会社が資本の26％以上を保有する海外会社より受領した配当
金は総額ベースで15％（プラス付加税）にてインド会社に課税され
ます

・ インドには現時点で、タックスヘイブン対策税制に関する規定があり
ません。したがって、オフショアの子会社に留まる外国の利益にイン
ドの税金が課されることはありません
ただし、政府はタックスヘイブン対策税制の導入を新直接税法（DTC）
の中で提案しています

ストラクチャー
・ 外国向け投資においては、柔軟で、税務上国際的競争力をもち、新規投

資家や本国送金者などを呼び込むようなストラクチャーを持つこと
が重要です
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インドの移転価格税制
第九章

　インドにおける移転価格税制は、インド所得税法第92条から第92条
Ｆにおいて規定され、2001年4月1日より施行されました。移転価格税
制に関する規定は、インドから他国への所得移転の防止を目的としてい
ます。移転価格税制は、導入以降、インドで活動する多国籍企業に多大な
影響を与える重要な国際税務の対処項目となっています。OECDのガイ
ドラインに基づいて、インドの移転価格税制においても、移転価格の検
証方法や文書化義務が規定されています。

規定および規則
　インドにおける移転価格税制の規定では、関連者（AE）との取引価格
は独立企業間価格に基づいて検証されることを求めています。また、
2012-13年度より、移転価格税制が特定の国内取引についても適用さ
れることとなりました。

　ただし、移転価格税制は独立企業間価格を検証し、その所得調整が
インドの所得の減少や損失の拡大をもたらす場合には適用はされませ
ん。これは海外への所得移転を防ぐという移転価格税制の趣旨による
ものです。

対象取引
　対象となる取引は「国際取引」とされ、関連者間で行われる有形固定
資産または無形固定資産の売買、賃借、サービスの授受、コストシェア
取引、さまざまなタイプの金融取引、保証、事業再編または組織再編、利
益、損失または資産を生むそのほかの取引が含まれます。関連者は居住
者と非居住者であることもあれば、両者が非居住者であることもあり
ます。

関連者
　ある会社に対してほかの1社が直接的または間接的に、経営、支配、資
本に参加している場合、それらの会社は関連者とされます。また、同一の
者が両者の経営、支配、資本に参加している場合には、その両者も関連者
とされます。

　以下を含むさまざまな要素が考慮され、判定が行われます。

・ 議決権の26％以上を直接的または間接的に保有している
・ 全資産の51％以上に相当する額を貸し付けている
・ 借入金の10％以上を保証している
・ 一方の会社が他社の過半数の取締役または一人以上の上級取締役を選

任している、または、同一の者が両者の特定の取締役を選任している
・ 一方の会社が保有する知的財産権に依存している
・ 一方の会社が他社または他社が指定する会社から90％以上の原材料

を購入し、その価格や取引条件について他社または他社が指定する会
社が影響力を持っている

・ 製造した製品の販売価格に影響力を行使している
・ 相互の利害関係がある（現在規定はない）

　さらに、第三者との取引であっても、その取引に関して関連者と第三
者との間で何らかの合意がある場合、または取引条件が実質的には関
連者と第三者との間で決めれらていると考えられる場合には、その取
引は関連者との取引とみなされる可能性があります。

移転価格税制の対象となる国内取引
　2012-13年度より、以下のような一定の国内取引も移転価格税制の
対象となることとなりました。

・ 関連者への支払
・ 税免除（タックスホリデー）の適用を受けている事業部とほかの事業

部との取引

　なお、国内取引が移転価格税制の対象となるのは、上記の取引合計が
該当課税年度で5,000万ルピーを超える場合です。

独立企業間価格の検証
　独立企業間価格の検証方法として、以下の方法が規定されています。

・ 独立価格比準法（CUP）
・ 再販売価格基準法（RPM）
・ 原価基準法（CPM）
・ 利益分割法（PSM）
・ 取引単位営業利益法（TNMM）
・ そのほか、直接税中央委員会が認める方法

　優先される検証方法は存在せず、取引の性質や種類、関連者やその役
割、およびそのほかの要因を考慮して最も適正な検証方法が決められ
ます。

　国際取引に関してインドの移転価格税制は独立企業間価格の検証を
求めています。最も適切な独立企業間価格の検証方法により複数の価格
が検出された場合には、その平均値が独立企業間価格となります。すな
わち、インドの移転価格税制においては、「独立企業間価格の幅」ではな
く、「独立企業間価格の算出」による検証が義務付けられています。

　上述のように、インドにおいて独立企業間価格は比較対象取引平均値
として検証され、5％前後の相違は許容範囲とされています。2011-12
年度に中央政府は5％の文言を削除しました。そして、新たな許容範囲
を公表する予定となっております。なお、2012-13年度以降については、
許容範囲の上限は3％に制限されています。
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　さらに中央政府は、移転価格の許容範囲を“卸売商社”の場合には1％
に、そのほかの事業の場合には3％とする通達を公表しました。この通
達は2012-13年度以降に適用されます。しかし、どのような業種が“卸
売商社”に該当するのかに関して明確な指針が公表されておりません。

　2009-10年度以前においては、検証の際の5％の許容範囲は取引価格
ではなく、独立企業間価格に適用されていました。このため、移転価格の
所得調整金額を計算する際に、許容範囲の5％部分について所得調整金
額から除外できるか否かに関して議論となっていました。その後、2012
年度の税制改正において、許容範囲の5％部分については所得調整金額
から控除することはできないことが明確にされました。すなわち、所得
調整金額は取引価格と独立企業間価格との差額により計算されます。

セーフ・ハーバー・ルール
　2013年9月18日に、直接税中央委員会（CBDT）はセーフ・ハーバー・
ルールを公表いたしました。セーフ・ハーバー・ルールにおいては、税務
当局が詳細な検証なしに納税者の取引価格の妥当性を認めるケースが
定められました。このルールを導入することで移転価格税制に関する税
務訴訟が減ることが期待されています。

