
 

 

 

1 

 

  
 

 

 

 

 

インドへ進出・投資に向けた最新動向について 

《はじめに》 

今回、県内企業の皆様に向けて、これからインドへの進出や投資をご検討されている方、また、

すでに進出されている企業様にも有益なインドの最新情報を、4つのテーマでご紹介します。 

 

まず初めに、日本と約 6 千キロも離れているインドでは、現在すでに 1,500 社近い日系企業が

進出しています。そこで、ここ数年の『日系企業のインド進出動向』についてご紹介し、第 2 に、

モディ政権の第２期目がスタートした『2019年度のインドの経済情勢』及びインド経済に大きな

影響力を持つ『自動車市場』について、第 3に、モディ政権が実施してきた改革の中で、特に注目

を集めた『新税制 GST の概要』について、最後に最新の『税制改正案』についてご紹介します。

今回のレポートを通じて、少しでも多くの方々に、インドへのご理解を深めていただき、皆様のビ

ジネス展開に貢献できればと考えております。 

 
 

 
チェンナイのビジネスサポーター田中です。南インドのチェンナイにて Global 

Japan AAP Consulting Private Limitedの代表を務めております。 

京都工芸繊維大学工芸学部卒業後に、税理士法人において中小企業に特化した会計・

税務アドバイザリー、また、米国公認会計士試験に合格後に米系企業において本社に 

対する財務報告業務や国際税務、ERP 会計システムを利用した経理部門シェアード・  

サービス導入プロジェクトを経験し、その後 2012 年から南インドのチェンナイに 

移住しました。これまで100社超の在印日系企業や新規進出企業向けに市場調査から

会社設立支援、会計・税務支援サービスを提供して参りました。 

2013 年から、「ひろしま産業振興機構 チェンナイ ビジネスサポーター」に就任

し、広島県内企業のインドビジネス展開を支援させていただいております。チェンナイ

に限らず、インド全地域へのご相談はお任せください。 
 

HAPEE MAIL 
Hiroshima international Access and Promotion of Economic Exchange 
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海外レポート増刊号は、回覧して皆様でお読みください。 
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【日本法人】 
●(株)グローバルジャパン・コンサルティング 
日本企業の海外進出支援。海外 M&A、本社におけ
る海外事業展開に関わる事業計画策定、フィージビ
リティスタディ、海外進出後の海外子会社モニタリン
グをサポートいたします。 

 
（東京事務所） 
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１．日系企業のインド進出動向  
 

2018 年に無印良品がインド進出を果たし、2019 年 10 月にはついにファーストリテイリング

が首都ニューデリーにユニクロ１号店をオープンさせました。これまでインドは国内産業を守るた

め、小売業に対する外国直接投資を規制してきましたが、単一ブランドの小売業はここ数年で大幅

に規制が緩和され、外国企業の進出が増加しています。また、依然として外資規制が残る複数ブラン

ド小売業も緩和が進んでいます。例えば、インパクトホールディングス社が、コンビニエンスストア

事業でインド大手コーヒーチェーンの株式 49%を取得し、2019 年 8 月にバンガロール市内に１

号店をオープンしました。セブン―イレブンもインド小売大手フューチャー・グループ傘下企業と

のマスターフランチャイス契約を通じて、2020年に営業開始予定です。 

 

下記に直近3 年間の日系企業のインド進出事例をまとめました。なお、2019 年に日系航空２社

がついに初めて南インドとの日本との直行便就航を発表しました。2019 年 10 月から全日本空輸

（ANA）が成田空港－南部タミルナド州チェンナイ間の直行便が就航し、2020年 3月に日本航空

（JAL）は成田空港―南部カルナタカ州バンガロール間の直行便を就航予定となっておりましたが、

現在は、新型コロナウイルスの影響により就航が延期されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 出典：NNAインドによるメディア報道から抜粋 
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２．モディ政権下の経済情勢と自動車市場について  
 

