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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。
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最高裁判所判決 :最低代替税制度

または MAT 税率である 18.5％の税率のいずれ

は外国法人には適用されず

か高い方の税額を支払う義務があるが、外国
法人への MAT 制度適用については明確なガイ
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「MAT」）制度は適用されないという判決 を下し
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CBDT ：移転価格のレンジ適用およ
び複数年のデータ使用に関する規定

これより前、政府は、外国機関投資家（FII）およ

を発表
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び外国ポートフォリオ投資家（FPI） ならびに
PE または事業を行う場所を持たない外国法人
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に MAT 制度は適用されないと発表していた 。
1961 年所得税法（Income-tax Act, 1961：以下
「所得税法」）の現行規定によると、法人は、会
計上の所得に対して通常の税率である 30％
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1 2013 年民事上訴（civil appeal）No. 4559 および
No. 4560
2 Castleton Investment Ltd.訴訟
3 外国機関投資家（Foreign Institutional Investors
（FII））および外国ポートフォリオ投資家（Foreign
Portfolio Investors（FPI））
4 2015 年 9 月 1 日および 24 日付の発表を参照のこ
と
5 内国法人の場合。外国法人の場合の税率は 40％
で、該当するサーチャージおよび教育目的税が加算
される。

2015 年 10 月 19 日、直接税中央委員会
（Central Board of Direct Taxes（CBDT））は、
インド移転価格税制に基づく比較対象企業分
析および独立企業間価格算定の 3 段階プロセ
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スについて規定する通達 を発表した。主な内
容は以下のとおりである。
(1)

比較対象企業の選定

比較対象企業は、今年度のデータ（入手できる
場合）または直近年度のデータを用いた定量的
レビューおよび定性的レビューに基づき選定す

6 Central Board of Direct Taxes 直接税中央委員
会
7 通達（Notification）No. 83/2015
［F.No.142/25/2015-TPL］
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る 。 た だ し 、 独 立 価 格 比 準 （ Comparable

（liaison office）が行う活動が輸出を目的とする

Uncontrolled Price：以下「CUP」）法、利益分

インドにおける物品の購入に限られている場合

割（Profit Split：以下「PS」）法および他の移転

は、当該連絡事務所が所得税法規定 に基づく

価格算定方法（Income Tax Act Section 92C（f）

インドでの事業との関連（business connection）

に基づく方法）を用いる場合は、当年度のデー

や租税条約に基づく PE とみなされることはなく、

タを用いて選定しなければならない。

インドで課税される所得が当該活動に起因する
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とみなされることはないとする判決を下した。
(2)

独立企業間価格算定に用いるデータ

対象取引が独立企業間価格算定は、選定され
た比較対象企業の 3 年またはそれ未満の期間
（入手可能ないずれかの期間）の加重平均デー
タを用いて行う。ただし、CUP 法、PS 法および

他の移転価格算定方法 （Income Tax Act
Section 92C（f）に基づく方法）を用いる場合は
複数年のデータを使うことはできない。
(3)

レンジの適用

比較対象企業が 6 社以上あり、かつ CUP 法、
原価基準（Cost Plus Method（CP））法、再販
売価格基準（Resale Price（RP））法または取
引単位営業利益法（Transactional Net Margin
Method（TNMM））を用いる場合は、対象取引
が独立企業原則に基づいて行われているか否
かを、比較対象企業データの上位 35％と下位
35％を除いたレンジ（35％～65％）に収まって
いるか否かで判断する。ただし、比較対象企業
の数が 6 社未満の場合または PS 法または他
の移転価格算定方法（Income Tax Act Section
92C（f）に基づく方法）を使用する場合は、算術
平均値（arithmetic mean）プラスマイナス 3％
のレンジに収まっているか否かで判断する。
本通達では当年度のデータが税務調査中に入
手可能になった場合には、申告書提出時には
当年度のデータを入手できなかった場合でも、
当年度のデータを使用することが規定されてい
る。

3.
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カルナタカ高等裁判所判決 ：連絡事
務所の購入活動はインドでの事業と
の関連または PE とみなされるのか

カルナタカ高等裁判所は、インドの連絡事務所

8 Columbia Sportsware Company 対 DIT 訴訟：
WP No. 39548 of 2012/ 62 taxmann.com 240
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