　以下にセーフ・ハーバー・ルールの概要を纏めましたのでご参照下さい。

対象となる国際取引 セーフハーバー

ソフトウェア開発 年間取引金額が
• 50億ルピー以下の場合には、営業利益率で20％以上
• 50億ルピー以上の場合には、営業利益率で22％以上ITアウトソーシング受託業務

知的業務受託 営業利益率で25％以上

インド企業による100％子会社へのグループ間貸付
前年6月30日におけるState Bank of Indiaの最優遇税率に以下の料率を加算した料率
• 1.5％（貸付金が5億ルピー以下の場合）
• 3％（貸付金が5億ルピー超の場合）

インド企業による100％子会社への借入保証に係る保証料
• 2％以上（保証対象額が10億ルピー以下の場合）
• 1.75％以上（保証対象額が10億ルピー以上で、借入先となっている関係会社が最も高い

信用格付けを得ている場合）

低いリスク負担での受託調査および受託研究 • ソフトウェア開発の場合　営業利益率30％以上
• 大衆薬　営業利益率29％以上

自動車部品の製造輸出 • 主要自動車部品　営業利益率12％以上
• 非主要自動車部品　営業利益率8.5％以上

　セーフ・ハーバーを適用する場合には、特殊要因調整や独立企業間価
格に関する3％の許容範囲の適用を受けられないことにご留意下さい。
さらに、相互協議（MAP）の申立ができないことにもご留意下さい。

事前確認制度（APA）
　2012年7月1日より事前確認制度（APA）が導入されました。

　APAは納税者と税務当局との間で、独立企業間価格、検証方法につい
て事前に合意するものです。納税者は将来の取引にかかる独立企業間価
格を確定させるためAPAの利用を検討することになります。APAを利
用することで、その対象とした国際取引に係る課税関係を確定させ、将
来の移転価格に関する税務訴訟リスクを低減することができます。

　CBDTは中央政府の承認の下、国際取引を行っている納税者と協議の
上、独立企業間価格の決定、および検証方法について決定する権限が与
えられいます。APAは、その対象取引について納税者および税務当局に
対して拘束力をもち、最長で5年間有効です。 CBDTは2012年8月30
日に移転価格の事前確認制度（1962年所得税法規則10Fから10T）の
通達を公表いたしました。通達には具体的なAPAの適用、運用のルール
および手続き（様式も含む）が盛り込まれています。
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立証責任
　独立企業間価格について、一義的な立証責任は納税者側にあります。
税務調査において、税務当局が納税者の提供した資料または情報に基づ
いて検討した結果、独立企業間価格に基づいて取引を行っていない、ま
たは納税者が備え付けている情報および文書が不十分と判断した場合
には、税務当局は納税者に意見を述べる権利を与えた上で、独立企業間
価格に所得調整金額の計算をする可能性があります。

ペナルティ
　移転価格税制に関する法令に違反した場合には以下のペナルティが
課されます。

法令違反 ペナルティ

文書および情報の不保持 取引価格の 2％

誤った情報、文書の保持または提出 取引価格の 2％

報告義務がある国際取引の報告漏れ 取引価格の 2％の合計

課税所得の更正 更正された税額の 100％から
300％

Form3CEB の未提出 10 万ルピー

文書化および報告の義務
　納税者は関連者間で行われた国際取引に関する情報と文書を毎事業
年度備え付けることが義務付けられています。前述のとおり、移転価格
税制は一定の国内取引についてもその対象としています。このため、納
税者は2012-13年度より、一定の国内取引についても文書の備え付け
が義務付けられています。

　移転価格税制に関する法令では、取引が独立企業間価格で行われたこ
とを検証するために必要な情報とその文書化について規定しています。
そのような情報と文書は、法人税申告書の提出期限（11月30日）までに
会社に備え付けることが必要です。法令にて規定された文書はその課税
年度終了時から8年間保管が義務付けられ、毎事業年度ごとに情報と文
書の備え付けを行う必要があります。

　移転価格の国際取引の合計が1,000万ルピー以下の納税者は、上述の
移転価格の文書化の義務が免除されています。しかし、その場合でも、独
立企業間価格の検証のため自主的な文書化が望まれます。

　また、移転価格の文書化の義務はインド国内源泉所得を稼得している
外国企業にも適用されます。

会計士の証明書
　納税者は関連者との間で行われた全ての国際取引について会計士の
証明書を提出することが義務付けられています。当該証明書は法人税
申告書の提出期限（移転価格取引がある企業の申告書提出期限は11月
30日）に提出する必要があります。2012-13年度より、一定の国内取引
も関連者との国際取引同様に会計士の証明書（Form3CEBのパートC）
に記載されることが義務付けられました。また、2012－13年度以降よ
りForm 3CEBは電子申告により提出することとなりました。会計士は
Form3CEB上にて、納税者が文書と情報を適切に備え付けているか意
見を述べます。さらに、会計士は移転価格に関する広範な事項について
Form 3CEB上にて適正でかつ正確であると証明することが義務付けら
れています。
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特別経済区域
添付資料1

　特別経済区域（SEZ）は、輸出促進のために、インフラストラクチャー
整備、迅速な許認可体制、および国内外の投資家をひきつけるための優
遇措置に裏づけられた、無税、無関税にて製品・サービスを提供するこ
とを目的としています。

　SEZは商工省が公布した2005年特別経済区域法（SEZ法）により定
められた関税免除の区域です。SEZは認められた活動を実行できるよう
インド税関の管轄外とみなされます。SEZは1962年関税法による、港、
ICD（Inland Container Depot）、陸上局、陸上関税局とみなされます。

　2005年SEZ法および2006年SEZ規則によってSEZの整備開発は規
制されています。SEZ法は、開発および区域内の企業に対する全ての重
要な法規制を含んでいます。また、SEZ法は、ほかの法律よりも優先適用
されます。