2019 年はインド経済にとって試練の年となりました。2019年 5 月の総選挙で与党・イン

ド人民党（BJP）が勝利し、2014年に 10年ぶりの政権交代を果たしたナレンドラ・モディ

首相が再選されました。再選後の GDP 成長率は直近の 2019 年 7～9 月期で 4.5%と低迷し、

特にインド国内製造業を支える自動車市場は、インド自動車工業会（SIAM）のデータによ

ると、唯一の例外であるスポーツ多目的車（SUV）を除き自動車販売が伸び悩み、2018 年

11 月から 2020 年 1 月まで 15 カ月連続で前年割れを記録し（2019 年 8 月には前年同

月比 33.2％減を記録）、市場は大きく低迷しました。10 月以降の祭事期は前年同月比で増加

に転じ、勢いを取り戻したものの、4 月～12 月は生産台数および販売台数共に前年比でマイ

ナス成長となりました。自動車メーカーは一時的な稼働停止や販売店の閉鎖が相次いでいま

す。インド経済の低迷を受けて、政府は 8月に自動車市場の回復を期待して、車両登録料（新

車購入時に支払うべき税金）の引き上げ時期の延期を発表し、また 2019 年 10 月以降に新

設され、かつ 2023 年 3 月末までに製造を開始した新設法人に対して、大幅な法人税率の減

税策（現行の 25～30%から 15%へ減税）を発表しましたが、景気が回復するまでにはもう

少し時間がかかると予想されます。 

 

また、交渉が大詰めを迎えていた大型 FTA（自由貿易協定）である東アジア地域包括的経済

連携（RCEP）は、2019 年 11 月にインドが離脱を示唆する発言をして注目を集めました。

主に対中貿易赤字がさらに拡大することへの懸念、そして、安価な中国からの輸入品の増加を

懸念してインド国内産業への配慮を示した形ですが、2020 年中に協定への署名が実現する

か注目が集まっています。 

 

自動車市場低迷の理由としては、ノンバンク IL&FS（ Infrastructure Leasing and  

Financing Services）の経営破綻による個人ローンの貸し渋り、車両のメンテナンス、燃料

価格といった所有コストの増加及び車両の消費税が下がることを期待した消費者の買い控え等

が指摘されました。さらに今後の自動車市場に重要な影響を与えると思われるのが、燃料・車両

両方に対して 2020年 4 月から適用が開始される新排ガス規制のBS（バーラト・ステージ）

６です。BS６は EUの排ガス規制のユーロ６に相当する基準で、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸

化物（NOx）等の排出は2017年に設定された旧基準 BS4より 5 段階厳しくなります。例え

ばディーゼル車の場合、 BS4 では不要の窒素酸化物排出削減の SCR（Selective Catalytic 

Reduction）システムの搭載が必要になるため乗用車１台当たりの価格は 10～20 万ルピー

（約16～31万円）程度上昇するものと試算されています。そのため、2020年もさらに販売

は厳しいと予想されています。 

 

このような状況のため、3 月末までは BS4（旧排ガス規制）対応車は大幅に値引きされてい

ます。例えば、車の販売価格が 70 万ルピー（約 10９万円）するマルチスズキ Dzire が約 8 

万ルピー（約1３万円）の値引き、以下、270万ルピー（約4１９万円）するヒュンダイ Tucson 

は 25 万ルピー（約39万円）、190万ルピー（約295万円）するタタ Hexa は 20 万ルピ

ー（31万円）、300万ルピー（約 465万円）するマヒンドラ Alturas は 40 万ルピー（約

62万円）、280万ルピー（約434万円）するホンダ CR-V は 50 万ルピー（約78万円）

と大手各社が高額の値引きを実施しています。大幅な値引きにより販売台数の増加は少し回復

するだろうと予想されますが、4 月の新規制導入により買い控えが生じることは容易に想像さ

れます。 
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一方で、乗用車全般の価格上昇により、これまでは高価格だった電気自動車（EV）に見向

きもしなかった購買層にとっては EV がより身近になり、購買意欲が高まる可能性がありま

す。EV が比較的高価な理由の１つとして、リチウムイオンバッテリーの国内生産能力がない

ので、輸入に頼らざるを得ない点があります。しかし EV の維持費が安いことはまだあまり知

られておらず、2010年設立の公営企業 EESL社（Energy Efficiency Services Limited）の

サウラブ・クマール氏が NNA 社のインタビューで語ったところによると、 EV に必要な電

気料金はガソリン代の５分の１とのことで、EVのメリットがインド国内消費者に広く認識され

れば EV 購入を検討する機会が増えて需要はかなり伸びそうです。 

 

2020 年の年初に中国自動車メーカー大手 Great Wall Motor（長城汽車）が価格帯 62万

～80 万ルピー（約96～124万円）という世界最安値の EV「Ora1」を今年インドで発売す

ると複数のメディアが報じて話題になりました。同様に、インド自動車メーカー大手タタの「ネ

クソン」やマヒンドラの「e-Verito」、韓国メーカー大手ヒュンダイの「コナ」、上海汽車集

団の傘下である英系メーカーMG モーターの「ZS」等のモデルが各社から次々と発売されてい

ますが、2019年 4 月～11月の EV の販売総数は 1,309台で、乗用車販売の 0.07％しか

占めておらず、EV市場はあまり良い状況ではありません。 

 

