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日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。

1.

ローン債権放棄による免除益は非課税

課税の対象外とする判決を下した。所得税法は、以下の
両条件を満たす場合、企業から子会社への資本資産の
譲渡をキャピタルゲイン目的の譲渡とみなさない旨を定
めている。

インド最高裁判所は、その判決 1の中で、債権者が資本
資産の取得のためにローン債権放棄を利用した場合、
事業若しくは専門サービスによる免除益 2又は取引債務
の消滅 3による免除益は債務者に発生しない、と判示し
た。したがって、本判示の事実関係に基づき、債務者が
ローン債権放棄により生ずる免除益を非課税とする判決
を下した。

 親会社又はその名義人は、当該子会社の全株式資
本を所有している
 当該子会社はインド企業である
同控訴裁判所は、ボンベイ高等裁判所による別の裁判
事例の判決、すなわち、所得税法に「子会社」の定義が
されていないため、ハウラー・トレーディング社（Howrah
Trading Co. Ltd.）対所得税局長（CIT）［1959 年］36
ITR 215 （SC）及び CIT 対スワデシ・マッチ社
（Swadeshi Match Co.） ［1983 年］139 ITR 833 （SC）
の事例における最高裁判所の判例の原則に依拠し、現
行の会社法における「子会社」の定義（当該定義には完
全孫会社が含まれる）が所得税法にも適用されるとした
判決を引用した。

本判決は、前向きな進展ではあるものの、各判決は個別
の事実関係に基づいて行われることから、企業がこれら
の事項に関連する意思決定をする際には、税務専門家
に相談されたい。
2.

小売業者への割引料は税務上損金算入対象

控訴裁判所 4は、小売業者に提供した割引料を売上に
係る即時費用として認識する旨の判決を下した。また、
適切な証拠の提示なしには、当該割引料をブランドや無
形資産の獲得及び創造に係る費用とみなさない旨の判
決を下した。
3.

4.

外国ポートフォリオ投資家による債券投資

インド準備銀行（Reserve Bank of India：以下「RBI」） 7
は、外国ポートフォリオ投資家（Foreign Portfolio
Investors：以下「FPI」）の債券投資に対する上限 8を引
き上げた。RBI 9 は、投資プロセスの効率化や債券投資
の促進を視野に、FPI の債券投資に関する規制の改正

完全孫会社への資本的資産の譲渡は非課税

控訴裁判所 5は、1961 年所得税法（Income tax Act,
1961：以下「所得税法」）の規定 6に基づき、親会社によ
る完全孫会社への資本資産の譲渡は、キャピタルゲイン

1 93 taxmann.com 32 （SC） – マヒンドラ・アンド・マヒンドラ（M&M）
2 1961 年所得税法第 28 条（iv）項
3 1961 年所得税法第 41 条（iv)項
4 バンガロール控訴裁判所
5 Emami Infrastructure Ltd 対所得税局（ITO）のコルカタ控訴裁判所判例 ［2018 年］ 91 taxmann.com 62
6 第 47 条（iv)項
7 2018 年 4 月 6 日付通達、RBI/ 2017-18/ 150 A.P （DIR Series） 通達第 22 号
8 総投資上限（中央政府証券、州開発融資、社債）は従来の上限額である 5 兆 4582.3 億インドルピーから改定され、2018 年 4 月
から 2018 年 9 月までの期間は 5 兆 9460 億インドルピー、2018 年 10 月から 2019 年 3 月までの期間は 6 兆 4990 億インドル
ピーとなった。
9 2018 年 4 月 27 日付通達（RBI/2017-18/168 A.P （DIR Series）通達第 24 号）及び 2018 年 5 月 1 日付通達（RBI/ 2017-18/
170 A.P （DIR Series）通達第 26 号）
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を発表した。RBI が導入した改定後の枠組みにおける主
要な変更点は下記のとおりである。
投資上限：
 FPI による中央政府証券への総投資上限は、発行済
み当該証券の 20％から 30％へと引き上げられた
 集中度の上限が導入された。長期 FPI 10の場合、単
一 FPI 及び関連 FPI11 による投資は政府証券（政府
債）、州開発融資（SDL）、社債証券に対する現行の
投資制限の 15％を超えてはならない。また、その他
の FPI については、前記のカテゴリーの債務証券す
べてに対して 10％と上限が定められた
 単一 FPI 及び全ての関連 FPI による投資は、各社
債の 50％を超えてはならない。当該上限を超えた場
合、FPI は、投資が 50％の上限を下回るまで、追加
投資はできない
 FPI がインド企業及びその関連法人の社債に投資す
る場合、投資の規模は当該 FPI の社債ポートフォリ
オ全体の 20％を超えてはならない。また、満期まで
の残存期間が 1 年未満の有価証券（政府債、SDL
及び社債）に関しては、上限について継続的にモニタ
リングが行われる
b) 満期
 政府債及び SDL への投資に関して、満期までの残
存期間を最低 3 年としていた既存条件が撤廃された
 FPI は、残存期間が従来の 3 年ではなく、1 年を超え
る社債への投資を認められることになった
 RBI は、FPI の中央政府発行による財務省証券（国
債）への投資を認めることを明確にした
 現行の入札制度（FPI の総投資額が上限の 90％に
達したときに発動される）は、2018 年 6 月 1 日付で
終了した。今後は、インド決済機構（Clearing
Corporation of India Ltd.）がオンラインベースで上
限についてモニタリングを行う
 FPI が一部払込証券に投資することは明確に禁止さ
れる。

10 長期 FPI は、ソブリン・ウェルス・ファンド、多国籍機関、寄付基金、保険基金、年金基金、および外国中央銀行を含む。
11 関連 FPI とは、非居住者法人によって登録された全ての FPI を指す。
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao
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