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第1章　はじめに

インドは、購買力平価換算のGDPにお
いて世界で3位に位置しています。また、
インドの人口は12億人に達し、世界で
2位となり、労働人口はそのほぼ3分の
2を占めています。高齢化が進む世界に
おいて、インドは将来の人材の宝庫と言
うことができます。

新政府が発足し、インドは確固たる
経済成長の時代へと突入しました。経
済活動の中心となる人口が増加するに
つれて、経済格差縮小と共に経済も拡
大する、理想の成長をたどっていくこと
が期待されています。安定した民主主
義政府と比較的自由な市場経済のイン
ドは、魅力的な投資先の一つになりま
す。以下の項目がその兆候と言うこと
ができます。

・�政府は、インドを魅力的な世界的製
造拠点とすることを目指し、経済成
長と雇用創出促進のため、「Make�in�
India」プロジェクトを打ち出しました。
製造業の占めるGDPの割合を15％か
ら25％に拡大することを目的としてい
ます。

・�S&Pは、新政府着任後120日以内に、
インドのソブリンアウトルックの格
付けを「Negative」から「stable」に
格上げしました。1人当たりの実質
GDPは、来年までに成長率5％となり、
2017年にはUSD2,000米ドルを越える
と予想されています。

・�IMFはインドの経済成長予測を2014-
15年は5.4％、2015-16年は6.4％と据
え置き、これはインド政府による2014
年経済調査の成長率予測5.4％から
5.9％と整合しています。IMFは2014
年、2015年の経済先進国の成長率が
それぞれ1.8％、2.4％、発展途上国の
経済は4.6％、5.2％と予測しています。
インドは中国に続き最も早い経済成長
を遂げている一方で、他の発展途上国
であるロシア、ブラジル、メキシコ、
南アフリカの2014-15年成長率は4％
よりも低く、2019年まででも5％の成
長率に達しないと言われています。

〈経済成長率〉
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マクロ経済

鉱工業生産指数（IIP）は上昇傾向を
示しています。2014-15年の第1四半期
は、製造業は前年同期が1.1％の減少に
対して3.1％の増加となりました。資本
財生産も、前年同期の3.7％の減少から、
2014-15年も第1四半期は14％の増加と
なりました。資本投資のサイクルは、減
少から増加傾向に変化したと言えます。

工業生産に不可欠な基本財および中間
財も同様の傾向が見られます。2013-14
年の製造業は0.8％の減少、工業生産全
体は0.1％の減少にとどまったことから、
この供給サイドの変化は注目に値します。

加えて、消費者需要の回復は経済成
長をさらに加速しています。政府も投資
を促進する政策を打ち出しています。

インドはマクロ経済対策を打ち出して
きており、インフレーション、経常赤字、
財務状況のなど課題はありますが、政
府はこれらの構造的問題の解決策を実
行しています。

不安定な物価は将来の投資計画に影
響します。2010-11年から始まったイ
ンフレーションはほぼ10％に達し、深
刻な問題の一つとなっています。過去�
4年（2010-11〜2013-14）の平均WPI
インフレーション率は8％で推移し、過
去10年（2000〜2010）の平均5.4％と
比べて著しく上昇しています。食品のイ
ンフレーション率はさらに高く全体のイ
ンフレーションの大きな要因となってい
ます。

食品以外では、世界の商品価格の上
昇が、燃料や電力価格の上昇の要因の
一つとなっています。一方、WIPの3分
の2を占める製造業インフレーションは
一定の幅を維持しており、2013-14年は、
2010-11年のピーク時に比べて6％前後
と、改善しています。製品価格の上昇率
は3％となりましたが、食品インフレー
ションはいまだ高く、12.7％を記録し、
近年の政府の議論の主な争点となってい
ます。ただし、今期の第1四半期は、全
体は5.6％、食品は8.7％に減少しました。
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今期はインフレーションは緩和する
兆候があります。一つは、世界の石油
市場のボラティリティーの減少です。安
定した世界の石油価格は、政府の経常
赤字を改善し、インフレーション率に
もポジティブな影響を与えると言えま
す。インドのインフレーションは供給
サイドの兆候とも言われています。イ
ンド政府が優先的に取り組んでいる政
策には、エネルギー価格の自由化、公
共福祉政策の効率化と農民サポートの
合理化、APMC（Agricultural�produce�
marketing�committee）法の強化、経常
赤字の削減などが挙げられます。

2014-15年度の税制改正では、政府
は国内の倉庫インフラを整備するため、
500億ルピーの予算を “倉庫インフラス
トラクチャー資金” に割り当てました。
食糧の無駄をなくし、食品加工業を促
進するため、財務省は食品加工とパッキ
ング産業において、物品税を10％から
6％に下げました。これらの政策は、供
給サイドのインフレーション抑制の対策
の一部と言えます。二つ目のインドのマ
クロ経済面での課題は、経常赤字（商
業およびサービスにおける輸出と輸入
の差）です。2000-01年では1,150億ル
ピーでしたが、2012-13年には4兆7,960
億ルピーに達しました。GDPにおいては、
2000-01年は0.5％、2012-13年には4.7％
を占めています。経常赤字はマクロ経済
において、通貨の切り下げ圧力、国内市
場の競争力低下、外貨準備の低下など
の不安定な状況の要因になります。

さらに、投資家は経済だけでなく通
貨に対しても信用を失い、実際にインド
において他国通貨と比べてルピーの価
値が著しく下がるという局面もありまし
た。インド政府と中央銀行は経常赤字
改善のための方策として、輸出の促進
や金などの高価な嗜好品の輸入の抑制
を行っています。

政府の政策の結果、2012-13年の1年
で経常赤字は60％縮小に成功し、今期
もさらなる縮小を目指しています。世界
の原料価格の低下が経常赤字縮小に大
きく貢献したと言えます。

三つ目の課題は、政府の財政赤字で
す。財政赤字もマクロ経済において、
高い経常赤字、高いインフレーション、
政府の負債増加、高い利子などの要因
となり、投資家の意思決定に影響を与
えます。国際格付け機関も、ソブリン
の格付けに財政赤字を判断項目として
重要視しています。インドは、FRBM
（Fiscal� Responsibility� and� Budget�
Management）�法にて、財務状況を管理
していますが、2007-08年に、財政赤字
はGDPの3％以下でしたが、グローバル
経済が拡大するに従い2009-10年には
6.5％まで上昇しました。しかしながら、
2013-14年には4.5％に低下し、2014-
15年には4.1％、2015-16年までには3％
をターゲットにしています。

政府は財政赤字対策として、石油価
格の規制緩和、ターゲットを定めた補助
金、LPGシリンダーの制限などを開始し
ました。世界の石油価格の急激な上昇
がない限り、予算案に掲げた目標を達
成することは可能と見られています。

マクロ経済の安定および外的ショッ
クに対する耐久力と経済的楽観性から、
インドは世界において魅力的な投資先
となる潜在的な可能性が多いにあるとい
えます。
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【予算案（2014-15年）：主な投資促進政策】

• �防衛産業におけるFDI制限が49％に増加（インド企業による運営およびFIPBの事前承認ルートであること）。
• �財務省は保険業のFDI制限が26％から49％に増加（インド企業による運営およびFIPBの事前承認ルートであること）。
• �製造業へのFDIは100％自動認可ルートにて認められており、追加承認なく全ての商品を小売を通して販売が可能。（Eコ
マースを含む）
• �不動産業へのFDIの条件が緩和－最低建設面積が、50,000平方メートルから20,000平方メートルに減少。最低資本金が、
1000万米ドルから500万米ドル（3年間のロック期間）に縮小。また、最低建設面積と最低資本金の条件は、コストの
30％を低価格の住宅建設プロジェクトに当てる住宅建設の場合は適用されない。
• �中央政府は、2014年12月31日までに、各省庁および部署に、E-bizの導入を要請し、全ての承認プロセスをオンライン化
および24時間対応とする。
• �National�Industrial�Corridor�Authorityが設立され、全ての産業大動脈構想を輸送設備が整備されたスマートシティー化
に向けてコーディネートを行う。
• �SEZの促進
• �現状の空港、港湾、追加の13の空港および14の港湾に、24時間の関税クリアランス設備を提供
• �財務省は、輸入業者および輸出業者の関税クリアランス機能として、‘Indian�Custom�Single�Window�Project” を提案。
• �インフラストラクチャーの問題は投資意思決定において重要と認識し、政府は予算案にて以下提案。
　 – PPPの契約構造などの課題を改善しつつ、インドにおいて3Pの設立を促進
　 – 16の新しい港湾を設立
　 – �物流網の改善のため、‘Jal�Vikas�Marg’（ガンジス川上のアラハバードからハルディア間1620kmに及ぶ水路開発プロ
ジェクト）を提案

　 – PPPにて、Tier�I、Tier�II都市に空港の開発を提案
• �不安定な税務政策を改善し、インドでのファンド運営を促進
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第2章　インドの外国投資規制

インド政府は1991年産業政策の発表
から、外国投資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
・�政府機関、民間機関の宝くじ、オンラ
イン宝くじなど
・�カジノを含むギャンブル、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

その他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）ま
た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、また
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、技術ロイヤル
ティーの支払いを除く］
・�バングラディシュ籍、パキスタン籍市
民・企業による投資
・�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
般的には他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。
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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。

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。

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。その他セクターや海
外直接投資にかかわる条件はありませ
ん。LLPに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、以下の株式買収の場合、RBI
の事前承認は不要となりました。

