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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。

対外商業借入（External Commercial Borrowing） 1の規定改正
政府との協議に基づき、2015 年 11 月 30 日、インド準備銀行は対外商業借入に係る規定改正（以下「本改
正」）を発表した。
対外商業借入の主要ポイントは以下のとおりである。
本改正の具体項目およびその他条件等については以下の表に示すとおりである。これらの改正は個別では
なく一括適用される。
ポイント
借入の内容お
よび期間

借入資格：
借入できる企業

タイプ I
5,000 万ドル以下または相
当額以下の外貨建て借入
で借入期間が 3 年以上
5,000 万ドル超または相当
額超の借入で借入期間が
5 年以上
製造業、ソフトウエア開発
事業、船舶輸送事業また
は航空事業を行う企業およ
び特別経済地区（Special
Economic Zones ： 以 下
「SEZ」）の企業

タイプ II
外貨建て長期借入で借入
期間が 10 年以上
金額を問わない

タイプ I に記載されているす
べての企業とインフラ事業
を行う企業、持株会社なら
びに中核投資会社 2、不動
産投資信託 3およびインフ
ラ投資信託 4（SEBI 5 の管
理下にあるもの）

タイプ III
5,000 万ドル相当額以下の
インドルピー建て借入で借
入期間が 3 年以上
5,000 万ドル超または相当
額超の借入で借入期間が
5 年以上
タイプ II に記載されている
全企業、銀行以外の金融
会社、銀行以外のマイクロ
ファイナンス、協会
（society）、信託および協
同組合、研究開発、研修
（教育以外）、インフラ支援
または物流サービスを行う

1 インド企業の国外資金調達
2
3
4
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企業ならびに SEZ・国家製
造投資地区（National

貸出資格：貸出
しできる企業ま
たは個人

総コスト上限
（債務不履行ま
たは契約違反
に係る罰金＜
約定金利の 2％
を上限とする）

最終的な資金
用途

国際銀行、国際資本市場、
多国籍金融機関、地域金
融機関、政府系金融機関、
輸出信用機関、機械サプラ
イヤー、外国株主、海外長
期投資家（英国健全性規
制 当 局 （ Prudentialy
Regulation Authority））管
理下にある金融機関等）、
年金基金、保険会社、ソブ
リン ウェルス ファンド、イ
ンド国際金融サービスセン
ターに所在する金融機関、
インドの銀行の海外支店・
子会社（ただし条件有）
借入期間が 3～5 年：6 カ月
LIBOR または各通貨の適
用金利プラス 300 ベーシス
ポイント
平均借入期間が 5 年超：6
カ月 LIBOR または各通貨
の 適 用 金 利 プ ラ ス 450
ベーシスポイント
借入金は以下の資本的支
出の用途に用いることがで
きる
資本財の輸入（資本財購
入に関する場合に限り、
サービス輸入および技術ノ
ウハウの対価ならびにライ
センス料の支払を含む）


資本財の現地調達



新規プロジェクト



既存企業の近代化・
拡大



合弁・完全子会社へ
の対内直接投資



政府保有株式売却プ
ログラムに基づく株
式取得



資本財輸入のための
既存融資の借換え

タイプ I に記載されている
全企業でインド銀行の海外
支店・子会社を除いたもの

Manufacturing and
Investment Zones：以下
「NMIZ」）の開発企業
タイプ I に記載されている全
企業でインド銀行の海外支
店・子会社を除いたもの
銀行以外のマイクロファイ
ナンス、その他の適格マイ
クロファイナンス、非営利企
業および非政府組織は海
外の企業および個人から
の借入が可能（条件有）

6 カ月 LIBOR または各通
貨の適用金利プラス 500
ベーシスポイント

市場に基づく

借入金は以下を除くすべて
の用途に使用可


不動産事業

銀行以外の金融会社は以
下の用途に資金を使用す
ることができる



資本市場への投資





国内株式投資

イ ン フ ラ 事業 へ の 転
貸



上記のいずれかを目
的とする他企業への
転貸



資本財・機器 購入を
目的とする国内企業
への担保付融資



土地購入



リースおよび分割払
いによる国内企業へ
の資本財・機器の提
供

持株会社はインフラ事業を
行う自身の特別目的会社
（SPV）への貸付にも資金
を使用できる

SEZ・NMIZ の開発企業は
SEZ・NMIZ 内のインフラ施
設提供目的以外に資金を
使用することはできない
銀行以外のマイクロファイ
ナンス、その他の適格マイ
クロファイナンス機関、非政
府組織および非営利団体
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輸入済みだが未払の
資本財の支払



既存借入の借換え
（ただし借入期限の
短縮は不可）



SEZ 内の企業：自身
のためだけに使用可



船舶会社および航空
会社：それぞれ船舶
および航空機の輸入
のみ



直接株主・間接株主
またはグループ会社
からの資金提供で平
均借入期間が 5 年以
上のものに限り、一
般的な事業目的（運
転資金 を含む）に使
用可



借入上限額

（会社法に基づく登録を受
けているもの）は自助団体
への転貸、マイクロクレジッ
トまたは善意のマイクロファ
イナンス事業（キャパシティ
ビルディングを含む）以外
に資金を使用することはで
きない
その他の適格事業体は以
下を除くすべての用途に資
金を使用することができる


不動産事業



資本市場への投資



国内株式投資



上記のいずれかを目
的とする他企業への
転貸



土地購入

認可制度で認められ
た目的、商工省商務
局外交貿易部ガイド
ラインに基づく中古財
の輸入および輸出入
銀行の転貸

適格企業が受けることができる自動認可借入の限度額（年度）はそれぞれ以下のとおり
である
a.

インフラ事業および製造業を行う企業は 7 億 5,000 ドルまたは相当額

b.

ソフトウエア企業は 2 億ドルまたは相当額

c.

マイクロファイナンス事業を行う企業は 1 億ドルまたは相当額

d.

残りの企業は 5 億ドルまたは相当額

上記上限額を超過する対外商業借入はインド準備銀行からの事前認可を必要とする。
これらの限度額はインド国外でのインドルピー建て債券発行制度（自動認可による限度
額は年間 7 億 5,000 ドルまたは相当額）とは別である。当該限度額を超過する場合はイ
ンド準備銀行からの事前認可を必要とする
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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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