過去数年、全世界の EV 販売台数の約半数は中国が占めており、中国が世界最大の EV 市場

になったと言われています。EVに対する方針について共通項の多い中国とインドで比較する

と、中国では EV への移行を促進するために EV 充電施設や補助金制度を積極的に設け、公共

交通機関でも電気バスが積極的に採用されています。インドでもモディ政権により始まった「ス

マートシティ・ミッション」計画において、64都市への 5,600台の電気バス導入の発表があ

り、中国の後を追いかけているようにみえます。しかし計画では厳格な時間制限が設定されて

いません。英系調査会社 HIS マークイット社のアナリストによると、公共交通機関の EV 移行

が 50％以上を超えるのは 2030 年より後になるだろうと考えられています。 

2019 年４月１日から始まったインド政府によるエコカー購入支援制度「FAME India（電

気自動車生産・普及促進のための補助金制度）」の第２期は 2022 年 3 月末までの３年間、主

に公共交通機関の電動化を目指し、総額１千億ルピーの補助金を投入する予定ですが、制度開

始直前に補助金支給の対象車両の条件が絞られたことで混乱が生じ、多大な悪影響を及ぼした

として EV 製造者団体のSMEV（Society Of Manufacturers of Electric Vehicle）に批判

されました。また、この FAME 2 期には補助金だけでなく度々指摘される充電設備の不足を解

消するため24州 62都市での 2,636もの充電施設の設置が含まれています。これらはＥＶを

含む省エネ設備・製品の普及を目的として、EESL 社とインド国内各地の提携企業を中心にす

すめられる予定です。 

 

また、EV の普及が大きな可能性を秘めながら遅々としてすすまない原因の一つに、電力その

ものの供給源に関する課題が挙げられます。現在、インドでは電力の 60％以上が石炭火力発電

で賄われています。EV は排気ガスの排出がないため環境負荷が少ないと思われがちですが、ラ

イフサイクルアセスメント（LCA）*を用いて評価すると、石炭火力発電による EV 使用で排出

される窒素酸化物、硫黄酸化物等を考慮すると、実はガソリン/ディーゼル車とほとんど変わら

ないという研究もあります。例えば深刻な問題になっている都市部の局地的な大気汚染は EV

で改善できるかもしれませんが、インド全体を考えると環境負荷が低い発電エネルギー源や発

電技術が改善されない限り、環境負荷はあまり変わらないといった意見もあります。2020 年 

2 月に発表された予算案には、EV の国内生産を促進するため、完成車の輸入関税を 25%から 

40％へ引き上げる改正が盛り込まれていました。 
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今年はスズキ㈱、㈱東芝、㈱デンソー３社による合弁会社が設立され、自動車用リチウムイ

オン電池パックの製造工場がグジャラートで稼働予定です。またマヒンドラと韓国 LG 系列

の LG 化学がリチウムイオン電池パック製造技術のパートナーシップを表明し、インドの政

策立案機関ＮＩＴＩアーヨグは、ＥＶ向けリチウムイオンバッテリーの工場を整備し、2022

年から生産を開始する計画を明らかにしています。EV 業界のエコシステムができているとは

言い難い状況ではあるものの、少しずつ確実に EV への移行へ進んでいます。2020 年 2 

月 7 日から 12 日までデリー近郊で開催された「Auto Expo 2020」では、自動車メーカ

ー各社が EV モデルを発表しており、インドにおける EV 市場の動向は目が離せません。 

 

 

 

 
３．日本の消費税とインドの新税制 GST の違い  
 

2017 年７月にインドでは新税制 GST（Goods and Service Tax：物品サービス税）が

導入されました。日本の消費税とインドの GST の主な違いについてご説明します。 

 

（１）GST は品目により税率が異なる 

日本では 2019 年９月まで、全ての品目について消費税は８％でした。2019 年 10 月

の改正により軽減税率が導入され、初めて２種類の税率が適用されることになりました。日本

では消費税の税率変更については、何年もかけて議論されますが、インドでは原則 5 種類の

税率が複雑に設定されており、2017年の７月に初めて GSTが導入されて以降、定期的に開

催される GST 評議会および通達等を通じて税率が既に何度も変更されています。主な品目の

税率は下記の図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GST に限ったことではありませんが、インドでは突然かつ頻繁に法令改正が行われます。