・�非居住者から居住者への、SEBIの規
定もしくはガイドラインに基づく評価
に準拠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。

・�株式の時価評価は、独立企業間価格
に基づいた国際的に認められた価格
設定方法によってなされなければな
らない。また、インドの株式市場に上
場していない未上場企業の株式の場
合は、Chartered�Accountant、もしく
はSEBIに登録された商業銀行によっ
て証明される必要があります。しかし
ながら、上場企業の株式譲渡の場合、
対価は、SEBIガイドラインによって定
められている優先株式割り当ての価
格を下回ってならず、さらに上場、非
上場問わずインド企業の株式を非居
住者から居住者への譲渡する場合は、
上記の価格を上回ってはなりません。
・�定款に記載したとおり非居住者（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。
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非居住者から居住者への株式譲渡の
場合（上場、非上場問わず）、対価は譲
渡できる最低価格を上回ってはなりま�
せん。

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、
全ての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
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1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。

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、FII、FPI（Foreign�
portfolio�investor）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 ／ FPIの合
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 ／ FPI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に行った全ての投資は、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。Banking�
Companies�（Acquisition�and�Transfer�
of�Undertakings）�Act�1970/1980に
準ずる必要があります。
　�民間銀行：FDIは74％出資を上限とし
て認められています（49％出資まで
は自動認可ルート、それを超える場
合は事前承認ルート）。74％の上限に
は、FII ／ FPIによるポートフォリオ投
資、株式公開（IPO）、私募、GDR ／
ADR、既存株主からの株式取得、を含
みます。また、いかなる場合において、
払込資本の最低26％は、居住者が株
主である必要があります。（外国銀行
の100％完全子会社の場合を除く）

ただし、FDIの許容上限内においても、
FII ／ FPI、NRIsのポートフォリオ投資に
関しては、別途上限が設けられています。
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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
わないその他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。その他の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
るその他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。

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。
・�地上業務取り扱いサービスは、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％が認められています。
・�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、
その他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。
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・�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

自動承認ルートにて、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。FII／FPI投資は、
23％が上限となっている一方、FDI出資
は26％が上限と定められています。FII
／ FPIの投資は流通市場におけるものに
限定されています。非居住者が5％を超
えて株式を保有することはできません。

信用情報会社（CIC）

CICに対する海外からの投資は、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。

・�RBIの認可の取得
・�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、その他要件を充足
する必要あり）
・�FPI投資は、単一事業体が直接、も
しくは間接的に10％以下の株式保有
に限り、1％を越える株式取得はRBI
に報告する必要がある。また、FII ／
FPIは、株式比率によって取締役会の
権限を保有してはならない。

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49％まで認められます。
ただし、49％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。さらに、単独のインド株主が
最低51％を保有する必要があります。

FDI制限の49％は、全ての種類の外
国投資を含みます。ただし、FPI、FIIs、
NRI、QFIによるポートフォリオ投資は、
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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カ月以内に払い込み）

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はその他
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（re-
gasification）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

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
認められています（FIIによる投資は
26％）。ただし、FIIによる投資は、2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。

インド企業株式の24％を上限に、自動
承認ルートにて認めらます。

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
から他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。

鉄道インフラストラクチャー

以下の鉄道に関するインフラストラク
チャーの建設、運営、メンテナンスは、
100％ FDIが認められました。

・�PPPによる回廊プロジェクト
・�高速鉄道プロジェクト
・�貨物鉄道
・�貨物車両や客車を含む車両製造、メ
ンテナンス設備
・�鉄道の電子化
・�信号機システム
・�旅客ターミナル
・�工業団地内の鉄道に関係するインフ
ラストラクチャー
・�高速輸送システム
・�49％を越える鉄道インフラストラク
チャーの建設については、プロジェク
トごとに内閣防衛諮問委員会より承認
が必要

保険業

保険セクター（保険会社、保険ブロー
カーなど）は保険規制開発局（IRDA）
の認可を条件に、自動認可ルートで
49％出資を上限に認められています。

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
に従って、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。
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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、ソフトウエア開発、
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、その他コ
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
およびその他技術事業。

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％

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�開発義務はサービス
ハウスの場合、10エーカー、建築
面積は50,000エーカー
– �最低資本金は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出資の全額は、
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

・�それぞれの開発の最低50％の各種承
認手続きは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。

のFDIが認められています。ただし、政
府の事前承認を得た特別の状況を除き、
競合禁止条項は認められません。

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、全てのタイプのISPライセン
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
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。
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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、各組織団体やその他プロフェッ
ショナル事業、その他卸売企業あるい
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、全て
の詳細を記録しなければなりません。
・�企業はB2Bビジネス、小売りではなく、
もしくはEコマースに従事している。
（FDI規定が適用）

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が認められています。

– �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、
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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、カルナタカ州、マハー
ラーシュトラ州、マニプール州、ラジャ
スタン州、ウッタラカンド州、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。

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。

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、2013年会社法の規
定はLLPには適用されません。

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。

駐在員事務所は、100％のFDIが自動
承認ルートで認められているセクターを
主要事業としている外国企業の場合RBI
の事前承認にて設立することができま
す。その他の場合は、中央政府の承認
を得なければいけません。

駐在員事務所を設立を検討している
外国企業は、最低USD�50,000の自己資
本と、自国での直前の会計年度3年間の
利益を示す業績がなければなりません。

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はプロジェクトを遂行するために
インド企業との契約を締結した、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。さらに、以下のいずれか
の条件を満たす必要があります。

・�プロジェクト資金は、海外から送金さ
れる
・�プロジェクト資金は、二国間、もしく
は多国間の国際資金援助機関から提
供される
・�プロジェクトは適切な機関からの承認
を得ている
・�プロジェクトを遂行する企業は、公的
金融機関、もしくはインドの銀行から
ローンを提供される

上記の条件が満たされない場合、外
国企業はRBIから承認を得なければなり
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ません。また、パキスタン、バングラデッ
シュ、スリランカ、アフガニスタン、中国、
香港、マカオにて登録された企業には
プロジェクトオフィス設立に際して自動
承認ルートは認められず、RBIから事前
承認を得る必要があります。

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やソフトウェア開発サービス
・�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

支店は、100％のFDIが自動承認ルー
トで認められているセクターを主要事業
としている外国企業の場合RBIの事前承
認にて設立することができます。その他
の場合は、中央政府の承認を得なけれ
ばいけません。

支店を設立を検討している外国企業
は、最低USD�100,000の自己資本と、自
国での直前の会計年度3年間の利益を示
す業績がなければなりません。

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。

また、支店は登記所に登録し、駐在
員事務所は、警察庁に対して一定の報
告を行わなければなりません。
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第3章　�インドの資金拠出�
形態オプション

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、債券保有者やその他債
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
り当てに際しては、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。

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）

ECBとは、最低3年満期の非居住者か
らの商業ローン（銀行ローン、バイヤー
ズ・クレジット、サプライヤーズ・クレ
ジット、証券化証券）を指します。

外国為替管理規制において、ECBを通
して資金調達するには、自動認可ルート、
事前承認ルートの二通りです。事前承
認ルートにおいてはRBIの事前承認が必
要です。自動認可ルートは、外国為替
管理規制法に定められたとおりに事後
報告をする必要があります。

ECBは、産業セクター、インフラスト
ラクチャーセクター、一定のサービスセ
クター（ホテル、病院、ソフトウエア）
においては自動認可ルートが認められて
います。（ただし、自動認可ルートの適
格性に疑いのある場合は、事前承認ルー
トを検討することを推奨します）

ECBは、セクターごとに以下の上限に
てルピー建てあるいは外貨にて利用す
ることができます。

・�自動認可ルート下のインフラストラク
チャー、産業セクター：7億5000万米
ドル
・�自動認可ルート下のサービスセクター
（ホテル、病院、ソフトウエア）：2億
米ドル
・�NGOを含む自助グループ、マイクロク
レジット、マイクロファイナンス機関：
1000万米ドル

ECBは、国際金融機関、設備サプライ
ヤー、外国株主など、一定の貸し手のみ
提供可能です。外国株主からECBを取得
する場合、その株主は最低25％以上の株
式を保有している必要があります。500
万米ドルを越える外国株主からのECBの
場合、ECBは直接投資額の4倍を超えて
はいけません。間接株主からのECBは、
その株主が少なくとも51％の株式を保有
している場合、認められます。貸し手と
借り手の親会社が共通の場合、グループ
会社間のECBも認められています。

ECBの最低満期は、2000万米ドルを
越えない場合は少なくとも3年、越える場
合は5000万米ドルまでは5年となります。

外国為替管理法は、ECBによる借り入
れコスト（利子など）の上限を定めてお
ります。

平均満期 合計コスト

3年から5年 6カ月LIBOR + 
350 basis points

5年以上 6カ月LIBOR + 
500 basis points
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その他のコミットメントフィー、前払
いフィー、その他インドルピーで支払う
フィーや源泉税は合計借り入れコストか
ら免除されます。

ECBは使用用途には規制が設けられて
います。ECBは、資本財の輸入（Foreign�
Trade�Policyにより規定）、新規プロジェ
クトの遂行、既存製造ユニットのリノ
ベーション、拡大（土地取得を含む）
などに使用可能です。ECBは以下の用途
では認められていません。