　SEZ法には、以下を含んでいます。

・ SEZおよび企業の設立
・ 整備開発業者と企業に対する財務制度
・ 必要要件、義務、権利
・ 単一窓口クリアランスメカニズム
・ ライセンス供与
・ 管轄当局の設置
・ 迅速な裁判を保証するための特別法廷と単一の法執行機関

　SEZは、民間開発業者、中央または州政府、もしくはそれらの組み合わ
せによって設立され、商工省より認可を受けます。

2006年SEZ規則の変更
　商工省は、2013年4月にSEZ規則を変更し、外国貿易政策（2009-14）
に対して2013-14年度の年次補足発表を行いました。主な変更として
複数製品およびあるセクターに特化したSEZの最低土地面積要件の緩
和、IT/ITeSのSEZに対する最低土地面積要件の撤廃、最低土地面積基準
の等級化、空き用地の問題、SEZの現存の政策を含んでいます。

・ 「セクター」の定義の拡大
・ 隣接する土地取得義務の面積を半分に縮小
・ 隣接する土地が入手可能である場合は、セクター特化のSEZの対象セ

クターおよび港湾/空港サービスの対象セクターにほかの「セクター」
追加が可能

・ 既存の非稼動部分に対しても関税優遇措置を適用
・ 一定の条件でSEZユニットの所有者の移管が可能（Rule 74A）

2006年SEZ規則に関する規定（Rule）は、2013年8月12日に変更され
ました。SEZの規定における主な変更点は以下のとおりです。

SEZ開発業者に対する財務上の優遇
所得税の優遇
・ 政府がSEZと認定した年度から15年間のうち10年間の税額の100％

免除
・ 配当分配税免除は2011年6月1日以降、廃止
・ 最低代替税免除は2011-12年度より、廃止（SEZ開発事業者は以降同

税金を支払う）

間接税の優遇
・ SEZ内への資本財および原材料の輸入に対する関税の免除
・ 現地調達の資本財および原材料に対する物品税の控除
・ 州を越える取引において、規定フォームを提出することによりCSTの

免除
・ SEZ内で全て消費されるサービスに対するサービス税およびSEZ外で

全てまたは一部消費されるサービスに対する返金制度の免除

　国内関税区（DTA）からSEZに販売された製品は輸出とみなされ､以
下の点で優遇されます。

・ SEZ内に供給された製品に対する売上税またはVATの代替となる
ADCの免除

・ VAT関連制度によるVATの免除
・ 州政府の政策による印紙税の免除

SEZ内に設立すべき企業
　輸出志向の製造業者およびサービス提供業者（ITやIT活用サービス
提供者（ITeS）、ビジネスプロセス外部委託（BPO）,委託生産者など）は、
SEZで急速に成長できる可能性があります。ITのハードウエアやソフト
ウエア、およびテレコム機器のサプライヤーも国内市場向けにSEZに企
業を設立できます。

FDI政策
　SEZ開発に対しては自動認可ルートにて100％のFDIが認められてい
ます。SEZ内の企業に対しては、インド政府のFDI政策が適用されます。
FDIはFDI政策に従い、商工省商務局承認委員会によって承認され、別途
FIPBの承認は必要ありません。

最低輸出義務免除
・ SEZからの製品およびサービスの輸出義務はありません。
・ SEZ内の企業は、5年間で累積外貨獲得高をプラスにしておく必要が

あります。
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・ 関税を全額支払った場合、DTAでの販売に制限はありません。
・ 国内市場へのITのハードウエアやソフトウエア、およびテレコム機器

の供給、ほかのSEZ、EOU、STPの企業への商品やサービスの提供は、外
貨収入とみなされます。

SEZ内企業に対する財務上の優遇
・ 企業による製造、生産、サービス提供開始後15年間の輸出利益に対し

て、最初の5年間は100％、次の5年間は50％、最後の5年間は50％
までの再投資に投下された利益に対する税額控除

・ 実際の輸出に対する税額控除
・ 最低代替税の免除は2011-12年度より廃止（SEZ内企業は最低代替税

を支払う必要あり）
・ SEZ開発業者と同等の間接税の優遇
・ 電気税の免除
・ 州政府の規則による印紙税の免除

為替の自由化
・ 輸出収入は100％を特別外貨口座に保有可能（外国への支払いについ

てはわずかな制約のみ）
・ 輸出取引の回収期間は輸出日から12カ月
・ SEZ内の外国会社の支店による製造業従事許可

オフショアバンキング支店
　オフショアバンキング支店とは、RBIの許可を得てSEZ内で活動する
銀行の支店を指します。オフショアバンキング支店は、SEZ内の企業に
対して国際的市場利率の低い利子率で融資を行います。SEZ内にオフ
ショアバンキング支店を開設した銀行は、許可を取得した年から最初の
5年間は100％、次の5年間は50％の税額控除を受けることができます。
同様の税額控除は、国際金融サービスセンター（International Financial 
Service Centre）の企業にも認められています。

自由貿易保税倉庫地区（FTWZ）
　FTWZとは、SEZ法および2005年、2006年のSEZ規則によって定め
られた、SEZの中の特別な分類で、主に自由貿易、倉庫、そのほか関連事
業のためのものです。

・ 国際貿易のハブとして使用するため
・ 国外と見なされる
・ インドと世界市場への、物流およびサプライチェーンをつなぐ鍵
・ 関税繰り延べという財務的利点：関税、利子税、ペナルティーなどを支

払わず、5年間輸入商品の保管が可能
・ 関税手続き、輸送設備のための時間の節約という管理的利点
・ 銀行や荷物のトラッキングのためのシステムなどのサポート
・ 整備されたインフラストラクチャー

FTWZの設立方法
貿易ユニット
　貿易業、倉庫業、そのほか認められた業務を行うことを目的として、企
業は貿易ユニットになることができます。

サービスユニット
　企業は、FTWS内で貿易業、倉庫業、そのほか認められた業務を行
うユニットである第三者のサービスを利用することができます。貿
易企業、輸出入者、3PL、通関業者（CHA）、運送会社、海運会社、製造企
業などがFTWZにてユニットとなることができます。ユニットは、輸
入およびFTWZ内の倉庫業に関して所定の手続き（bond-cum-legal 
undertaking）を行う必要があります。