日本から来た方の中には、法令のあまりの複雑さに戸惑われる方も少なくありません。これで

も GST 導入により、それ以前の税制に比べれば遥かに簡素化され、コンプライアンスもシン

プルになりました。インドでは頻繁な改正があるので常に最新の情報を入手するよう注意する

必要があります。 

*ライフサイクルアセスメント（LCA）：製品・サービスのライフサイクル全体または特定段階における環境負荷を定量的に

評価する手法。ISO による環境マネジメントの国際規格の中で、規格が作成されています。 
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（２）GST は毎月申告と納税がある 

日本の消費税では、法人の場合、課税期間の末日の翌日から２か月以内に申告・納付を行い、

企業によっては年に１～11 回に分けて、直前の課税期間の消費税額に基づき中間納付を行いま

す。これに対しインドのGSTは、原則、毎月申告と納付を行わなければなりません。申告は毎月

10 日と 20 日に行い、納付は毎月20日までに行います。 

 

なお、日本では期末決算で仮払消費税と仮受消費税を相殺して未払消費税を計上する仕訳を行

いますが、インドでは GST の申告と納付を毎月行うため、そのような仕訳は行いません。一方年

度末の申告は、2019 年 11 月現在、2017 年４月～2018 年３月度の申告期限が 2019 年 12 

月、そして、2018 年４月～2019 年３月度の申告期限が 2020 年３月となっています。 

 

（３）国内でも CGST、SGST、IGST の違いがある 

 

  

 

 

 

 

 

 

日本の消費税は国が一元管理をしていますが、インドは州の権限が強く、GSTも州内の取引の

場合と、州をまたぐ取引の場合とでは取り扱いが異なります。同じ州内の場合、中央政府への

GST である CGST（Central GST）と州政府への GST である SGST（State GST）が同じ料

率で課税されます。例えば、GST の料率が 5%であれば、CGST と SGST がそれぞれ 2.5%ず

つ課税されます。 

 

これに対し州を跨ぐ取引や海外からの輸入の場合には IGST（Integrated GST）が課税され

ます。つまり、GST の料率が 5%であれば IGSTのみが 5%課税されることになります。なお、

インドには Special Economic Zone（SEZ）と呼ばれる経済特区（見なし非課税区域）があ

り、SEZ との取引は海外との取引と同様の処理がされるため、SEZ 入居企業へ物を販売した場合

は輸出扱い、逆に SEZ入居企業から購入した場合には輸入扱いとなります。日本の場合ですと、

全ての仮払消費税と仮受消費税を相殺しますが、インドの場合には 3 種類の CGST、SGST、

IGST があるため、相殺の順序についてもルールが決まっており注意が必要です。 

 
４．2020 年度税制改正案について 

 

2020年 2月 1 日に 2020 年度予算案（Union Budget 2020）が発表されました。その中

でも「財政法案２０２０（The Finance Bill 2020）」において日系企業に影響を与える可能性

がある主な税制改正案についてご説明します。 

 

（１）個人所得税率の選択制度 

2020 年度より、一定の条件の下で個人所得税の税率を選択することができます（但し健康教

育目的税とサーチャージには変更はありません） 

※ハッピーメール2020年4月号「インドにおける輸出入取引にかかるGSTの概要について」

も併せてご覧ください。 
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年間所得（単位: ルピー） 現行の税率 新しい税率 

25万未満 0% 0% 

25万以上50万未満 5% 5% 

50万以上75万未満 20% 10% 

75万以上100万未満 20% 15% 

100万以上125万未満 30% 20% 

125万以上150万未満 30% 25% 

150万以上 30% 30% 

 

新しい税率の方が税率は下がりますが、新しい税率を選択する場合にはインド所得税法（Income 

Tax Act, 1961）第 16 条に定める基礎控除や、同第 10 条に定める住宅手当等の各種控除が認

められません。つまり、現行の税率と新しい税率のどちらの方が所得税額を少なくすることがで

きるかを計算の上、選択する必要があります。 

 

（２）スタートアップ企業への免税 

インド所得税法第 80-IAC 条では、適格なスタートアップ企業（Eligible Start-up）に対する

法人税の免税を定めておりますが、その適格要件が拡大される案が発表されました。 

 

 売上（単位：ルピー） 期間 

現行 ２億５千万以下 設立７年以内の連続した３年間 

改定後 １０億以上 設立１０年以内の連続した３年間 

 