・�貸し付け、資本市場への投資、もしく
はインド企業の買収
・�不動産業およびインドルピー建て借り
入れの返済

借り入れ適格者は以下の条件のもと、
外国直接株主から運転資金を含めた一
般事業目的のために、最低満期7年の
ECBを活用することができます。

・�貸し手の株主は25％以上の株式を保有
・�ECBは認められた用途以外の他の用途
に使用してはならない
・�返済は満期完了の7年以降に開始しな
ければならない
・�満期以前の返済は認められない

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、借入登録番号が付与され、か
つその他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。

強制転換権付優先株式・社債

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。適用されるガイドライ
ンは以下のとおりです。

・�価格の保証のない強制転換権付優先
株式のみ、適格証券として扱われます。
・�任意転換に関する条項は、強制転換
付優勢株式および社債のみ、FDI規定
および以下の条件のもと認められま
す。
– �ロックイン期間は、最低1年、もし
くはFDI規制において規定されてい
る期間（防衛、建設セクターは3年
間と規定）、どちらか長い期間
– �ロックイン期間は、これらの証券が
割り当てられた日、もしくはFDI規
制において規定された日から効力を
持つ
– �ロックイン期間後、非居住者の投資
家はRBIによる価格設の規定に基づ
き、変換が可能

2007年5月以降に発行された全ての
種類の優先株式および社債は、負債と
みなされ、ECBに関する規定、価格設定
に関する規定、満期規定などが適応と
なります。

・�優先株式の配当は、財務省によって規
定された制限を超えてはならない。（現
在は、State�Bank�of�Indiaのプライム
ローンから300�basis�pointを上回って
はならない）
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一部払い込み済み株式�
およびワラント

FDIおよびFPIとして、一部払い込み
済み株式およびワラントは、2013年会
社法、SEBIガイドラインの規定に沿って、
発行が可能となりました。

価格設定、変換式、ワラントは事前
に決定する必要があり、対価の25％（プ
レミアムを含む）は事前に受領する必
要があります。残りの部分は、一部払い
込み済み株式の場合は12カ月以内、ワ
ラントの場合は18カ月以内に受け取ら
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
の他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。
– �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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第4章　外国為替管理規制

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、
その他の全ての取引を指します。

禁じられているもしくは事前承認が必
要となる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を受け
るインド企業は、それ以外のインド法人
と同等に取り扱われます。従って、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・
ジョイントベ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、適用される税金をインドにて負担
することを条件に、インド国外で開設さ
れる外貨建口座での給与の受取もしく
は外国の家族に対してインドで受領した
給料の全額を送金することができます。
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もり、
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％を超える払戻額のうちい
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
・�レースや競馬その他の趣味の所得
・�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ベン
チャーや100％子会社への出資として
の輸出コミッションの支払
・�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の支払
（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
・�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付
・�通貨の輸出入
・�インド国内外の自由化されたインド居
住者に対する送金スキームにおける
不動産の譲渡または取得

FEMAにより、居住者は当座勘定取引
または資本勘定取引、または両取引の
組み合わせについて、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月の12カ月間）
125,000米ドルまで送金することができ
ます。LRSスキームにおいて直接または
間接的なインド国外での不動産の取得
は、2014年7月17日より認められてい
ます。

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
100％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
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125,000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400％
（2013年は100％でした）が財務上のコ
ミットメントの上限となりました。ただ
し、インド企業の財務上のコミットメン
ト総額が自動認可ルートにおける適格
制限以内（すなわち直近の貸借対照表
監査日時点における純資産の400％以
内）の場合でも、財務上のコミットメン
トが10億米ドルもしくはそれ同等額超
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。

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。

ロイヤルティーとノウハウ

インド企業は、商標および技術ロイヤ
ルティー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、配当宣言をするインド企業に
よる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�bank）
の許可が必要です。外国企業のプロジェ
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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第5章　インドにおける直接税

概要

インドにおいて所得税を課し、徴収
し、管理する権限はインド憲法によって
中央政府に付与されています。インドで
は、中央政府によって施行された所得税
法（1961年）によって課せられます。所
得税規則（1962年）には、所得税法の
規定に従うための具体的な手続きが記
載されています。所得税法は、中央政府
の財務省の下にある直接税中央理事会
（Central�Board�of�Direct�Taxes）によっ
て管理されています。直接税中央理事会
は、所得税法の適切な執行のため、さま
ざまな通達、指示、通知を随時発行します。

納税者、および申告書提出期限

インドにおける課税事業年度は4月1
日から翌年の3月31日となっています。
国際取引、または一定の国内取引に係る
会計士による移転価格報告書を提出す
る必要のない企業については、課税事
業年度が終了した年の9月末までに申告
書を提出する必要があります。前述の移
転価格報告書を提出する必要のある企
業については、課税事業年度が終了し
た年の11月末までに申告書を提出する
必要があります。

企業の居住者性

インドで設立された法人、および支配・
管理がインド国内に所在する法人はイ
ンド居住者となります。

居住者／非居住者 基本税率 付加税 教育税 実質税率
居住者 30% 1億ルピー超の所得については、所得税

の10％、10百万ルピー超1億ルピー以
下の所得については所得税の5％、10
百万ルピー以下の所得については、なし

所得税と付加税（もし
あれば）の合計に対し
て3％

所得が1億ルピー超の場合：33.99％
所得が10百万ルピー超1億ルピー以
下の場合：32.445％
所 得が10百 万ルピー以下の場 合：
30.9％

非居住者 40% 1億ルピー超の所得については、所得税
の5％、10百万ルピー超1億ルピー以下
の所得については所得税の2.5％、10
百万ルピー以下の所得については、なし

所得が1億ルピー超の場合：43.26％
所得が10百万ルピー超1億ルピー以
下の場合：42.23％
所 得が10百 万ルピー以下の場 合：
41.2％
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工場建物 10%
器具備品 10%
生産設備機械（一般） 15%
コンピューター（ソフトウエアを含む） 60% 
自動車（自動車運送業に使用されているものを除く） 15%
無形資産（ノウハウ、特許、著作権、商標、ライセンス、フランチャイズ権、その他同
種の事業上、商業上の権利）

25% 

省エネルギー設備、環境汚染防止設備といった優遇設備についてはより高い償却率が
認められています。発電、送電事業については、別途下記をご参照ください。

 

企業における課税所得の範囲

インド居住者である企業については、
その全世界所得が課税対象となります。
非居住者である企業については、以下
の所得についてのみ課税されます；

・�インドで発生した所得
・�インドで受領された、または受領され
たと見なされた所得
・�インド国内に所在する資産から発生し
た所得、インド国内源泉所得、インド
国内の事業に関連して発生した所得、
インド国内に所在する資本資産の移
転によって発生した所得

インド国外で設立、または登記された
企業・法人の株式・持ち分については、
それら株式・持ち分の価値がインド国内
に所在する資産からもたらされるもので
ある場合には、インド国内に所在する資
産、または資本資産と見なされることと
なります。

事業所得

事業所得は全ての事業収益の合計か
ら、所得税法に規定される控除項目を
差し引くことで算出されます。

所得税法では、事業に関連する費用
として収益から控除できる経費項目を定
めています。これらの経費項目には、事
業所の賃借料や借入金に係る支払利息
などが含まれます。以下に掲げた費用に
ついては、経費として認められないこと
が明確にされています。－個人的な支出、
資本的支出（例外的に控除が認められ
ている一定の資本的支出は除く）、違法
行為のために要した費用、所得を隠蔽
するために要した費用、所得税、富裕
税その他の税金を回避するために要し
た費用

減価償却

課税事業年度内に保有・使用された
資産に対しては、以下の償却率による
減価償却が認められています。

新規資産については、当該資産が課
税事業年度内で180日以上保有・使用さ
れていた場合には1年分の減価償却が認
められています。それに満たない場合に
は、上記の半分の償却率を適用するこ
とになります。

加えて、製造業を営む企業が2005
年4月1日以降に取得、導入した新規の
製造設備、および2013年3月期以降に
おいては、発電、送電事業に供される
新規の機械設備に対して、取得価額の
20％の追加償却が認められています。

発電・送電事業を営む企業において
は、上記の償却率を使用することがで
きると同時に、所得税規則（1962年）
に規定される定額法償却の償却率を使
用することが可能です。当該償却率は
1.95％から33.40％とさまざまです。

投資による所得控除

2014年3月期、または2015年3月期に
それぞれ10億ルピー以上の新規設備投
資を行った場合には、取得価額の15％
の所得控除が認められています。

上記の恩典はその適用を範囲を拡大
すべく、2015年3月期から2017年3月期
の間に、それぞれ250百万ルピー以上の
新規設備投資を行った場合にも、取得
価額の15％の所得控除を認めることと
されました。

ただし、新規設備投資には以下のも
のは含まれないこととされています。イ
ンド国内外で既に使用に供されていた
機械設備（中古資産）、事務所スペース、
または住居・宿泊施設で使用される設
備、オフィス用品（コンピューター、ソ
フトウエアを含む）、自動車、および他
の法令により既に所得控除が認められ
たその他の機械設備。

当該所得控除を適用した機械設備につ
いては5年以上保有することが義務付けら
れており、5年未満で売却、または廃棄し
た場合には売却、または廃棄した課税事
業年度において、過去に適用した所得控
除が戻し入れられ、課税の対象となります。

CSR活動に要した�
費用の損金不算入

会社法（2013年）に規定されるCSR
活動に要した費用は、所得税法セクショ
ン37（1）�（事業目的の経費について損
金算入を認める一般規定）に規定され
る経費として認められず、損金に算入す
ることができません。ただし、別途所得
税法において個別に損金算入が認めら
れているCSR費用については、当該個別
規定に定める条件を充足する限りにお
いて、損金算入が認められます。

