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諸外国と同様に、インドの国内税法も源泉税の包括
的な制度を設けている。源泉税は、インド税法上
Tax Deducted Source「以下、TDS」と呼ばれている。
インドにおける TDS 制度は、居住者に対する支払い
と非居住者および外国企業に対する支払いによりか
なり異なっている。非居住者がインド法人からの受
取額に対する TDS 制度は複雑で、支払側と受取側
の両方に混乱を招いている。以下で非居住者への
支払いに対する TDS 規定について説明する。

この条文の特徴は次のとおりである。
 あらゆる個人（個人、ファーム、有限責任事業組
合、会社またはその他エンティティ等）が非居住
者へ支払いする際に TDS の規定を適用するよう
求めている。源泉税は、非居住者が非居住者に
支払いをする時でも徴収する必要がある。当該
条文を明確にするために 2012 年に第 195 条に
補足説明が追加された。その補足説明によると、
第 195 条 1 項による源泉税を徴収する義務は、

なお、本稿のうち意見にわたる部分は筆者の私見で

あらゆる個人にあり、その個人とは、居住者、非

あり、筆者の属する組織の公式見解ではない点に

居住者にかかわらず、非居住者はインドに拠点

つき留意されたい。

を有するか否かを問われない。この補足説明は、

TDS に関する規定は、インド所得税法（1961 年）の
第 195 条に記載されている。第 195 条 1 項では以
下のような規定が設けられている。

遡及的（1962 年 4 月以降）に適用されることにな
った。例として、非居住者間で行われるインド法
人の株式の譲渡が挙げられる。インドの非居住
者（ある日本法人）がインド法人の保有株式をシ
ンガポール法人へ譲渡した場合、シンガポール

非居住者（会社ではない）または、外国企業へ何

法人が当該第 195 条 1 項に基づき、支払いをす

等かの支払義務のあるすべての支払い者に対し

る際に源泉税を徴収し、徴収した税額をインド税

適用される。当該支払いとは、利子（第 194 条 LB、

務当局へ納める必要がある。

第 194 条 LC または第 194 条 LD に規定されてい
る利子を除く）または、源泉税の対象となるすべて
の取引金額（給与等を除く）のことをいう。支払い
者は、非居住者へ当該支払いを現金、手形または
その他の方法で支払う際に源泉税を徴収する必
要がある。

 源泉税の対象となるすべての取引は取引金額の
多少によらず、支払いが少額であっても、源泉税
が適用される。
 第 195 条 1 項の適用範囲は広範囲で、インドで
課税対象となる支払いである限り、原則として非
居住者へのすべての支払い（給与と 194 条 LB、
194 条 LC、194 条 LD に規定されている特別な
利子を除く）に対し適用されることになっている。
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 第 195 条 1 項では、TDS の税率について特に何

租税条約に基づき、TDS の低い税率を適用するた

も規定されていないが、支払いに対する源泉税

めには、非居住者はインドで PAN 番号（納税者番号）

の徴収は『現行の税率』で行う必要があることだ

の取得と居住者証明書（TRC）を支払い者に対し提

け規定されている。これについて後に説明するこ

出することが必要である。

ととする。
 源泉税は、支払いをする時または支払い者の帳
簿に当該取引を記帳する時のいずれか早い時に
徴収される。CBDT（直接税中央委員会）によると、
当該条文の目的は、非居住者への支払いにか
かる源泉税をできるだけ早く回収することで、徴
収を確保できることにある。源泉税の徴収漏れは、
インド税務当局の税収に多大な損失を招くことに
なり、特に非居住者はインドで資産等も有してい
ないので、後で回収するのは困難である。

PAN とは納税者のインド税務当局への登録のことで
ある。これは、どの国に所在するかにかかわらずす
べての納税者に義務付けられている。インドに拠点
を有していない外国企業は、インドで納税番号を取
得することに関して懸念を示している。前述した第
195 条の規定によると、非居住者が源泉税の対象と
なるのはインドで課税所得がある時のみである。イ
ンド税務当局のシステムは、PAN 番号により各納税
者を判別しているため、もし納税者が PAN 番号を有
していないと、インド税務当局のシステム上、税額を