FTWZ内で認められている活動
・ FTWZからDTA、DTAからFTWZへの取引
・ 外国企業あるいは、DTAサプライヤーおよび買い手としての商品保管
・ 外国および国内顧客に代わり行う倉庫業
・ 貿易（表示（ラベル）の有無にかかわらない）
・ 加工なしの包装業・再包装業
・ 再販売、再請求、再輸出
・ そのほかの価値最大化サービス

FTWZでの義務
・ すべての取引は、変換可能な外貨で行わなければならない。
・ ユニットは、過去5年間累積で、外貨ベースで輸出の総金額が輸入の

総金額を上回らなければならない。ユニットは、SEZ規則に明記されて
るNFEの条件に従わなければならない。ただし、サービスユニットの
顧客には、その義務はない。

・ 無償供給によって輸入された商品の価値は、外貨の流出とみなす。
・ 以下に当てはまる場合は、外貨の流入として加算される。

– 外貨で支払いが行われている特定の倉庫へ供給がなされている。
– 商品が、自由に変換できる通貨にて供給されている。

・ FTWZへ商品の輸入した時点では、関税は支払わなくてもよい。関税
は商品がDTAに移動した時点で支払う。（支払う関税は、FTWZで輸入
したすべての商品に対してではなく、DTAに移動した商品に対しての
み）そのため、FTWZで輸入することによって、支払う関税が異なる。

・ FTWZで提供されたサービスおよび課税対象になるサービスの輸入
は、サービス税を免除される。同様に、港からFTWZおよびFTWZから
別のFTWZへの商品の移動にかかわるサービスに対するサービス税
も免除される。

・ FTWZ内で物品税は徴収されない。
・ DTAからの商品調達にかかわる中央販売税は免除される。
・ FTWZにかかわるあらゆる手続きにおける印紙税は免除される。
・ SEZと同様に、FTWZから輸入した商品の再輸出によって得た利益に

おける所得税は免除される。
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2012年国家電子機器政策
・ インド政府は、2012年国家電子機器政策を閣議決定いたしました。こ

の政策において、電子システム・設計・製造（ESDM）分野での投資を
促すため、特別インセンティブパッケージスキーム（M-SIP）が改定さ
れました。

適用対象
・ このスキームは新規および既存のESDMユニットの大規模な拡大や

近代化、設計の多様化、電子機器製造に対する投資に適用されます。ユ
ニットは、指定された電子機器製造エリアに位置している必要があり
ます。（グリーンフィールド、ブラウンフィールド問わず）

・ 現時点において、29の区画がM-SIPS適応となり、電子機器、ナノ電子
機器、通信機器、中間機材、電子機器製造サービスが、インセンティブ
の対象となっています。（バリューチェーンも含む）

インセンティブの種類
・ M-SIPSは、ESDMユニットに対して資本投資に対する補助金と、税務

インセンティブの二つのインセンティブがあります。資本投資に関す
る補助金は、投資規模や製品分類、プロジェクトの地域などによって
さまざまです。税務インセンティブは、関税免除、物品税/CVDやサー
ビス税の還付などが含まれます。州レベルのインセンティブはこれら
に加えて与えられます。

インセンティブの供与
・ インセンティブは、そのプロジェクトに10年以内に行われた投資に

対して供与されます。資本投資に対するインセンティブは、年間投資
総額が一定額を超えた年度の末に支払われます。

・ 国税や関税の還付は、ユニットが生産を開始した年度の末に支払われ
ます。

承認手続き
・ このスキームのインセンティブを享受するには、EDMSはユニットは

電子情報技術局から事前承認を得る必要があります。プロジェクトの
どの段階でも申請は可能で、申請手続きも変わりません。

スキームの効力
・ 申請手続きは申請受付開始公示から3年間（2015年7月26日まで）

です。
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租税条約に基づく税率
添付資料2

国名 利子 配当（a） ロイヤリティ（l,m） 技術サービス料（l,m）

キプロス 10％ 10％（c）；他の場合15％ 15％（サービス料を含む）（q） 10％（技術料）（q）

中国 10％ 10％ 10％ 10％

チェコ 10％ 10％ 10％ 10％

デンマーク 10％（k）；他の場合15％ 15％（i）；他の場合25％ 20％ 20％

エチオピア （r） 10％ 7.5％ 10％ 10％

エストニア 10％ 10％ 10％ 10％

フィンランド 10％ 10％ 10％ 10％

フランス 10％ 10％ 10％ 10％

ドイツ 10％ 10％ 10％ 10％

グルジア 10％ 10％ 10％ 10％ 

ハンガリー 10％ （f） 10％ （f） 10％ （f） 10％ （f）

アイスランド 10％ 10％ 10％ 10％

インドネシア 10％ 10％（i）；他の場合15％ 15％ 具体的条項なし（e）

アイルランド 10％ 10％ 10％ 10％

イスラエル 10％ 10％ 10％ 10％

イタリア （o） 15％ 15％（c）；他の場合25％ 20％ 20％

日本 10％ 10％ 10％ 10％

カザフスタン 10％ 10％ 10％ 10％

ケニア 15％ 15％ 20％ 17.5％（管理、技術、専門、コンサル
ティング料）

クウェート 10％ 10％ 10％ 10％

韓国 10％（n）；他の場合15％ 15％（d）；他の場合20％ 15％ 15％

キルギス 10％ 10％ 15％ 15％

リビア 14％ 14％ 14％ 具体的条項なし（e）

ルクセンブルク 10％ 10％ 10％ 10％

マレーシア 10％ 5％ 10％ 10％

マルタ 10％ 10％（i）；他の場合15％ 15％（サービス料含む）（q） 10％（技術、管理、コンサルティン
グ料）（q）

モーリシャス 14％ 5％（c）；他の場合15％ 15％ 具体的条項なし（e）

モンゴル 15％ 15％ 15％ 15％

モンテネグロ 10％ 5％（c）；他の場合 15％ 10％ 10％

モロッコ 10％ 10％ 10％ 10％

モザンビーク 10％ 7.5％ 10％ 具体的条項なし（e）

ミャンマー 10％ 5％ 10％ 具体的条項なし（e）

ナミビア 10％ 10％ 10％ 10％ 

ネパール 10％（n）；他の場合 15％ 5％（c）；他の場合10％ 15％ 具体的条項なし（e）

オランダ 10％（f） 10％（f） 10％（f） 10％（f）

ニュージーランド 10％ 15％ 10％ 10％
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国名 利子 配当（a） ロイヤリティ（l,m） 技術サービス料（l,m）