ただし、全てのスタートアップ企業が適格要件に該当するわけではありません。インド所得税法

第 80-IAC条４項１号において「適格なスタートアップ企業」とは「技術や知的財産によって新

製品、プロセスやサービスの変革、開発、商業化などをするビジネス」と定義されていますが、

これ以上の詳細な定義はないため、何が該当するかは監査人や税務専門家による見解、過去の判

例等に基づき判断をする必要があります。 

 

（３）配当分配税（Dividend Distribution Tax：DDT）の廃止 

現行の税制では、配当を支払うインド法人に対し一律 15％（サーチャージと健康教育目的税を

含めた実効税率は 20.56%）の配当分配税のDDT（Dividend Distribution Tax）を課しており

ます（※配当 の受取り側は非課税）。 

 

2020 年４月以降、DDT は廃止され、配当時にインド所得税法第 194 条に基づいて 10%の

源泉所得税の TDS（Tax Deducted at Source）が控除され、インド側で源泉徴収した TDS に

ついては、日印租税条約に基づき、日本側で外国税額控除の適用が可能になるようになる予定です。 

 

配当所得は（インド国内企業から受け取った配当であっても、海外から受け取った配当であっ

ても）課税所得となりますが、この配当所得に対しては当該所得額の 20%を上限として利子控除

が認められます。利子控除とは、銀行からに対して借入利息などを支払っていた場合に、当該利

息を費用として配当所得額から控除することができるという意味です。 
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（４）法人税率の減税制度に発電ビジネスが追加 

インド所得税法第 115-BAB 条では、2019 年 10 月１日以降に設立され 2023 年３月 31 

日までに製造を開始した企業に対し、一定の条件の下で 15%（サーチャージと健康教育目的税

を含めた実効税率は 17.16%）の税率を選択適用できる旨を規定しています。従来は、対象企業

が製造業に限られていましたが、今回の予算案では発電事業（Generation of E lectricity）も適

用対象となる案が発表されました。 

 

（５）税務監査の対象が売上高 5000 万ルピーを超える企業に限定 

インド所得税法第 44-AB 条に定められた税務監査の適用対象企業の基準が、課税期間におけ

る年間売上高１千万ルピー超から、５千万ルピー超へと変更となる案が発表されました。 

 

（６）電子商取引における源泉税の徴収 

インド所得税法第 194-O 条において電子商取引における源泉税（TDS）の徴収義務について

の案が発表されました。消費者が Amazon 等のオンラインショップから物品を購入する場合にお

いて、オンラインショップから個人出店者への支払が年間 50 万ルピーを超える場合には１％の

TDSを控除する必要があります。個人出店者が納税者番号（PANもしくはAadhaar）を取得し

ていない場合、取引金額を問わず 5%の TDS が課税されます。出店者が法人である場合は、支払

金額を問わず支払時のTDS控除は不要です。 

 

（７）高額の物品販売における Tax Collected at Source（TCS）の納税 

年間売上高が１億ルピーを超える場合、500 万を超える支払については 0.1％（PAN や

Aadhaarがない場合には１％）の TCSを課税する案が発表されました。TCSは GSTと同様に

物品の売り手が買い手から徴収し、税務当局へ納税します。TCS の負担者は物品の買い手となり

ますが、物品の買い手は売り手へ TCS を支払った際に当該支払額を資産として計上し、期末に未

払法人税と相殺します。 

 

（８）非居住者が受領するロイヤリティや技術支援料について所得税の申告を免除 

2020 年 4 月以降、非居住者がインドからロイヤリティや技術支援料を受領した場合には、イ

ンドにおける所得税申告義務が免除されるという案が発表されました。ただしこの規定は個人の

非居住者（Non-residents）に限定され、外国企業（Foreign Company）は対象外です。 

 

（９）技術サービスに係る源泉税（TDS）料率が 10%から 2%へ改定 

インド所得税法第194-J条ではプロフェッショナルサービスと技術サービスの報酬に係る源泉

税を 10%としていましたが、このうち技術サービスに係る源泉税のみ料率が２％へ改定となりま

した。 

 

「プロフェッショナルサービス」は、インド所得税法第 44-AA 条において「法律、薬、技術、

建築の専門家、または会計、技術の専門家、インテリア装飾やその他の専門家（legal, medical, 

engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical 

consultancy or interior decoration or any other profession）」と定義されています。この

うち、どのサービスが技術サービスに該当するかについては、今のところこれ以上詳細の情報は

出ておりません。今後、より詳細な通達が発表される可能性があります。 


