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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.

4

最低代替税（MAT）：恒久的施設（PE）

率である 30％ により計算された税額または

または事業を行う場所をインドに持た

MAT 税率である 18.5％の税率により計算され

ない外国法人には適用されず

た税額のいずれか高い方の税額を支払う義務

最低代替税制（Minimum Alternate Tax：以下
1

「MAT」）制度 が外国機関投資家（FII）および
2

外国ポートフォリオ投資家（FPI） に適用されな
いことは 2015 年 9 月に明確化されたばかりだ
が、今般、インド政府は、外国法人への MAT 制
度適用に関する論争を解決し、インド税法のさ

があるが、外国法人への MAT 制度適用につい
ての明確なガイダンスはない。本発表後、インド
に PE や事業を行う場所（支店等）を持たない外
国法人は所得税法の通常税率に基づいて計算
された税額を支払うことになる。

2.
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デリー高等裁判所判決 ：債務として

らなる簡素化を図るため、1961 年所得税法

認識されていない金額に係る源泉税

（Income-tax Act, 1961（IT Act）：以下「所得税

徴収義務

法」）を改正することを決定した。

6

所得税法 には、インドで課税対象となる支払
3

政府は報道発表 を行い、インドに恒久的施設

を非居住者に行う者は、受取人の収益勘定へ

（Permanent Establishment：以下「PE」）また

計上時または現金、小切手もしくは手形等によ

は事業を行う場所（place of business）を持た

る実際の支払時のいずれか早い時点で、適用

ない外国法人に MAT 制度は適用されないこと

税率に基づく税額を源泉徴収しなければならな

を明確化した。また、本改正（まだ実施されてい

いと規定されている。

ない）は 2001 年 4 月 1 日にまで遡及適用され
ることも明確化した。

今般、デリー高等裁判所は、このような源泉徴
収義務が生じるのは、非居住者に（所得税法上

所得税法現行規定によると、法人は通常の税

課税対象となる）支払が行われる場合で、当該

1 1961 年所得税法 Section 115JB
2 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」）
3 2015 年 9 月 24 日付発表

4 国内法人の場合。国外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
5 DIT 対 Ericsson Communications Ltd
6 1961 年所得税法 Section 195
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支払額が、支払人から非居住者への債務とし

書を取得しているのだから、当該費用の

て認識されている場合だけであるという判断を

損金算入を否認することはできない

示した。また、後に取り崩されることになる仕訳
を行うだけで支払人に源泉徴収義務が生じるこ
とはないという判断も示した。

4.

2014～2015 年度の税務申告書の申
告期限の延長

複数の高等裁判所の判断により、直接税中央
9

さらに、本判決では、非居住者が課税を受けな

委員会 はインドのすべての納税者の税務申告

い支払について、支払人が源泉徴収を行う必

書および税務調査報告書の提出期限を 2015

要はないことが再確認された。

年 10 月 31 日まで延長した
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。
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バンガロール控訴裁判所判決 ：税務
当局が発行した源泉徴収税減免証明
書に基づき源泉税が徴収されなかっ
8

た費用の損金算入否認 について
今 般、 バン ガロ ール 控訴 裁 判所 （ Bangalore
Tribunal）は、税務当局が発行した「源泉徴収
税免除証明書」に基づき、支払時に源泉徴収
が行われなかったサービス費用が課税所得計
算上損金算入された場合、当該損金算入を否
認することはできないという判決を下した。
所得税法には、所得税法関連規定に基づき源
泉徴収が行われなかった費用を課税所得算定
の際に損金算入することはできないと規定され
ている。しかし、源泉徴収税減免については事
実関係に基づき、税務当局から証明書を取得
することができるとも規定されている。今回問題
となっていたのは、税務当局からサービス費用
の支払に関する源泉徴収税免除証明書を取得
し、当該証明書に基づき源泉徴収が行われな
かった場合に、当該費用の損金算入を否認で
きるか否かについてであった。
バンガロール控訴裁判所の判決は以下のとお
りである。


税務当局は、源泉徴収税免除証明書を
発行する際、提供されたサービスに関す
る事実関係およびその性質をすべて検討
した後、租税条約上の特典条項に基づき、
源泉徴収を行う必要はないと判断した



損金算入を否認できるのは納税者が所得
税法規定に違反した場合のみである。納
税者は税務当局から源泉徴収免除証明

7 Carl Zeiss 訴訟
8 1961 年所得税法 section 40(a)(i)

9 Central Board of Direct Taxes
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