非居住者、または外国法人が受
け取る使用料、技術支援料に対
する所得税法における課税

インドに恒久的施設（Permanent�
Establishment）を有しない非居住者が、
居住者から受け取る使用料、または技
術支援料については、その総額に対し
て基本税率25％のインド源泉税（およ
び付加税、教育目的税）が課されます。

居住者によって支払われる使用料、ま
たは技術支援料の基礎となる権利、資
産または契約が、非居住者がインド国内
に有する恒久的施設に関連するもので
ある場合には、使用料、または技術支
援料の総額から経費を差し引いた正味
の所得に対して課税がなされます。

租税条約においてより低い税率が定
められている場合、また使用料・技術
支援料というものがより狭義に解されて
いる場合には、当該租税条約の規定が
優先して適用されます。
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使用料に係る課税に関する議論

「使用料」という表現は、全ての、ま
たはいかなる種類の資産、または情報の
移転に関して受領すべき対価と定義さ
れています。しかしながら、使用料の意
味、性質、範囲、および課税の可能性
についてはこれまで相応の議論がなさ
れてきました。それらの議論のうち、主
なものは以下のとおりです。

・�コンピューター・ソフトウエアの使用
に係る対価の支払いは、使用料と呼
べるのか。
・�使用料支払いの基礎となる権利、資
産または情報は、使用料の支払者に
よって直接利用されなければならない
のか、またはそれらの権利、資産また
は情報がインド国内に所在しなければ
ならないのか、そして使用料の支払者
によって、それらが管理・保有されて
いなければならないのか。
・�法令内で使用される「プロセス」とい
う用語の意味　など

上記のような議論に対応するため、
所得税法に規定される使用料の定義が
2012年に以下のとおりに改定され、当
該改定は1976年6月1日から遡及して適
用されることとされました。

・�コンピューター・ソフトウエアの使用、
または使用する権利に対する対価は
使用料であり、いかなる権利、資産ま
たは情報に係る権利の移転というもの
には、コンピューター・ソフトウエア

を使用するいかなる権利（ライセンス
の付与を含む）の移転が含まれ、当
該権利の移転の際の経路、移転方法
を問わない。
・�以下の条件を満たさなくとも、いかな
る権利、資産または情報の対価は使
用料である。
– �使用料支払いの基礎となる権利、資
産または情報が、使用料の支払者に
よって管理・保有されていること。
– �かかる権利、資産または情報が、�
使用料の支払者によって直接利用�
されていること。
– �かかる権利、資産または情報が、イ
ンド国内に所在すること。

・�「プロセス」という用語は、人工衛星
による送受信（あらゆる信号の人工衛
星への送信、増幅、および人工衛星か
らの受信に伴う変換を含む）、ケーブ
ル、光ファイバーその他類似の技術に
よる送受信を含み、当該送受信が機密
通信か公開通信であるかを問わない。

自己株式の取得に対する課税

自己株式の取得対価と発行価額の差
額に対しては、20％の税金（および付
加税、教育目的税）が追加で課され、
自己株式を取得した会社が負担すること
とされています。自己株式の取得対価を
受領した株主においては課税がなされ
ません。自己株式の取得における税金は
追加的に課されるものであり、自己株式
を取得した会社、および自己株式の取
得対価を受領した株主、いずれにおい
てもその他の税金の支払額から、当該自

己株式の取得に際して課された税金を
控除することはできません。

最低代替税

通常の所得税法の規定による税金の
支払額が、調整後の会計利益の18.5％
を下回る会社については、調整後の会
計利益の18.5％（および付加税、教
育目的税）の最低代替税（Minimum�
Alternative�Tax）が課されます。

納付した最低代替税は、所得税法の
規定に基づき、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。

会社以外の全ての者に�
適用される代替最低税

通常の所得税法の規定による税金の
支払額が、（所得税法の規定に基づく）
調整後総所得の18.5％を下回る（会
社以外の）者については、調整後総所
得の18.5％の代替最低税（Alternate�
Minimum�Tax）が課されます。納付し
た代替最低税は、所得税法の規定に基
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。

個人、ヒンズー非分割家族（Hindu�
Undivided�Family）、団体、組合などの
場合には、調整後総所得が2百万ルピー
を超えなければ代替最低税は課税され
ません。
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以下の資産の移転によって生じたキャピタルゲイン 税率※

居住者 非居住者
a. 短期資本資産（下記b.を除く） 通常税率 通常税率
b.  短期資本資産のうち、移転の際に証券取引税（Securities Transaction Tax） が課

される上場株式、株式投資信託、事業投資信託（特別目的会社の発行する株式の移
転によって取得された事業投資信託は除く）

15% 15%

c.  長期資本資産のうち、移転の際に証券取引税 が課される上場株式、株式投資信託、
事業投資信託（特別目的会社の発行する株式の移転によって取得された事業投資信託
は除く）

免税 免税

d. 長期資本資産のうち、上場株式、投資信託、割引債券で上記C. 以外のもの 10% 10%
e. その他の長期資本資産 20% 20%
f. 長期資本資産のうち、非居住者が保有する非上場株式 N ／A 10％（物価スライド補正や為替

変動補正はありません）

※付加税、教育目的税が加算されます。

短期資本資産とは、その資産の保有
期間が36カ月を超えないもの（ただし、
上場株式、株式投資信託、割引債券に
ついては12カ月を超えないもの）を言
います。また、非上場株式、投資信託
のうち、2014年4月1日から2014年7月
10日までの間に移転した資産で、その
保有期間が12カ月を超えないものにつ
いては短期資本資産に分類されます。

政府によって発行される物価連動国
債を除く長期資本資産について、居住
者に対しては取得価額の調整など、物
価スライド補正や為替変動補正が認め
られています。

外国機関投資家の所得の定義

証券取引から生じる外国機関投資家
への所得の性質について、税金に係る
予測可能性を増すために所得税法が改
正され、インド証券取引委員会の定める
規制に則ってなされた外国機関投資家
による証券投資は、資本資産取引に分
類されることとされました。従って、外
国機関投資家によるこれら証券の移転に
ついては、資本資産取引として取り扱わ
れることとなります。外国機関投資家は
2014年6月1日から、国外金融資産投資
（Foreign�Portofolio�Investment） 制 度
によって規制されることとなりました。

その他収益

その他特定の項目によって定義され
ない収益はその他収益として課税の対
象となります。その他収益に対する税金
を算出するに際しては、当該その他収益
を得るために必要とされる費用について
は経費項目として個別に損金算入が認
められています。

無対価、または不適正な対価に
対して発行された株式の受領

（公開会社でない）会社が、他の（公
開会社でない）会社から無対価、または
不適正な対価で株式を受領した場合に
は、公正価格との差額は、当該株式を受
領した会社において課税所得として取り
扱われることとなります。　ここでいう
公正価格は、所得税規則に規定されて
いる計算方法により算出されます。

不適正な対価に対する株式の発行

（公開会社でない）会社が、居住者か
ら株式発行に対する対価を受領した際、
その対価が当該株式の公正価格を超え
る場合には、かかる超過差額は対価を
受領した株式発行会社において課税所
得とされます。ここでいる公正価格は、
所得税規則に規定されている計算方法
により算出された価格、または（税務当
局を納得させることのできる方法で会社
が算定した）純資産価格のいずれか高
い価格を指します。

しかしながら、以下の場合には上記の
規制は適用されません。

・�ベンチャーキャピタルファンド、また
はベンチャーキャピタル投資家からベ
ンチャーキャピタル投資を受ける企業
が株式発行対価を受領する場合
・�特定の種類の居住者が株式発行対価
を受領する場合

配当

インドの内国法人は、配当を支払うに
際して15％（および付加税、教育目的税）
の配当分配税（Dividend�Distribution�

Tax）を配当決議日、配当分配日、また
は実際の配当支払日のいずれか最も早い
時期に納付する必要があります。ただし、
以下のような配当を受領している会社が
配当を支払う場合には配当分配税は課さ
れません。

・�インドの内国法人である子会社から支
払われた配当で、当該子会社が配当
を支払う段階で既に配当分配税が支
払われている場合
・�海外の子会社から支払われた配当で、
（以下に記載する）15％の税金が既に
支払われている場合

配当分配税の対象となった配当は、そ
の配当の受領者である株主においては
課税の対象とはなりません。

インド国外の会社から受領する
配当に対する軽減税率

インドの内国法人が一定の国外の会社
から受領する配当については、15％の軽
減税率が適用されます。ただし、当該配
当を得るために必要となった費用があっ
ても、経費としての損金算入は認められ
ていません。ここでいう一定の国外の会
社というのは、配当を受領するインドの
内国法人が、その株主資本の26％以上
を保有している国外の会社を指します。

租税条約

所得税法のセクション90に規定され
るとおり、インド政府は、他国の政府と
租税条約を締結し、二重課税を回避す
るために各種税の免除を提供すること
ができます。納税者は、租税条約を適
用した方がより有利となる場合には（以
下に別途説明している）所得税法に規
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定される租税回避行為包括否認規定に
抵触しない限り）、租税条約の恩典を適
用することができます。

税務上の居住者証明

非居住者が租税条約に基づく恩典を
利用しようとする場合には、当該非居住
者が居住する国の税務当局が発行する
税務上の居住者証明の写し、およびそ
の他必要な書類、情報を提出する必要
があります。
注：�インドがさまざまな国と締結した租
税条約に定められている各種軽減税
率については添付資料2に記載され
ています。