ノルウェー 15％ 15％（i）；他の場合 10％ 10％（f） 10％（f）

オマーン 10％ 10％（c）；他の場合1 2.5％ 15％ 15％

フィリピン 10％（n）；他の場合 15％ 15％（c）；他の場合 20％ 15％ 具体的条項なし（e）

ポーランド 15％ 15％ 22.50％ 22.50％

カタール 10％ 5％ （c）；他の場合1 0％ 10％ 10％

ポルトガル 10％ 10％ （i）；他の場合15％ 10％ 10％ 

ルーマニア 15％ 15％ （i）；他の場合 20％ 22.50％ 22.50％

ロシア 10％ 10％ 10％ 10％

サウジアラビア 10％ 5％ 10％ 具体的条項なし（e）

セルビア 10％ 5％（i）；他の場合15％ 10％ 10％

シンガポール 10％（k）；他の場合 15％ 10％（i）；他の場合 15％ 10％ 10％

南アフリカ 10％ 10％ 10％ 10％ 

スーダン 10％ 10％ 10％ 10％

スロベニア 10％ 5％（c）；他の場合 15％ 10％ 10％

スイス 10％ 10％ 10％ 10％

シリア 10％ 5％（c）；他の場合 10％ 10％ 具体的条項なし（e）

タジキスタン 10％ 5％（i）；他の場合 10％ 10％ 具体的条項なし（e）

タンザニア （p） 10％ 5％（i）；他の場合 10％ 10％ 20％（管理、専門料）

タイ 10％（n）；他の場合25％ 15％（c）（h）；20％（i）（h） 15％ 具体的条項なし（e）

トリニダードトバゴ 10％ 10％ 10％ 10％

トルコ 10％（k）；他の場合15％ 15％ 15％ 15％

トルクメニスタン 10％ 10％ 10％ 10％ 

ウガンダ 10％ 10％ 10％ 10％

ウクライナ 10％ 10％ （i）;他の場合15％　 10％ 10％ 

アラブ首長国連邦 5％（k）；他の場合12.5％ 10％ 10％ 具体的条項なし（e） 

エジプト 具体的条項なし（e） 具体的条項なし（e） 具体的条項なし（e） 具体的条項なし（e）

英国 10％（n）；他の場合15％ 15％ 10％（b）；他の場合15％ 10％（b）；他の場合15％

米国 10％ 10％ 10％ 10％

ウルグアイ
PIB（財務省）リリース（2011年9
月8日）
※条約告知なし

15％（i）；他の場合20％ 22.50％ 22.50％

ベトナム　 10％ 10％ 10％ 10％

ザンビア 10％ 5％（i）；他の場合15％ 10％ 10％（管理、コンサルティング料）
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注:

a 配当に対する租税条約上の率は、現行インド税法上、インド企業か
ら支払いが行われれる配当は、受取側で非課税扱いとなるので適用
されない

b 産業目的、科学目的、商業目的設備の使用のための支払いである
場合

c 受益者が配当支払会社株式を10％以上保有している会社である場合

d 受益者が配当支払会社株式を20％以上保有している会社である場合

e 具体的条項がない場合は、各条約上の事業所得として扱う可能性が
ある

f 「最恵国」条項の適用。条約に対する議定書において、インドとほか
のOECD加盟国間で締結された条約上の類似条項に定められている
課税の範囲と税率の制限あり

g ほとんどの条約において、輸出入に対する資金調達、指定機関から
のローンに対する利子は0％か軽減税率が適用される

h 配当支払会社が工業プロジェクトに従事している場合

i 受益者が配当支払会社株式を25％以上保有している会社である場合

j 配当受取会社が配当支払会社株式を配当支払前の6カ月間において
25％以上保有している場合

k 銀行またはほかの金融機関からのローンに対して支払われた場合

l 国内税法による税率の20％と、付加税2％および教育税3％により、
実効税率は 21.012％（1997年5月31日から2005年6月1日の支
払いに適用）

m 国内税法によるロイヤリティおよび技術サービス料に対する
税率は10％と、付加税2％および教育税3％により、実効税率は
10.506％（2005年6月1日以降の支払いに適用）

n 利子を銀行またはほかの金融機関が受け取る場合

o イタリアとの租税条約の議定書（2006年1月）では、配当、利子、ロ
イヤリティおよび技術サービス料に対する税率は10％

p 政府のプレスリリースにおいて、2011年5月27日に調印された合
意のもと国内で変更される最高税率は配当税の場合に5％もしくは
10％を超えない、また、利子、ロイヤリティーの場合は10％を超え
ないとされるが、正式告知はなされていない

q 技術サービス料およびサービス料（fee for included services）につ
いては別条項あり

r 政府のプレスリリースによると、2011年5月25日に調印されたと
しているが、正式告知はなされていない
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　2009年8月12日に、インド政府は、税率軽減および税法の簡素化を目的
として、新直接税法（DTC）の草案を公表しました。同法において、富裕税お
よび所得税を含む全ての直接税は同一の規定に統一化されます。政府は草
案に対するパブリックコメントを検討し、主要な事項について言及した改
正草案を2010年6月に公表しました。その後2010年8月30日に2010年
直接法案が国会にて審議されました。草案はさらに、財務省の常設委員会に
て、財務大臣や関係者の意見を参考に提言をまとめ、2012年3月に報告書を
公表しました。当該報告書ではDTCの大まかな内容が明らかになりました。

