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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. 白物家電を対象とした生産連動型優遇策（Production-Linked Incentives scheme：以下「PLI」） 

インド政府は、白物家電（エアコン及び LED ライトの部品）の国内製造を促すため、PLI について通知を行った。また、インド
政府は、エアコン、LED ライト及びそれら製品の生産に必要な部品の国内製造を促すため、PLI について通知を行った 1。白
物家電分野は、インド国内の製造業生産高を大幅に増やすため、インド政府が今後数年にわたり PLI の対象として挙げた分
野の一つである。 

 

本 PLI の概要は、以下のとおりである。 

 本 PLI は、インド国内の製造を促し、白物家電の製造業におけるバリューチェーンに多額の投資を呼び込むため、財政的
なインセンティブの付与を提案するものである。 

 本 PLI は、各分野における障壁の除外、事業的な規模の創出、輸出の強化、安定的な部品のエコシステム及び雇用の
創出を目的としている。 

 本 PLI への拠出額は 623億 8,000万ルピー（約 8億 3,300万 US ドル）を見込んでおり、インドで製造された製品の
売上高（税引後の純額）の基準年度（FY2019～2020）からの増加額に対して、4～6%のインセンティブを 5年間に
わたり付与するものである（FY2022～2023 における売上高の増加分から対象）。 

 申請者は、設備投資の累積増加額及び基準年度からの売上高増加額に関する要件を満たす必要がある。投資の初
年度は、FY2021～2022 となる。 

 本 PLI の対象分野において、ブラウンフィールド投資又はグリーンフィールド投資を行う企業が本 PLI の恩恵を受けることが
できる。 

 本 PLI への申請期間は、6 カ月間である（延長される可能性がある）。 

 申請要件及び他の対象分野における事前資格審査要件など、本 PLI の詳細については、追ってガイドラインが公表され
る予定である。 

詳細については、以下リンク（英語）を参照されたい。 

Production-Linked Incentives (PLI) scheme for white goods 

 

2. 所得税に係る各種期限の延長 

直接税中央委員会（Central Board of Direct Taxes：以下「CBDT」）は、インドの 1961年所得税法（Income-tax 
Act, 1961：以下「ITA」）に準拠して行われる申告等の各種提出期限を延長した 2。新型コロナウイルス感染症の感染拡

 
1 Notification F. No. P-29014/101/2020-LEI dated April 16, 2021 

2 Circular No. 9 of 2021 dated 20 May 2021 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-global-tax-update-india-July2021-en.pdf?nc=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/tax/Indirect%20Tax/in-tax-idt-alert-Production-Linked-Incentives-(PLI)-scheme-for-white-goods-noexp.pdf
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大が深刻化している状況で、納税者が各種法律上の遵守要件を満たすことが困難である状況を考慮し、インド政府は、ITA
に準拠して行われる申告等の各種提出期限を延長した。 

 

 各種申告書等の内容 当初の提出期限 延長後の提出期限 

会計年度 2020～2021 年の所得税申告 

1. 国際取引又は特定の国内取引に関する移転価
格報告書を提出しなければならない納税者の所
得税申告 

2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 

2. 国際取引又は特定の国内取引に関する移転価
格報告書の提出は不要である納税者の所得税
申告（この場合、企業及び納税者は、監査は受
けなければならない） 

2021 年 10 月 31 日 2021 年 11 月 30 日 

3. 上記 1 及び 2 に該当しない納税者の所得税申
告 

2021 年 7 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 

4. 所得税の期限後申告又は修正申告 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 31 日 

会計年度 2020～2021 年の ITA に準拠した監査報告書又は財務諸表等 

5. ITA に準拠した監査報告書 2021 年 9 月 30 日 2021 年 10 月 31 日 

6. 納税者が国際取引又は特定の国内取引を行っ
た場合の会計士による（移転価格）報告書 

2021 年 10 月 31 日 2021 年 11 月 30 日 
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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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