税務情報交換協定�
（Tax�Information�Exchange�
Agreements）

2011年以降、インドはバハマ、バ
ミューダ、ベリーズ、英領ヴァージン諸
島、ケイマン諸島、ガーンジー、マン島、
ジャージー、リベリア、モナコ、および
サンマリノといった国や地域と税務情報
交換協定を締結してきました。税務情報
交換協定締結の目的は、世界各国の国
や地域との情報交換によって税務に関す
る国際協力を促進することにあります。

一定の地域に所在する者との取引

反租税回避のための諸施策は、イン
ドと効果的な情報交換を行っていない
国や地域に所在する者との取引を抑制
するために導入されました。これらの政
策は、インド政府に対して、インドと情
報交換を行わない国、または地域を「特
定法域」として指定する権限を与えてい
ます。特定法域に所在する納税者、ま
たは相手方との取引は関連者との取引と
見なされ、移転価格税制に関する各種
の規定が適用されることとなります。特
定法域に所在する者と取引することで、
さらに以下のような影響があります。

・�インド税務当局が、特定法域に所在す
る金融機関から必要な情報を得られる
ことが確約されなければ、当該金融機
関に対する支払いについては、経費と
しての損金算入が認められません。
・�インド税務当局に対して必要な情報、
および事前に定められた書類を提出
しなければ、特定法域に所在する者
に対する支払いについては、経費とし
ての損金算入が認められません。
・�特定法域に所在する者から受領する支
払いについては、当該特定法域に所在
する者がその支払いの根拠、またはそ
の支払いを受領する者が受領する根拠
を疎明にするのでなければ、インドに
おいて自動的に課税の対象とされます。

特定法域に所在する者に対する支払
いはより高い税率での源泉税の対象と
なります。

キプロスは2013年11月1日に直接税
中央理事会によって特定法域に指定さ
れました。本資料を発刊する直前、ちょ
うどキプロスが租税回避者に関する実
効的な情報交換に関してインド政府が
キプロスに求めていた条件を（租税問
題の管理協力に係る欧州－OECD多国間
条約を承認することで）受諾した旨の情
報が入ってきました。

事前確認制度

租税行政に関する予測可能性を高
めるために、非居住者は事前確認局
（Authority�for�Advance�Rulings）に対
して、これから行おうとする取引、また
は現に今行っている取引の課税関係を
確認することができます。

居住者についても、非居住者と取引
を行おうとする場合、または既に取引を
行った場合、相手方の非居住者の税負
担を確定させるために事前確認制度を
利用することができます。

特定の居住者は、非居住者と行おう
とする、または既に行った取引について
の課税関係、課税額に関して事前確認
制度を利用することができます。ただし、
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事前確認制度を利用することのできる
特定の居住者の詳細については、まだ
中央政府より示達されていません。

このような事前確認によって決定され
た事項は、納税者だけでなく、税務当局
自身も拘束するものであり、事実関係や
関連法令に変更がない限りは双方とも
事前確認によって決定された事項を無
視することはできません。

租税回避行為包括否認規定�
（General�Anti�Avoidance�Rule）

租税回避行為包括否認規定に係る法
令は2015年4月1日以降効力を発生する
こととなります。しかしながら、直近の
報道によれば、現在当該規定は政府に
より再度吟味されているとのことです。

租税回避行為包括否認規定は、納税者
が行う取引などを、許容し難い回避行為
（Impermissible�Avoidance�Agreement）
として認定する権限を税務当局に付与し
ています。かかる取引と認定されれば、
所得税法、または租税条約における税
務上の恩典が否認されることとなります。
租税回避行為包括否認規定が適用される
のは、取引などの主たる目的が、単に税
務上の恩典を得るためだけであると認め
られる場合であり、納税者が行う取引な
どの一部、または全部を許容し難い回避
行為として認定することができます。

ただし、以下の場合においては租税回
避行為包括否認規定は適用されません。

・�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みの
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

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300万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、金銀その他
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。

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5万ルピーを超える金
額、収入印紙額が5万ルピーを超える不
動産、あるいは適正市場価格が5万ル
ピーを超える不動産を受領した場合は、
「その他の所得」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

各種優遇税制
不動産投資信託（REIT）／�
投資信託（IT）

インド証券取引委員会は、二種類の
投資手法、いわゆる不動産投資信託と
投資信託について、新規の規制草案を
提出しました。

組成者 投資家

投資単位

1

2
3

4

5

3

4

5

1

特別目的会社

不動産投資信託/
投資信託

（事業信託）

投資対象

株式

特別目的会社の
株式の移転
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項目 課税関係
投資信託の投資単位を対価として、
特別目的会社の株式を譲渡した際に
組成者に生じる譲渡所得

組成者が取得した投資単位を処分する時まで課税は繰り延べられる
・ 特別目的会社の株式の保有期間は投資単位の保有期間として加算される
・ 特別目的会社の株式の取得価額は投資単位の取得価額と見なされる
・ （以下で説明している）譲渡所得に対する優遇措置は、投資単位が組成者によって売却された場

合にはその適用はない
投資単位の移転に伴う譲渡所得 ・ 証券取引所における株式と同様に、事業信託の投資単位の譲渡についても証券取引税が課される

・ 長期譲渡所得については非課税
・ 短期譲渡所得については15％（および付加税、教育目的税）の譲渡所得税が課される

事業信託における配当収入 ・ 配当分配税は特別目的会社の段階で課される
・ 事業信託においては配当収入は非課税
・ 事業信託から投資家に対する配当については、配当分配税を課された特別目的会社からの配当

の範囲内で配当分配税は課されない
事業信託における利息収入 ・ 導管として取り扱われる（事業信託が収受する段階では非課税）

・ 特別目的会社の段階でも源泉徴収は不要
・ 事業信託から利息配当を支払う段階で源泉徴収が行われる（居住者投資家に対しては10％、非

居住者投資家に対しては5％）
・ 非居住者投資家については当該源泉徴収で課税関係は完了

特別目的会社の株式の処分に
係る譲渡所得

・ 通常の譲渡所得として課税（事業信託において、特別目的会社の株式を資本資産として保有する
ことが前提）

・ 当該譲渡所得分を事業信託の分配金として投資家に分配した場合には、投資家の段階では非課税
事業信託におけるその他収入 ・ 最高限界税率で課税（例：事業信託が直接保有する投資対象資産からの収入など）
事業信託が負担する国外負債に対する
支払利息

・ 事業信託から支払利息を支払う段階で5％の源泉徴収

事業信託 投資信託、不動産投資信託として組成された信託は、インド証券取引委員会の定める規則に則っ
て所定の証券取引所に上場される

特別目的会社 事業信託により支配、または一定割合以上の株式を保有されているインド内国法人を指す

1

2

3

4

5



30 PwC

項目 課税関係 適用期間 適用対象

北東部の州
（シッキム州含む）

100％の直接税免税期間、条件を
満たす場合、生産工程に係る10年
間の間接税優遇税率適用、現金に
よる間接税の返金

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

特別経済地域�
（Special�Economic�Zone）

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みを提供して
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、配当分配税
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。

認可されたSEZに事業を設立した場合
には、製品やサービスの輸出から得られ
た利益のうち、最初の5年間はその利益
の100％、次の10年間は50％（最後の5
年間については、さらに追加の条件があ
ります）が免税対象となります。当該免
税期間はSEZに設立された事業が製品や
サービスの生産・提供を開始した年から
起算されます。
注：�SEZの主な特徴や恩典については添
付資料1をご参照ください。

工業団地、および一定の州に�
おける事業に対する優遇

インド北東部の州に設立された工業
団地で事業を行うと、一定の条件を満
たすことを前提に、直接税の免税や各
種間接税の免除といった恩典が与えら
れます。

特定の事業における投資控除

以下の事業については、設備投資額（土
地、のれん、および金融商品は除く）の
100％の所得控除が認められています。

・�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
始した国際天然ガス、原油、石油パ
イプライン事業（パイプラインネット
ワークをつな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
・�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
たは蜂蜜または蜜ろうの製造
・�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

2012年4月1日以降に開始された特定
の事業、具体的にはコールドチェーン事
業、農作物保管のための倉庫事業、100
床以上の患者用ベッドを収容する病院
事業、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、
肥料生産事業については、2012年4月1
日以降に発生した設備投資額の150％の
投資控除が認められています。

その他食品加工施設などに係る�
免税期間

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、その他
政府により認可された科学研究プログ
ラムの発生費用には200％の加重控除が
認められています。

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
・�その他所定の要件を満たしている場合
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第6章　インドの個人所得税

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
現物で受領した全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
ンの他に、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10万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。従って、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。
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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
われた月の最終日の翌月7日に納付しま
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

納税者が他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、他の
国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、その他の条件
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）。しかし、租税条約の恩恵を受ける
ためには、当該納税者は自国の税務当局
より当該納税者が自国の居住者であるこ
とを証明する居住者証明書を入手する
必要があります。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、その他の条件を満たし
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、2014-15年度の
税率は以下のとおりです。

課税所得
（ルピー）

控除額
（ルピー）

Tax on income in 
column 1 (INR) 税率

0 2,50,000 – 0%

2,50,001 5,00,000 10%

5,00,001 10,00,000 25,000  20%

10,00,001 – 1,25,000  30%

高齢者（60歳以上）は、300,000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250,000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。