　DTCの主な内容は、以下のとおりです。

適用時期
　DTCは、納税者側にDTCの理解、インド政府との意見交換、社内体制
の整備の時間的猶予を与えるために、以前は2013年4月1日からの適
用が提案されていました。それと同時に政府側にもDTCに対応した政
府内のシステム整備やDTCに合わせた新法令の整備の時間的猶予を与
えることも意図されていました。

税率
・ 個人所得税の新税率は以下のとおりです。

　パートナーシップや協会・組合および個人集団は、非法人形態として
最高税率の30％の税率で課税されることが提案されています。

・ 法人税（内国法人および外国法人）の税率は30％とすることが提案さ

れています。
・ 内国法人が配当を行う場合には、引き続き15％の配当分配税を課す

ことが提案されています。
・ 外国法人には15％の支店利益税を課すことが提案されています。

最低代替税（MAT）
・ 会計上の利益に対して20％の税率によるMATの課税が提案されてい

ます。
・ さらに、納付したMATは、クレジットが利用できるようになった事業

年度の翌事業年度から連続して15年間繰り越して、将来の法人税額
から控除可能とすることが提案されています。

富裕税
　DTCでは、純資産価格が1,000万ルピーを超える場合には、1％の富裕
税を課すことが提案されています。また、富裕税はNPOを除く全ての納
税者が対象となる予定です。さらに50,000ルピーを超える価値のある
考古学資料、図画、絵画、彫刻、そのほかの芸術作品、腕時計、および被支
配外国法人（CFC）の普通株式および優先株式が新たに富裕税の課税対
象資産となる予定です。

国際課税
・ 居住者から非居住者への、および非居住者間での輸送料の支払いは、

その輸送がインド発またはインド着の貨物の輸送に係るものである

場合にはインドで課税対象となります。
・ 外国法人株式の譲渡による所得は、その譲渡の対象となった外国法人

が保有する資産価格のうちインドの資産価格（直接または間接に保有
されている資産の価格）が50％を超える場合には、インドで課税でき
るように法令整備がされる予定です。50％を超えているかの否かの判
定は、譲渡日の12カ月前までであればどのタイミングで実施しても
構いません。

・ 次の非居住者が関与する事業の場合を除いて、推定課税制度の税率に
変更はありません。
– 鉱油、天然ガスの調査、採取、生産にかかわるサービスの提供やプラ

ントおよび機械の供給業については、10％から14％に引き上げ 
– 船舶操業については、7.5％から10％へ引き上げ 
– 航空機操業については、5％から7％へ引き上げ
– ロイヤリティの定義が拡大され、ロイヤリティと技術役務提供にお

ける源泉税の税率が10％から20％に引き上げられました。
– 本店費用は、インドの事業による売上高合計の 0.5％まで控除され

ます。

居住地国に関する規定
　課税年度においてインドに実質的管理の場所を有する法人はその課
税年度においてインド居住者とみなされる予定です。実質的管理の場所
とは、以下を指します。

・ 取締役会または取締役が意思決定を下す場所
・ 取締役会が、取締役または役員の商業的・戦略的意思決定を承認する

場所である場合、当該取締役または役員が役割を果たす場所
・ 租税回避防止を目的として、被支配外国法人（CFC）ルールの導入が提

案されています。当該ルールが導入されますとインド居住者により直
接または間接に所有されているCFCの受動的所得が当該インド居住

者の課税所得に合算されてインドで課税されるようになります。
・ 対象となるCFCとは以下の条件を満たす外国法人を言います。

– インド居住者により外国法人が支配されている場合。この場合にお
ける「支配」とは、一人または複数のインド居住者がその会社の議決

新直接税法
添付資料3

新税法 （ルピー） 税率

200,000* 以下 なし 

200,001 から 500,000 10％ 

500,001 から 1,000,000 20％

1,000,000 超 30％ 

*高齢者の場合、250,000ルピー以下は非課税となり、250,001ルピーから 500,000ル
ピーまでの所得については10％の税率が適用されることが提案

されています。
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権または持分の50％以上を直接または間接に保有している場合。
– その外国法人の居住地が低課税国である場合。例えば、その国にお

ける租税債務がＤＴＣの規定を基に再計算した租税債務の50％以
下である場合。

・ CFCルールが適用される場合には、インド居住者の課税所得にCFCの
純利益（受動的所得に限られない）が保有割合および保有期間の割合
に応じて配賦されます。

・ CFCルールは、判定対象となる外国法人が上場している、「活発な活動
または事業」に関与している、または250万ルピー超の所得がない場
合は、適用されません。

・ なお、CFCの判定の際に、CFCの判定会社がほかのCFCへの商品・サー
ビスの提供により50％以上所得を稼得している場合には、「活発な活
動または事業」を行っているとはみなされません。

・ CFCルールに合わせた外国税額控除制度の整備はなされていません。

国内税法に対する条項
・ DTCまたは租税条約のうち、納税者に対して有利な方が優先適用され

る予定です。ただし、以下の場合が除かれています。
– 租税回避行為対策規定（GAAR）が適用される場合
– CFCルールが適用される場合
– 支店利益が課税される場合

支店利益税
　支店利益税が導入される予定です。外国法人のインド支店の利益に対
して、支店利益税として追加で15％の税率で課税される予定です。恒久
的施設（PE）またはインドに所在する不動産から生じるインド国内源泉
所得が支店利益税の課税対象となる予定です。PEは租税条約に規定さ
れているものと同義に定義されており、サービスPE、設備PE、保険エー
ジェントPEも含まれています。

