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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 
日本語訳と原文（英語）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

1. 医薬品を対象とする生産連動型優遇策（Production-Linked Incentives: 以下「PLI」） 

インド政府は、国内製造を強化し、バリューチェーンにおいて多額の投資を呼び込むことを目的とした PLI に関する通知を行っ
た。自立したインド（AtmaNirbhar Bharat）は、政府の最重要プログラムであり、効率的かつ公平で活発な製造業を構想
する方針により、インドを自立した国家にすることを目的としている。その一環として、内閣は、PLI を承認した。これは、幅広い
セクターを対象としており、国内メーカーに国際競争力をもたらすことや製造エコシステムの形成を目的としている。 

PLI は、医薬品を対象として承認され、大規模な医療用電子機器製造等も対象として認められている。また、今後 5年間で
1兆 4,600億ルピー（約 200億 US ドル）の財政支出が承認されたことで、主要 10 セクターを対象に導入された。PLI によ
り、インド国内メーカーの国際競争力及び輸出力が強化され、グローバルサプライチェーンにおいてインドが不可欠な国と位置付
けられることが期待されている。医薬品を対象とした PLI に関する内閣の公表内容の概要は、以下のとおりである。 

• PLI は、製薬業の発展を目指した包括的なスキームの一環となるもので、インド国内の製造能力を高めることを目的に
承認された。製薬業への投資を増加させ、生産を強化し、また、製品の多様化に寄与して医薬品の価値を高めること
で、その目的を達成するものである。 

• PLI では、一定の基準を満たす選定された申請者を対象に、特定のカテゴリーに属する医薬品の売上増加分に対して
報奨金が支払われる。 

詳細については、以下を参照されたい。 

2020年 6月 10日付 Tax Alert「Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Electronics and Pharmaceuticals」
（PDF） 

 

2. IT ハードウェアを対象とする PLI 

上述と同様の理由で、内閣は、IT ハードウェアも対象に PLI を承認していると 2021年 2月 24日付のプレスリリースで公表し
ている。およそ 735億ルピー（約 10億 US ドル）の支出を予定している。PLI の主な特徴は、以下のとおりである。 

 基準 PLI 詳細 

1 PLI 適用期間 4 年間 

2 対象セグメント ノートパソコン、タブレット端末、一体型 PC 及びサーバ 

3 優遇策による受取額 売上純増加分の 4%～2%/1% 

4 適用対象者 大手グローバル企業 5 社、インド国内の最大手企業 10 社 

5 優遇策適用基準 • インド国内で製造された製品に関連する売上 

• 特定の対象セグメントに該当する製品が対象 

• 売上増加分を計算する上で基準となる年：2019―2020 年 

• 基準を満たす企業のみ対象 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-global-tax-update-india-April2021-en.pdf?nc=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Indirect%20Tax/in-tax-idt-alert-production-linked-incentive-pli-scheme-for-electronics-and-pharmaceuticals-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Indirect%20Tax/in-tax-idt-alert-production-linked-incentive-pli-scheme-for-electronics-and-pharmaceuticals-noexp.pdf
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3. 税務調査の実施、再調査及び罰金に関する手続の完了期限の延長 

直接税中央委員会（Central Board of Direct Taxes ：以下「CBDT」）は、1961年所得税法（Income-tax Act, 
1961）に基づき、税務調査又はその実施、再調査及び罰金に関する手続の完了期限を延長する旨、2021年 2月 27日
付の通達で公表している。当該通達の概要は、以下のとおりである。 

 対象 現行の期間又は期日 CBDT の通達に基づいた延長後の
期間又は期日 

1 罰金通知の発行期限 2021 年 3 月 31 日までの延長期
限前 

2021 年 6 月 30 日 

2 税務調査実施手続又は再調査
手続の完了期限 

2021 年 3 月 31 日までの延長期
限前 

2021 年 4 月 30 日 

3 税務調査実施手続又は再調査
手続の完了期限 

（2018―2019 年度の実施手
続）2021 年 3 月 31 日 

2021 年 9 月 30 日 

 

4. 対価の支払いがないインド企業の株式譲渡でも譲渡益が課税対象となり、また、移転価格に係る規定が適用可能 

事前裁定当局（Authority for Advance Rulings：以下「AAR」）のムンバイ裁判所は、株式の譲渡において対価の支払
いがなかったとしても、移転価格に係る規定が適用され、独立企業間価格が算定され次第、（インド・スイス租税条約に基づ
き）株式譲渡益に対してインドで譲渡した側に納税義務が発生すると判断した。 

納税者は、自身の特定のケースにおける事実への本裁定による影響について確認することはできるものの、事前裁定は、その
取引における申請者と税務当局にのみ法的拘束力が生じ、他の納税者の場合に必ずしも当てはまらない可能性があること
には留意されたい。 
 

5. 租税条約の有益な恩恵に係る規定の適用に関する事前裁定では、租税回避とならないと判断 

所得税法の（配当分配税に係る）第 115-O 条に基づく税負担を最小限にするという租税条約の有益な恩恵に関して納
税者から提起された問題について、AAR のデリー裁判所は、租税回避を目的とした取引として扱うことができないため、その適
用は認められると判断した。 
納税者は、自身の特定のケースにおける事実への本裁定による影響について確認することはできるものの、事前裁定は、その
取引における申請者と税務当局にのみ法的拘束力が生じ、他の納税者の場合に必ずしも当てはまらない可能性があること
には留意されたいることに留意されたい。 
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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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