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終了
から2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。また、
富裕税の申告義務の有無についても確
認が必要です。

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。なお、
外国人がグループ会社からの出向でイ
ンドに来ている場合において、その外国
人が国外で給与を受領するには中央銀
行の事前承認が必要となります。
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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（その従業員が母国の当局よ
り母国の社会保険に加入していること
を証する証明書を受領していること）

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

シンガポールはインドと2008年10月
1日以前に包括的経済連携協定を締結し
た唯一の国です。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、雇用主分と従業員分とを併
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、残りは従
業員積立基金に配分されます。しかし、
外国人が2014年9月1日以降にインドの
社会保険に加入している会社で勤務を
開始し、かつその月給が15,000ルピー

以上の場合には上記のような従業員年
金基金への配分は不要となり、雇用主
負担分の全てが従業員積立基金に配分
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

社会保障協定を締結している国から
派遣されている外国人は、積立基金は
直接その外国人の銀行口座または雇用
者を通じて払い戻されます。また、それ
以外の場合には、その外国人のインドの
銀行口座に払い戻しが行われます。

従業員年金基金への積立額は、退職
その他年金の払い戻しに関する規定で
決められている一定の事由に該当した
場合に払い戻されます。原則として、外
国人はインドの会社に対して10年以上
サービスを提供していないと年金の払
い戻しを受け取る権利が与えられませ
ん。しかし、社会保障協定を締結してい
る国から派遣されている外国人の場合
には、インドの会社に対して10年以上
サービスを提供していない場合であっ
ても、年金の払い戻しを受ける権利が
与えられています。

海外からインドへの出向に際しては、
適切な出向形態のストラクチャーおよび
それをサポートする十分な書類の整備
が必要となります。重要な検討事項は
以下のとおりです。

・�外為法
・�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
・�会社法
・�インドの社会保険

上記に関する詳細につきましては、英
語版になりますが、PwCインドが発行
している” Assignments�in�India” と ”
Indian�social�security�for�cross-border�

assignments” という冊子をご参照くだ
さい。
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第7章　インドにおける間接税

インドは連邦制を採用していることか
ら、課税権は中央政府と州政府の双方
に付与されています。中央政府は、直
接税、関税、物品税、サービス税、中
央売上税を課し、州政府は付加価値税、
入境税、オクトロイなどを課しています。

現在のインド間接税は複数の法律が
重層的になっていることから、将来的に
はGST（Goods�and�Services�Tax）に一
本化されることが期待されています。

以下では、現在のインド間接税の状
況と共に、GSTの概要、今後の施行予定
などを見て行きたいと思います。

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。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。適用税率は1975
年関税法（CTA）による分類に従って決
定されます。

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。通
常、関税は、商品・製品が輸入された
際の価格に基づき、取引価格に対して
課されるものですが、関連者からの輸入
については、税関の特別評価局（Special�
Valuation�Branch）によって輸入額の査
定が行われます。

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、農産物およびその他の
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、2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
揚げ時の評価額と基本関税の合計額
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％、2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、
2次高等教育税）に課されます。

BCDおよび教育税ならびに2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、その他
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
の受取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、販売される製品に対して中央政府
によって課税されます。
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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2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、独立した買
い手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、法律事務、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、一定のケースでは、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。

サービス税の現状の税率は12％です。
また、教育税2％と2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、全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き渡し時点
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・引き
渡しに係る時点、および場所の決定に関
する手続き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
や払い戻しが可能となっています。

売上税

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、中央売
上税（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、
または他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

2005年4月1日以降、ほとんどの州で
州売上税は州付加価値税（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
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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。
これらの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％
の範囲でその他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
ち込まれた一定の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。従っ
て同じ州のある市から他の市に商品が移
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。

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
びその他の州税が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。

インドにおける�
GST導入に係る現状

ここ数年、GST導入に関して複数の公
約が出されましたが、GST導入によって
州政府が失うこととなる税収の補填方法
の問題については、ほとんど進展が見ら
れません。GST導入によって州政府はそ
の自治権を一部放棄することになります
し、州憲法の改正も必要になってくること
から、GSTの導入過程において重要なプ
ロセスであるにも係らず、まったくといっ
ていいほど進んでいないのが現状です。

しかしながら、2014年に過半数を獲

得して成立したモディ新政権の財務大臣
は、2014年のユニオンバジェットに係る
演説の中で、複数の州政府とは議論が進
んでおり、州政府と中央政府の間の問題
は解決されるであろう、と述べています。

さらに、州財務大臣による委員会の直
近の会合では、GSTを課す基準が決定さ
れており、これによりGST導入に向けた
機運が大きく高まっています。GSTを課
す基準が決定されたことで、GSTの仕組
みを最終決定するために大きく一歩前
進したと言えます。

インドにおけるGSTの導入はそう遠く
はないと思われますので、この分野にお
ける今後の議論の展開、進捗には引き
続き注視が必要です。

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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第8章　インドの合併および買収

インドは、相応の数のM＆A案件と部
門間をまたぐ未開発地域への投資を経
験しています。M＆A案件数の増加は
2013年および2014年上半期の間は力強
いものではなかったものの、M＆A案件
の質とサイズは大きく向上しています。
新政権が5年の任期を開始し、政権課題
のトップ項目の一つを経済成長とすると
ともに、M＆A案件の質と量は成長率の
増加を示すでしょう。私たちは、簡潔に
M＆A案件および企業再編の主要なはた
目におけるインドの税制と規制の枠組み
への影響を説明しています。

PartⅠ：インドのM&Aの枠組み

インドの規制の枠組みでは、複数の
法的形態を通して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
・�株式譲渡取引
・�売り手が伴うもの

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、下記のと
お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非居住者には
10％（物価補正を除く）、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）。2014年統一予
算は、株式について適格固定資産と
するために、現行の12カ月から36カ
月に非上場株式の保有期間を修正し
ました。当該規定は、2014年4月1日
に施行されています。
・�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）

株式の間接譲渡：

外国会社の株式の価値がインドにお
ける資産またはインド企業の株式から派
生する場合、インド国外会社からの株
式移転によるインド国内での原資産（イ
ンド企業の株式を含む）の譲渡はイン
ドにて課税されます。当該規定は、実質
的なインドにおける原資産のグローバル
取引に対して納税義務を課すことがで
きます。しかしながら、規定における”
substantial（実質的な）” と言う用語が
法的に定義されておらず、税務当局によ
る主観的な判断が公表されています。

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。上場企業の25％
以上の議決権の取得もしくはインド
上場企業の支配の獲得をする場合は、
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：株式取得における借
入金にかかる利子負担としての資金
調達コストは、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
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源泉徴収税

・�買主（非居住者を含む）は、非居住
者である売主のキャピタルゲインに対
す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。
・�当事者は、インド税務当局から納税完
了通知書を取得することにより、源泉
徴収の側面における軽減を申し立て
要求できます。

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
・�インド企業が上場・非上場であるかに
関わらず、損金不算入の減価償却累
計額の繰り越しについて影響はありま
せん

株式評価

RBIはインド企業の居住者株主と非居
住者株主の間における株式取引の価格
決定について規定しています。RBIは最
近、国際的に認められた方法論に従って
株式評価することを認め、株式の評価
手法を標準化しました。

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。

資産購入モデル
売主

・�資産ごとにキャピタルゲインが算出さ
れ、各資産の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。償却性資産の売却は短
期キャピタルゲインとなります
・�キャピタルゲインは、資産の売却対価
から当該資産の取得原価を差し引くこ
とにより決定されます。長期キャピタ
ルゲインについては、取得原価は、毎
期税務当局から個別に通知され、コス
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トインフレ指数に基づき連動します。
・�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
・�Goodwillのような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（現物引き渡し方法など）によっ
ては最小化することができます
・�買主は、各資産の購入対価の減価償
却の適格請求者となります。

事業買収モデル
売主

・�キャピタルゲインは売却対価から純資
産を差し引いて決定されます。
　�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、所定の方法により決定され
ます。

・�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、購入対価の合計金額
が価格算定評価書に基づき買主によ
り資産に割り当てられます。従って、
資産（事業の用に供される建物、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

資産もしくは事業の取得に関するロー
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

取得した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
累計額の繰り越し
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

第1段階として、いかなるインド国内
の投資もRBIに管理されるインドの為替
管理規制により取り仕切られます。RBI
は、インド国内の投資において、財務省
の事前承認を要求する場合および特定
分野ならびに一般的条件に従う場合に承
認不要とするFDIポリシーを発行してい
ます。制限されたセクター以外のインド
への大部分の投資は、特定の状況を満
たしていることを条件に、RBIからいず
れの事前承認なく許可されます。

大まかな原則において、インドの政策
担当者は、インドへの未開発地域なら
びに利用されなくなった工業用地への投
資を奨励しています。テレコミュニケー
ション、単一もしくは複数小売、防衛、
航空宇宙、保険および銀行業務のような
2、3のセクターは、それぞれ関連する省
庁の承認を必要とする場合があります。

税制面では、インドへの新規投資に
与えられる特定の恩恵があります。例え
ば、工場や機械への追加投資は、減価

償却費控除が増額されています。また、
経済特別区域にて事業を設立する場合
には、事業を開始する年度から15会計
期間は免税期間となります。

実現可能なコスト構造の観点から、
投資家は、適切な法人（会社または有
限責任事業組合など）を決定するため
の選択肢を評価する必要があるかもし
れません。また、投資の長期的な観点
を心にとどめつつ、投資家はインド企業
のコスト効率のある資本構成を見るかも
しれません

