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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.

プロビデントファンドへの積立金が払戻し可能に：
EPFO が日本国籍の就労者を対象に制度を明確
化

これに対して被用者積立基金機構（Employees’
Provident Fund Organisation：以下「EPFO」）は、インド
に就労する日本国籍者に認められる PF 残高および年
金積立金の一括払戻しについて明確化した。

2016 年 10 月 1 日付で日印社会保障協定（Social
Security Agreement：以下「SSA」）が発効された。当該
協定に基づく給付の一環として、日本国籍者はプロビデ
ントファンド（Provident Fund：以下「PF」） 1および年金基
金への積立金の払戻しを受けられる。

すなわち、日印 SSA が発効する（2016 年 10 月 1 日）
前にインドに就労していた日本国籍者についても、PF お
よび年金基金に積み立てられた残高の払戻申請を行う
ことができる。また、払戻しは SSA が規定する特別条項
に従って行われる。

日本国籍者は、該当するインド事業所 2の従業員でなく
なった場合、その時点で PF への積立残高を払い戻す
権利を得る旨、SSA は明示している。また、1995 年従
業員年金基金（Employees’ Pension Scheme, 1995：
以下「年金基金」）に基づく納付についても、制度の適用
条件を満たさなくなった時点で払戻しが認められる。

2.

子会社群の保有についての制限規定（2013 年会
社法）

子会社群を悪用した資金の流用および還流を阻止する
ため、2013 年会社法（Companies Act, 2013）のもと、
以下の規定が盛り込まれた 4。

当該措置は、PF および年金基金への加入時期が SSA
の発効日より前に該当する場合でも有効とされ 3、SSA
の締結国から派遣された海外従業員（International
Workers）が該当するインド事業所の従業員でなくなった
時点で当事者に積立金の払戻権利を認めるものであ
る。

 一定の持株会社は、規定の数を超える子会社群を
組織してはならない
 2 層を超える投資会社を通じた投資は認められない
インド企業省（Ministry of Corporate Affairs：以下
「MCA」）は 2017 年 9 月 20 日、2017 年会社法規則
（Companies Rules）のもと、子会社群の数の制限
（Restriction on Number of Layers）に関する通達（以下
「通達」）を発表した。当該通達の主な概要は以下のとお
りである。

在インド日本商工会議所は、現状、SSA の発効日より前
にインドを離れた日本国籍者に対しては積立残高の払
戻しが行われていないことについてインド政府に注意を
促した。

1 プロビデントファンド（Provident Fund：「PF」）- インドの社会保障制度の一種。一定の条件を満たす場合、雇用者および従業員の
双方に納付が義務づけられる。
2 PF 制度を含む社会保障制度の適用対象企業をいう。
3 インドの国内法（PF 法の Para 69（4）および Para 83 を参照）にも基金に積み立てられた残高の総額を当事者に払戻しする旨の
規定が定められている。
4 これらの規定は、MCA が組織する会社法委員会（Companies Law Committee ：以下「CLC」）の提言により 2013 年会社法から
削除することが検討されていた。CLC は、現代のビジネス事情からしてこれらの制約が強制的で実現性に乏しいことから、企業
のストラクチャリングおよび資金調達の大きな足かせになると考えた。その後、資金流用やマネーロンダリングを目的としたペー
パーカンパニーを設立する等、子会社群を悪用する企業が報告されたため政府は本規定を存続することを決定し、本規定の通達
のドラフトを提示するとともに 2017 年 6 月にパブリックコメントを実施した。
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①

企業は、2017 年 9 月 20 日以降、2 層を超える子
会社群を保有してはならない。
 インド国外の法人については、2 層を超える子
会社群に該当する場合でも現地法に基づき買
収することができる
 子会社群の数の算出にあたり、1 つのまたはそ
れ以上の完全子会社または子会社から構成さ
れる層は考慮されない

②

持株会社のうち、銀行、システム上重要なノンバン
ク金融機関（Systematically Important NonBanking Financial Companies）、保険会社および
国有企業は当該通達の適用外とする。

③

2017 年 9 月 20 日現在、2 層を超える子会社群を
持つ企業は以下を遵守しなければならない。
 2017 年 9 月 20 日から 150 日以内に企業登
録局（Registrar of Companies）に所定の様式
で作成した申告書を提出する
 2017 年 9 月 20 日以降、既存の子会社群に加
えて新たな子会社を保有してはならない
 通達の公布日以降に子会社群の数を減少させ
た場合、減少後の数または 2 層を超える子会
社群を持つことはできない

④

当該通達に違反した場合、当該企業および義務を
怠った全ての役員に 10,000 インドルピーを上限と
して罰金が課される。また、引き続き義務の不履行
が認められる場合は一日 1,000 インドルピーを上
限としてさらに罰金が課される。

なお、本規定は施行から日が浅いこともあり、上述の子
会社群を保有する企業は、組織再編や企業買収にあた
っては、事前に税務専門家のアドバイスを受けることが
望まれる。
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