そのほか重要な改正案
・ 非居住者へのインド国内源泉所得の支払の際に適用される税率
・ ロイヤリティと技術サービス料の税率が総額ベースで20％まで引き

上げられることが提案されています。
・ キャピタルゲインに対する税率は 30％とすることが提案されてい

ます。
・ 法人税（内国法人および外国法人）の税率は30％とすることが提案さ

れています。
・ 用語の定義の範囲が広まる予定です。
・ 技術役務提供料には、デザイン、図画、ソフトウエアまたは同様のサー

ビスの開発の検討および転写に係る報酬も含まれる予定です。
・ ロイヤリティには船舶、航空機の使用料、生放送の報酬も含まれる予

定です。
・ 一定の所得は、支払いがインド国外で行われたとしても、若しくは役

務提供がインド国外で行われたとしても、またはインドが所得の起因
とならない場合であっても、インド国内源泉所得としてみなされる予
定です。

国内税法
法人税
　DTCでは、30％の法人税率および事業損失の無期限の繰越が提案さ
れています。税額計算を合理化・簡素化する目的で、DTCは事業所得の
計算方法の改正を提案しています。当該改正では、現行の「調整後営業利
益」からいくつかの先進国やASEAN諸国で適用されている「法人所得費
用モデル」への変更が提案されています。また、DTCでは、配当に対して
課する配当分配税の税率を15％としています。

計算方法
・ 法人所得費用モデルに基づく事業所得の計算方法は、以下のとおり

です。

売上総利益 XXX
減算:事業支出
営業支出（事業目的のための全ての支出を含む） XXX
金融諸費用（利息手数料などを含む） XXX
資産コスト（減価償却、前受収益に対応する費用など） XXX
課税対象事業所得 XXX

・ 事業資産は投資資産と区別され、さらに棚卸資産と事業資本資産に分
類されます。

・ 自社開発の科学関連のR&D支出に対して200％の特別控除が全ての
産業に適用されます。

・ 総合償却により減価償却計算を行うため、単体では資産が既に存在し
ない場合であっても期末簿価の減価償却を行います。

・ ファイナンスリースの場合には、借手側で資産コストの控除を行い
ます。
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配当分配税（DDT）
　現行税率の15％が適用される予定です。

免税、優遇税制および新スキーム
・ 利益ベースでの優遇措置が廃止され、費用・投資ベースでの優遇税制

が以下の事業に適用されます。
– 電力の発電、送電、または配電
– インフラストラクチャー設備の開発または運営および維持
– 特定区域の病院の運営および維持
– 果物および野菜の貯蔵処理ならびに梱包
– 国家をまたぐ、天然ガス、原油、石油、パイプライン、流通網（保存設

備を含む）の設置および運営
– コールドチェーン施設の設置および運営
– 農業用倉庫の設置および運営
– 2010年4月1日以降のインドにおける二つ星以上の新しいホテル

の運営
– 2010年4月1日以降のインドにおける100床以上のベッドを有す

る新しい病院の運営
– 2010年4月1日以降に開始されたスラム再開発または再建の規定

されたスキームにおける公営住宅の開発
– 鉱油および天然ガスの調査・生産
– SEZの開発、SEZ内企業
　輸出型、利益型の税制優遇は廃止されます。ただし、現在当該優遇を
受けている納税者は、以下のとおり引き続き優遇を受けることができ
ますが以下の事業に適用されます。
– インフラストラクチャー会社の2012年3月31日まで のプロジェクト
– SEZ開発業者が2012年3月31日まで に告知したプロジェクト
– 2014年3月31日までに営業を開始したSEZ内企業

キャピタルゲイン
・ キャピタルゲイン課税について、大規模な改正が提案されています。

優遇税率が廃止され、すべてのキャピタルゲインが通常の所得とみな
され、通常の法人税率で課税される予定です。また、公正価額決定の基
準日が2000年4月1日に変更されます。自社創設資産や取得原価を
把握できない場合における取得原価はゼロとみなされます。

・ 事業資本資産の譲渡は、事業所得として課税されます。証券取引税
（STT）課税は継続する予定です。1年を超えて保有した会社株式また
は株式ファンドの株式に売却に伴ってSTTが課税される場合には、
キャピタルゲイン課税はされない予定です。

・ 保有期間が1年未満の会社株式または株式ファンドの株式の売却に
伴ってSTTが課税される場合には、キャピタルゲイン課税の際にキャ
ピタルゲインの金額を半分にする特例が認められる予定です。非法人
形態の組織からの脱退に伴う資産の取得原価については別途規定が
整備される予定です。

M&A
・ 土地または建物の譲渡に係る印紙税の課税標準は譲渡対価の金額と

されています。その一方で、当局は局内の評価担当者に課税標準算定
の目的で土地または建物を評価させることができます。

・ 持株会社から子会社への資産の譲渡に係る譲渡益は一定の要件を満
たした場合には免税になります。免税を適用後、その後の事業年度に
おいて一定の要件を満たせなくなった場合には、資産を譲渡した事
業年度に遡って譲渡益が課税されます。一方、DTCでは、納税者が一
定の要件を満たせなくなった事業年度にて譲渡益を課税することが
提案されています。これにより、修正申告書を提出する必要がなくな
ります。

・ 組織再編税制の適用範囲は居住者間の組織再編のみにその範囲が狭
められています。

・ 現行の所得税法では分割の対価として分割法人の株主 に発行する株
式について明確な規定がありませんでした。DTCではその部分につい
て手当がなされる予定です。

・ DTCでは、会社分割において、事業継続の要件を満たす場合に、繰越欠
損金の引継を認めています。現行の所得税法ではそのような引継ぐた
めの要件はありません。

・ DTCでは個人事業主またはパートナーシップが法人へ組織変更した
場合に一定の要件を満たすことを条件に繰越欠損金の引継ぎを認め
ています。現行の所得税法にはこのような規定はありません。