PartⅢ：資本の本国への送金

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他に、配当
金、株式の買い戻し、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

・�インド企業からの受取配当金は、株主
（居住者および非居住者ともに）とし
ては非課税となります。しかしながら、
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
・�しかしながら、外国企業の持分資本
が26％以上を保有する場合を対象に、
海外にある配当の源泉は、インド人株
主に対して総額ベースで15％（プラス
付加税）の税率で課税対象となります。
・�複数層構造の受取配当金への課税を
簡素化するために、適切な規定が、複
数層において段階的に生じる影響を取
り除くために作成され、所定の条件を
遵守する場合には受取配当金は効果的
に一つの源泉のみに課税されます。

自社株買戻

・�特定の税制はインド企業による自社株
買戻への課税を整備し、2013年6月1
日より施行されています。新税制のも
と、自社株買戻取引は株主には非課
税となる一方、自社株式買戻をしたイ
ンド企業には課税取引となります。
・�自社株買戻をしたインド企業は、自
社株買戻価額と対応する株式に係る
会社が受領した金額の差額に対して
20％が課税されます。
・�自社株買戻は、さらに新会社法の規
定にて定められています。インドの企
業は、自己資本の25％までの自社株
式買付を引き受けることができます。

減資

・�減資については、新旧会社法上、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

PartⅣ：外国向け投資
海外直接投資規制

・�真正な事業活動を目的（bonafide�
business�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
400％を上限として自動認可ルートに
て認められています（農業および金融
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

海外投資の税法

・�整備されつつある外国税額控除規制に
相まって投資のターゲットとなる国の
税体制を考慮すると、投資が海外租税
効率を最適化するために組み立てられ
ることは避けられなくなります。
・�インドの海外向け投資家の重要な検討
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
インドへの本国送金への税額控除の最
適化などがあります
・�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。従って、オフショアの子会社にと
ど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

外国向け投資のストラクチャー

・�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
や本国送金者などの呼び込み、もしく
は租税効率があり規則に準拠した方法
での資金活用ができるストラクチャー
を持つことが重要です
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第9章　インドの移転価格税制

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
むその他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

ある会社に対して他の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。また、2014-
15年度より、第三者は必ずしも非居住
者である必要はなくなりました。

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。

・�関連者への支払い
・�税免除（タックスホリデー）の適用を受
けている事業部と他の事業部との取引

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。
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独立企業間価格の検証
最も適切な検証方法

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）
・�その他、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、
およびその他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。

複数年度のデータの使用

2014-15年度より、移転価格の検証に
際して複数年度のデータを使用できるよ
うにルールを改正することが公表されて
おります。現行では、移転価格の検証に
際して、原則として単年度分のデータの
み使用が認められ、例外として納税者が
移転価格の検証に際して影響を及ぼす
ことが明確に主張することができる場合
にのみ3年度分のデータの使用が認めら
れています。どのような場合に複数年度
のデータを使用することができるのか、
何年度分のデータを使用することがで
きるのかなどのルールの詳細については
近々公表されることとなっております。

レンジの概念

2014-15年度より、独立企業間価格の
算定に関して従来の算術平均概念に換
わり、レンジ概念の使用が認められるこ
となりました。しかし、例えばレンジ概
念の定義や最低ライン、レンジを構成
する比較対象企業の数、検証対象取引
がレンジの対象外となった場合における
移転価格調整額の計算方法などの詳細
なルールについていまだ公表されており
ません。下記に移転価格のレンジに関
します改正の流れをまとめましたのでご
参照ください。

年度 レンジ

2001-2年度から2008-09年度 算術平均値の5％　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。

2009-10年度から2011-12年
度

移転価格取引価格の5％

2012-13年度 5％の許容範囲は削除され、卸売商社の場合には1％、その
他の業種の場合には3％とされました。

2013-14年度 未公表 – 2012-13年度と同様の予定

2014-15年度以降
（ルールが公表された場合）

レンジ概念が導入されました。詳細は明らかになっておりませ
んが、比較対象企業の数がレンジの概念を適用するには不十
分である場合には、引き続き現行の算術平均の概念や許容範
囲の概念が適用される見込みとなっております。

対象となる国際取引 セーフハーバー

ソフトウエア開発 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

Information technology enabled services 

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 • ソフトウエア開発の場合　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・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
要をまとめましたのでご参照ください。
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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
ことにご留意ください。さらに、相互協
議（MAP）の申し立てができないこと
にもご留意ください。さらに、セーフ・
ハーバー・ルールは軽課税国との間の
取引については適用できないことにもご
留意ください。

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。2014年3月31日までに、約400件
のAPA申請があり、そのうちの5件が納
税者とCBDTとの間で合意されました。

2014年10月1日以降合意したAPAに
ついて4年間のロールバックが適用され
ます（例えば、2013-14年度を初年度
とするAPAの場合には、2009-10年度
以降もAPAでカバーできることとなりま
す）。ロールバックの適用に関する詳細
なルールについていまだ公表されており
ません。

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。
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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。

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。

移転価格の税務訴訟の手続き

ペナルティー

　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ーが課
されます。

法令違反ペナルティー ペナルティーの内容

• 文書および情報の不保持
• 報告義務がある国際取引の報告漏れ
• 誤った情報、文書の保持または提出

取引価格の2％

• 移転価格文書の未提出 取引価格の2％

• 期限までのForm3CEBの未提出 10万ルピー

•  課税所得の更正された場合において、納税者に条
文の適用や文書整備に不備が認められるとき

更正された税額の100％から300％

最高裁判所

Indicative timelines- Long winded but getting reduced

税務担当官

1年から2年

下級税務裁判所 
1年から2年、 

紛争救済機構9カ月

事業年度終了から 
3年10カ月後が期限

高等裁判所

上級税務裁判所

下級税務裁判所または紛争救済機構
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添付資料1
特別経済区域

SEZではインドの輸出を促進するために、国内外の投資家を誘致するよう、輸出生産のためのインフラの集約、
迅速な許認可体制を整備および一連のインセンティブによって商品およびサービスの法人税や関税が免除され
ます。

商工省

SEZは商工省が公布した2005年特別経済区域（SEZ法）により定められた関税免除の区域です。SEZは許可
された活動を実行できるようインドの税関の管轄区域外とみなされます。1962年関税法にもとづき、SEZは港、
Inland�Container�Depot（ICD）、陸上局、陸上関税局とみなされます。

SEZ法および2006年2月10日より施工された2006年SEZ規則（SEZ規則）によってSEZの開発は規制されて
います。SEZ法は、SEZ開発に対する重要な法規制やSEZ内で活動するユニット（入居企業）の法律的な枠組み
となっています。SEZ法は他の法律に対して優先して適用されます。

SEZ法では以下を対象としています。

・SEZおよび入居企業の設立
・開発業者と入居企業に対する財務制度
・必要要件、義務、権利
・単一窓口の通関手続きの仕組み
・SEZ内で産業事業を行うためのライセンス供与
・インド政府によって設置されたSEZに対する管轄当局の設置
・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

商工省によると、SEZは民間の開発業者や、中央政府または州政府、あるいはこれらが協力して空閑地に設
立することができます。

2006年SEZ規則の改正

商工省は、2013年4月にSEZ規則を改正し、外国貿易政策2009-14に対する年次補足（2013-14年度）を発
表しました。主な変更として以下が含まれます。

・複数製品のSEZおよび特定のセクターに特化したSEZの最低土地面積要件の緩和
・IT／ IT活用サービス（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
・セクター広範にわたる集約
・空き用地やSEZ入居企業の撤退方針に関する問題

改正SEZ規則では、複数製品のSEZを立ち上げるためには最低土地面積要件を500ヘクタールとしており（以
前は1,000ヘクタール）、特定のセクターに特化したSEZでは最低土地面積要件を50ヘクタールとしています（以
前は100ヘクタール）。

IT／ ITeSのSEZに対する10ヘクタールの最低土地面積要件は撤廃されましたが、カテゴリーAに分類される
ムンバイ、デリーおよびデリー首都圏地域、チェンナイ、ハイデラバード、バンガロール、プネーおよびコル
コタでは0.1百万平方メートルの最低建設土地面積要件に従う必要があります。それ以外の都市はカテゴリー
AまたはカテゴリーBに分類されますが、それらの都市では50,000平方メートルまたは25,000平方メートルの
いずれかの基準が適用されます。
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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％控除

なお、配当分配税免除は2011年6月1日以降廃止され、�最低代替税免除は2011-12年度より廃止されました。

間接税の優遇

・許可されたオペレーションについて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免除
・州を越える取引にかかるCSTの免除（規定フォームの提出が必要）
・許可されたオペレーションについて�SEZ内で全て消費されるサービスに対するサービス税の免除

さらに、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の代わりに課される特別追加関税（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入居企業に適した企業

輸出志向の企業家、製造業者およびサービス提供業者（ITプロバイダーやIT活用サービスプロバイダー、ビ
ジネスプロセスアウトソーシング,委託生産者など）は、SEZにおいて大幅な成長を期待できます。ITのハードウェ
アやソフトウェアの製造業者、およびテレコム機器の製造業者やサプライヤーも国内市場向けにSEZに企業を
設立することができます。