インド政府は、後で追加納税を追い求める必要がな

収めた納税者を判別することができなくなる。所得

いこと、または、非居住者より還付請求のないように

税法第 206AA では、非居住者が支払いを受け取る

非居住者への支払いに対し最終納税額とできるだ

際、支払い者に対し、PAN 番号の提示をしていない

け近い額を源泉徴収することを目的としている。これ

限り、支払い者は 20％の税率、または『現行の税率』

は、おそらく非居住者への支払いに対し一定の税率

のどちらか高いほうで源泉税を徴収することが義務

を規定していない理由の一つとも言える。

付けられている。

前述のように、第 195 条 1 項では、源泉税の徴収は

前述のように租税条約の軽減税率を適用するには

『現行の税率』で行われることが規定されている。

PAN のほかに居住者証明書（TRC）を取得する必要

『現行の税率』の定義は、第 2（37A）（iii）で説明され

がある。これは 2012 年 4 月 1 日より導入された新し

ている通り、当該年度の財政法に規定される税率、

い要件である。これによると、非居住者は居住地の

または、インドが締結している租税条約に規定され

税務当局より居住者証明書を取得する必要がある。

ている税率のどちらかが適用される。現在、インドは

非居住者より支払い者に対し居住者証明書の提示

80 か国以上と租税条約を締結しており、そのうち、

がない場合には、支払い者は租税条約の規定に基

インド財政法と租税条約に規定されている税率が異

づく税率を適用することができない。

なる場合もある。例えば、ロイヤリティと技術料に関
して、2013 年度のインド財政法では 25％の税率（加
算税・教育目的税を含まない）が規定されているが、
日印租税条約では、10％の税率と規定されている。
この場合、日本法人がインドで源泉税を減免するた
めに日印租税条約の規定を適用できるかに疑義が

したがって、日系企業がインド法人よりなんらかの支
払いを受け、その支払いが源泉税の対象となってい
る場合には、PAN 番号と居住者証明書（TRC）を取
得し、それを支払い者に提出することが重要だとい
える。

生じる。租税条約上、ロイヤリティと技術料に関して、

諸外国（日本も含む）のように、インドでは源泉だけ

非居住者に対する最終的な税額が 10%を超えない

で非居住者のインドにおける納税義務が完結できる

と分かっているならば、財政法に基づき 10%以上の

かというとそうでもない。たとえ支払い者より源泉税

税率で源泉徴収をする意味がないためである。

が適切に徴収されている場合でも、非居住者はイン

上記に関して、所得税法第 90 条 2 項の規定におい
て、納税者は、租税条約と財政法では、どちらか有
利な方法を優先的に適用することができる。つまり、
もし租税条約のほうが財政法（国内法）よりも税率を
低く規定している場合、源泉税の徴収は租税条約の
税率で行われるのがインドでは定着している。

ドで申告書を提出する義務がある。これは非居住者
がインドで恒久的施設（PE）等を有していなくても、
また、源泉だけで納税がすべて完了していたとして
も、必要である。また、関連企業（インドの子会社よ
りロイヤリティ等を受領）より支払いを受け取った場
合、グループ間取引ということで、移転価格税制の
対象取引として、申告書に加えてフォーム３CEB の
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提出も必要となっている。この規定によると、対象取

きる。ただし、日印租税条約の第 23 条 3 では、控除

引の量にかかわらずフォーム３CEB による移転価格

の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応

レポートの提出は義務付けられている。フォーム３

する部分を超えないものと規定されている。

CEB を提出することで、インド税務当局は、グルー
プ取引の詳細情報（独立企業間価格の算定方法等）
を把握することができる。フォーム３CEB はインドの
公認会計士が署名をし、税務年度の終了後、11 月
30 日までに提出しなければならない。
移転価格税法上、1 年で 1000 万ルピーを超えるグ
ループ間取引がある場合は、３CEB のほかに、移転
価格に関する文書を保持することが義務付けられて
いる。ただし、当該文書は税務当局より請求がない
限り提出する必要はない。
源泉税を徴収することは、納税者にとって重要なこと
であり、源泉税の徴収漏れは、厳しいペナルティを
受ける。支払い者は TDS の規定に応じて源泉税を
徴収していないと、多くの不利な点が生じる。第一に、
支払い者が源泉税の徴収漏れをした場合、または、
源泉税を徴収後、税務当局へ納めなかった場合、税
務当局より税額の支払いが求められ、それを支払い
者が負担することになる。次に、支払い者の課税所
得を計算する際に、税務当局が当該支払い分（源泉
税を徴収していない分）を損金算入として認めない
可能性がある。また、源泉税の徴収が遅れた場合、
支払い者は納税額に対し 1％（月ごと）の遅延税を
支払う必要がある。この 1％の遅延税は、支払い者
が非居住者へ支払いをする時、その支払い分より控
除はしていたが、当局へ納めるのが遅れていた場
合、さらに 1.5%へ上がる可能性がある。最後に支
払い者が理由もなく、源泉税の徴収漏れをした場合、
罰金に加え、3 月～7 年までの厳しい懲役を受ける
ことがある。
したがって、支払い者が意図的であろうと、意図しな
い場合であろうと、源泉税の徴収を適用して行って
いない場合のデメリット等を考えると、インド法人で
非居住者へ支払いを行う支払い者は、保守的なポ
ジションをとる場合が多い。この保守的なポジション
は、源泉税がゼロである、または低税率で徴収され
ると思っていた非居住者に衝撃を与えることになる。
なお、インド税法では、非居住者へ支払いをする際、
税額を回避できる、または、軽減できるメカニズムが
いくつか規定されている。
インドで控除された源泉税については、原則として、
日本法人が日本で外国税額控除を受けることがで
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