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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（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

1. AOP1
に関するデリー高等裁判所の判

決 

先頃、インドのデリー高等裁判所は、ジョイントベ

ンチャー（以下「JV」）が契約獲得のみを目的として

設立され、当該 JVに参加する各企業（以下「JV参

加企業」）の業務範囲が明確に定義され、当該 JV
の全事業が JV 参加企業の間で配分されかつ JV
参加企業に下請契約に基づき遂行されている場

合、当該 JV は Association of Person（以下

「AOP」）とはみなされず、AOP としての課税はさ

れないという判決を下した。 

インド税法上、AOP とは、一定の共通目的のため

に協力する複数の者から成る、一つの独立した課

税事業体を意味する。AOP はパートナーシップと

は異なる。 

本件における納税者（以下「本件納税者」）は、道

路建設プロジェクト実施を目的として 2つの会社が

設立した JV である。当該プロジェクトに係る契約

から生じた収益の 98％は下請企業である JV参加

企業に支払われ、残りの 2％は付加価値税（value 
added tax：（VAT））支払等に充てられた。したがっ

て、当該 JV の税務申告書上の申告所得はゼロで

あった。 

                                                   
1 出典：CIT 対 Oriental Structural Engineers (P) Ltd. 
[2015] 58 taxmann.com 77（デリー高等裁判所） 

税務調査官は、当該プロジェクトからの収益の一

部は、当該プロジェクトを獲得した JV に配賦され

るべきであると主張し、契約から生じる総収益の

5％の額について当該 JV を AOP とみなして課税

した。 

デリー高等裁判所は、「共通の事業に共同参加し

ていることを示す十分な事実がある場合を除き、

課税目的上、複数の事業体を AOP として一つの

独立した課税事業体として取り扱うことは適切で

はない」とする Linde AG 訴訟
2
判決に依拠し、複

数の事業体間の協力をすべて AOP を構成するも

のとして取り扱うことは、共同体（association）を一

つの独立した事業体とみなす趣旨に悪影響を及

ぼすという判断を下した。そして、一つの事業目的

を遂行するためにある事業体が他の事業体と協

力するだけでは、単に事業上の利害関係が共通し

ているだけであり、AOP を構成するとみなすには

不十分であるとし、AOPとみなされるためには、一

定程度の共同参加を通じて管理される「共通の事

業」を行うことが不可欠な条件であると述べた。 

デリー高等裁判所は本件に関する事実関係に基

づき、当該 JVは契約獲得のみを目的として設立さ

れ、各 JV 参加企業の業務範囲は明確に定義され

                                                   
2 Linde AG, Linde Engg. Division 対 DDIT [2014] 44 
taxmann.com 244（デリー） 
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ており、また、当該 JV 事業は JV 参加企業 2 社の

間で分割され、当該 2社は下請契約に基づき業務

を遂行し、契約義務の充足に責任を有していた、

という見解を示した。そして、Linde AG 訴訟で示さ

れた法原則を適用し、当該 JV は AOP ではないと

する判断を下した。 

2. バンガロール控訴裁判所の判決
3
：租税

条約特典を受けられる場合には 20％の

源泉税率は適用されず 

Infosys BPO訴訟においてバンガロール控訴裁判

所（Bangalore Tribunal）は、納税者が租税条約

上の特典を受けられる場合、1961 年所得税法

（Income-tax Act, 1961：以下「所得税法」）セク

ション 206AA に基づき 20％の源泉税率が課され

る余地はないとする判決を下した。 

セクション206AAには、支払の受取人が納税者番

号（Permanent Account Number：以下「PAN」）を

持たない場合、租税条約上の源泉税率は適用さ

れず、20％以上の源泉税率が適用されると規定し

ている。 

本件納税者はインド企業で、複数の非居住者企業

にロイヤルティーおよび技術支援料の支払を行っ

たが、これらの非居住者企業のPANを取得してい

なかった。税務調査官は、PAN がない場合は所得

税法セクション 206AA に基づき、20％の源泉税を

徴収するべきであり、租税条約上の税率は適用さ

れないと主張していた。また、不足納税額に対して

利子が課された。 

しかし、バンガロール控訴裁判所は、受取人の納

税額は租税条約または所得税法に規定されてい

る税率のいずれか低い方の税率を上限とするた

め、当該受取人が租税条約上の特典を受けられ

る場合には、所得税法セクション 206AA に定める

20％の源泉税率は適用されないという判断を下し

た。 

 

                                                   
3 出典：DCIT 対 Infosys BPO Limited [2015] ITA No.: 
1143B/2013 
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