外国直接投資（FDI）政策

SEZ開発に対しては自動認可ルートにて100％の外国直接投資が認められています。SEZ企業は開発委員会／
入居企業承認委員会からの承認を事後に得ることができます。また外国投資促進委員会（FIPB）の承認を別
途受ける必要はありません。

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。ただし、SEZ内の企業は、5年間の各年度末にお
いて累積外貨獲得高をプラスにしておく必要があります。
・�関税を全額支払った場合、国内関税区（DTA）での販売に制限はありません。国内市場への特定のITハードウェ
アやソフトウェア、およびテレコム機器の供給は、他のSEZ、輸出志向型企業（EOU）およびソフトウエア・テ
クノロジー・パーク企業に対する商品やサービスの提供と同様に、輸出収入と外貨のバランスが考慮されます。

SEZ入居企業に対する財務上の優遇

・�企業による製造、生産、サービスを提供開始後15年間の輸出利益に対して段階的な税額控除（再投資に
投下された利益に対して、最初の5年間は100％、次の5年間は50％、最後の5年間は50％の税額控除を適用）
・�物理的な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開発業者に適用されるものと同等の間接税の優遇
・�電気税の免除
・�州政府の政策による印紙税の免除

為替の自由化

・�輸出収入の100％について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
・�外国法人の支店によるSEZ内の製造業の許容
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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内に所在するインドの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）に該当する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SEZ規則によって定められた、特別な分類のSEZで、主に貿易業、倉庫業および
その他の関連事業が関連
・�FTWZは国際貿易のハブとして使用されることを意図
・�FTWZの敷地は国外と見なされる
・�FTWZは物流、サプライチェーンおよびサービスをインドおよび世界へ提供するための鍵
・�FTWZは関税の繰り延べといった財務的なベネフィットを提供：輸入商品について関税、利子税、ペナル
ティーを支払うことなく5年間の保管が可能
・�関税手続の短縮や、輸送設備といった管理面でのベネフィットも享受
・�銀行業務や荷物のトラッキングシステムといったサポートの利用も可能
・�FTWZは品質の高いインフラを整備

FTWZの設立方法
貿易

開発委員会／入居企業承認委員会からFTWZ内における会社設立の承認を得て貿易業、倉庫業、その他許可
されたオペレーションを行うことができます。

サービス

企業は、FTWS内で貿易業、倉庫業、その他許可されたオペレーションを行う第三者のサービスを利用する
ことができます。貿易業者、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
にて入居企業となることができます。入居企業は、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

以下の手続きを行うことが認められています。

・�FTWZからDTAおよびDTAからFTWZへの取引
・�外国企業や、DTAのサプライヤーおよび買い手の代理としての商品の保管
・�国内外の顧客の代理で行う倉庫業
・�貿易（ラベル付の有無にかかわらない）
・�加工を伴わない包装業・再包装業
・�FTWZ企業のための商品の再販売、再請求、再輸出
・�その他の価値最大化サービス

FTWZ企業の義務

・�全ての取引は、両替可能な外貨で行う必要があります。
・�5年間の外貨獲得高をプラスにしておく必要があります。企業は、SEZ規則に規定されているNFEの条件に
従わなければなりません。ただし、FTWZ内のサービス業の顧客には当該義務はありません。
・�無償で輸入された商品の価値は、外貨の流出とみなされます。
・�以下に当てはまる場合は、外貨の流入とされます。
　 –�外貨で支払いを受ける保税倉庫への供給
　 –�自由に変換できる通貨にて供給される商品
・�許可されたオペレーションのために商品をFTWZへ輸入した時点では免税です。関税は商品がDTAに移動
した時点で支払います（支払う関税は、FTWZで輸入した全ての商品に対してではなく、DTAに移動した
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商品に対しするもののみです）。そのため、FTWZで輸入することによって、支払う関税が異なります。
・�課税対象になるサービスの輸入は、許可されたオペレーションのためにFTWZ内で提供されたサービスと
同様、サービス税を免除されます。同様に、港からFTWZおよびFTWZから別のFTWZへの商品の移動に
関連するサービスに対するサービス税も免除されます。
・�FTWZ内で物品税は課されません。
・�許可されたオペレーションのためにDTAから調達された商品は中央販売税（CST）が免除されます。
・�FTWZに係るあらゆる手続きに係る印紙税は免除されます。
・�SEZ企業と同様、FTWZから輸入した商品を再輸出することによって得た利益については所得税が免除さ
れます。

2012年国家電子産業政策

・�インド政府は、2012年国家電子産業政策を閣議決定いたしました。この政策において、政府は電子機器
システム設計・製造（ESDM）分野での投資を促すため、改訂特別インセンティブパッケージスキーム
（M-SIP）を策定しました。

適用対象

・�このスキームは新規および既存のESDM入居企業の大規模な拡張や近代化、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。入居企業は、指定された電子機器製造エリアに所在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）
・�インド政府は現時点において、29の区画をM-SIPSの適用対象として発表しており、電子機器、ナノ電子
機器および通信機器の生産、中間機材および電子機器の製造サービス（バリューチェーンの全ての段階を
含む）が、インセンティブの対象となっています。
・�インセンティブの種類
・�M-SIPSは、ESDM事業の入居企業に対して資本投資に対する補助金と、財政的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。財政的インセンティブは、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認められます。

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。資本的支出に対
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年度末以降に供与されます。
・�国税や関税の還付は、入居企業が生産を開始した年度の年度末以降に行われます。

承認手続

・�M-SIPSのインセンティブを享受するには、EDMS事業の入居企業は電子情報技術局（DeiTY）から事前に
承認を得る必要があります。プロジェクトは複数のフェーズで行うことができ、全てのフェーズに対して
同様の承認手続が行われます。

M-SIPSの申請時期

・�申請手続はM-SIPSが公示された日から3年間、すなわち2015年7月26日まで行うことができます。
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国名 利子 配当 ロイヤルティー 技術サービス料

オーストリア 10％ 10％ 10％ 10％

アルメニア 10％ 10％ 10％ 10％

オーストラリア 15％ 15％ 10％（b）他の場合15％ 10％（b）他の場合15％

アルバニア 10％ 10％ 10％ 10％

バングラディシュ 10％ 10％（c）他の場合
15％

10％ 具体的条項なし（e）

ベラルーシ 10％ 10％（i）他の場合
15％

15％ 15％

ベルギー 10％（k）他の場合15％ 15％ 10％（f） 10％（f）

ボツワナ 10％ 7.5％（i）他の場合
10％

10％ 10％

ブラジル 15％ 15％ 25％（商標に係るもの）他の場合15％ 具体的条項なし（e）

ブルガリア 15％ 15％ 15％（文学・芸術・科学的著作に係る
著作権に係るもの）他の場合20％

20％

カナダ 15％ 15％（c）他の場合
25％

10％（b）他の場合15％ 10％（b）他の場合15％

キプロス 10％ 10％（c）他の場合
15％

15％（サービス料含む）（q） 15％（技術料）（q）

中国 10％ 10％ 10％ 10％

コロンビア 10％ 5％ 10％ 10％

クロアチア 条約では未告知

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％

フィジー 条約では未告知

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％

ギリシア 国内法の税率によって源
泉地国で課税

国内法の税率によって
源泉地国で課税

国内法の税率によって源泉地国で課税 具体的条項なし（e）

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）

添付資料2
租税条約に基づく税率

※（　）内のアルファベットはP51の「注：」を参照下さい。
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国名 利子 配当 ロイヤルティー 技術サービス料

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％

ラトヴィア 10％ 10％ 10％ 10％

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％

ルクセンブルク大公国 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％（管理、技術、専門、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）

メキシコ 10％ 10％ 10％ 10％

モンゴル 15％ 15％ 15％ 15％

モンテネグロ 10％ 5％（i）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％

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12.5％ 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10％ 10％ 10％

ポルトガル 10％ 10％（i）他の場合15％ 10％ 10％

ルーマニア 10％ 10％ 10％ 10％

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10％ 10％ 10％

シンガポール 10％（k）他の場合
15％

10％（k）他の場合15％ 10％ 10％

南アフリカ 10％ 10％ 10％ 10％

スペイン 15％ 15％ 10％（f）他の場合
20％

20％（f）

スーダン 10％ 10％ 10％ 10％

スロヴェニア 10％ 5％（c）他の場合15％ 10％ 10％

スイス 10％ 10％ 10％ 10％

シリア／アラブ 10％ 5％（c）他の場合10％ 10％ 具体的条項なし（e）

※（　）内のアルファベットはP51の「注：」を参照下さい。
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国名 利子 配当 ロイヤルティー 技術サービス料

台湾 条約では未告知 10％ 10％ 10％

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

タンザニア（p） 10％ 5％（j）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％（h）
あるいは（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）

アラブ連合共和国（エ
ジプト）

条約では未告知（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 条約では未告知 10％ 10％ 10％

ウズベキスタン 10％ 10％ 10％ 10％

ベトナム 10％ 10％ 10％ 10％

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

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、インドと他の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 銀行または他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ルティー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 利子を銀行または他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、ロイヤルティー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、ロイヤルティーの場合は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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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

1944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 全ての州の間の売り上げの課税を規制

1956年　会社法 全ての企業を規制

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 全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 紛争を取り扱う労働法

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き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

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

添付資料3
法規制
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Notes
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PwCについて
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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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アドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供しています。

本報告書は、PwC メンバーファームが2014年9月に発行した『Destination India 2014 - Unleashing the Prowess』を翻訳したものです。翻訳には正確を期しておりますが、 
英語版と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。
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