・ DTCでは非法人形態の組織からの脱退に伴う出資払い戻しに対する
課税についての規定が明文化されました。

事業譲渡
　事業譲渡による利益は、キャピタルゲインとして課税される予定です。

個人所得税—居住形態
　居住者の居住形態として“非永住者”の廃止が提案されています。個人
は非居住者または居住者のみに区分され、居住者のうち過去9年間非居
住者だった者は居住者に区分された課税年度から連続する2課税年度
においてインド国外源泉所得が課税対象から除外されます。

外国機関投資家（FII）
・ FIIによって稼得された所得は、キャピタルゲインとして課税されます。
・ FIIに支払われた上場株式売却の対価は、源泉徴収課税の対象とはなり

ません。
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投資信託
・ 株式投資信託の分配については、5％の分配税が課される予定です。そ

して、株式投資信託の分配を受ける投資家は課税されない予定です。
・ そのほかの投資信託による分配は投資家が課税され、分配の際には分

配税は課税されない予定です。

銀行
　貸倒引当金の金額は、規定にさらに算出された平均貸出金額の1％が
税務上の繰入限度額になる予定です。

保険会社
　生命保険事業による所得は出資勘定を基に調整を加えた計算された
利益であり、30％（以前は12.5％）の税率で課税される予定です。

・ そのほかの保険事業による所得は会計上の利益に所定の調整を加え
た利益と定義される予定です。

・ 外国法人がインド国内を保険対象とする保険料または再保険料を受
け取った場合には、その保険料および再保険料に対して20％の税率
で課税する予定です。

・ 生命保険会社による、認可出資型生命保険スキームに基づく保険契約
者への分配は5％の税率で課税される予定です。当該税金は、ULIPス
キームを課税のターゲットにしていると考えられます。

信託
・ 信託課税の規定が簡素化され、不整合で複雑であった規定は削除され

る予定です。
・ 信託に対して累進税率で課税する規定は削除されました。

ベンチャーキャピタルファンド（VCF）
およびベンチャーキャピタル会社（VCC）
・ 現行のVCFおよびVCCに対する現行の課税は存続する予定です。ベン

チャーキャピタル事業は9分野で認められており、今後ほかの事業が
追加規定される可能性があります。

・ VCFおよびVCCの所得は、VCFおよびVCC自体ではなくVCFおよび
VCCの投資家が課税される予定です。
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インドの法規制
添付資料4

法規制の名称 規制の内容

1996 年　仲裁・調停法 当事者間の紛争における代替手段に関する法令

1994 年　中央物品税法 インドにおける物品の製造・生産への課税を規定

1956 年　中央売上税法 すべての州の間の売上の課税を規制

1956 年　会社法 すべての企業を規制

2002 年　競争法 自由で公正な市場競争を確保する規定

1986 年　消費者保護法 悪徳業者 / 製造業者からの消費者保護に関する法令

1962 年　関税法 輸出入に係る規定

1975 年　関税率法 すべての国際貿易に関する取引に対し、国際的に採用されている統一国際貿易商品分類（ HSN）に基づく
物品分類を統一化

2010 年　直接税法案 税率の緩和と税法の簡素化を目的とする富裕税および所得税を含む全ての直接税が直接税法案で検討さ
れている

1986 年　環境保護法 環境保護対策に関するフレームワークを設定

1948 年　工場法 工場労働の規制

1999 年　外国為替管理法 外国投資を含む外国為替取引の規制

1872 年　インド契約法 インドでの契約に関する法令

1961 年　所得税法 法人および個人の所得税に関する法令（居住者および非居住者を含む）

1951 年　産業紛争法・労働者補償法 紛争を取扱う労働法

1951 年　産業（発展・規制）法 特定の産業の発展・規制を規定

1999 年　情報技術法 電子取引を規制する法令

2008 年　有限責任事業組合契約に関する法案
事業組合の組織上の柔軟性に共同出資者の有限責任のメリットを組み合わせ、新たな事業体形態を設定。
大手企業を対象とする詳細な法的な手続上の要件を免除することにより、当該企業体に事業上の柔軟性
を提供

2002 年　マネーロンダリング法 マネーロンダリングの防止およびマネーロンダリングによる、またはマネーロンダリングに関する財産
の没収を規定

特許法・著作権法・商標権法・意匠法 知的財産権の保護

2005 年　情報公開法 全市民に公的機関が管理する情報への閲覧権を提供し、各公的機関業務の透明性および説明責任を促す。
中央情報委員会と州政府情報委員会の憲章を提供

1992 年　インド証券取引委員会法 有価証券の投資家の利益保護および証券市場の規制に関する法令

2005 年　特別経済区域法 輸出を促進、また輸出に係る事項や輸出に付随する項目に関し、特別経済区域（ SEZ）の設立、開発、管理
を規制。また、経済特別区の開発者や特別経済区域に財政的、経済的優遇措置を提供
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　インドには、デリー、ムンバイ、アーメダバード、プネ、ハイデラバー
ド、バンガロール、チェンナイ、コルカタ、ブバネシュワルの9 都市に
PwC のメンバーファームがあり、私たちのネットワークは総勢6,300 名
以上のスタッフを抱えるインド最大のプロフェッショナル サービス集
団です。2008 年10 月に日系企業コンサルティンググループをデリー
に設置し、会社設立など進出時対応から監査、税務、アドバイザリー業務
など総合的なコンサルティングサービスまで、日本語でサービスを提供
しています。
　また2011 年4 月からはムンバイに、2013 年1 月からはバンガロー
ルに、同年11月からはチェンナイにも日本人駐在員を配置し、体制を強
化いたしました。金融都市ムンバイにて、銀行業、保険業、証券業、NBFC

（非銀行系金融会社）に対するサポート、バンガロール・チェンナイに
て、自動車およびその他産業に対するサポートの充実ならびに海外進出
のサポート業務に関しましても、日本語にて包括的にサポートしていま
す。さらに、インド金融市場・金融規制、インド自動車市場に関する調査・
分析・情報発信をしています。より詳しい内容に関しましては、前頁のお
問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。 
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