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前例のない暫定予算となったインド2019年予算

インド2019年予算について（インド政府が2019年2月1日、2019年度の予算案を発表）

本暫定予算は過去のそれと異なり、今や国による租税改革を要しないことを示すものとなっている。財務大臣が中間層の直接
税納付の負担の軽減を発表し、農家・農村経済への考慮を表明した。
今回の暫定予算は、会社員や中流階級の納税者にとっての待望であった租税改革にのりきった、従来とは異なる内容だ。

税制上中間層に向け充実させた点

2019年予算は中間層の納税者にとって特典が満載である。

• 最大の注目は、課税対象となる収入（ただし上限を50万ルピーとする）のある者への12,500ルピーの戻し税。納税者
と政府の双方にとって有益な変更点だ

• 歳入に影響を及ぼすことなく多くの納税者を予期せず驚かせた、中流階級納税者にとって特典が盛り込まれた内容である
• 通常控除の40万から50万への引上げは、昨年発表の通常控除額からの引上げを望んでいたサラリーマン階級にとって嬉
しい

• 銀行・郵便局・協同組合への預金への利子に係るTDSが10万から40万へ引上げられた。投資するよりも貯めることを選
ぶ人口にとって注目の点となる

• 退職金（Gratuity）の限度額の100万から200万への引上げも会社員層の処遇改善として喜びが広がった

租税改革の2つの理由

税務上の優遇を設けた目的は2つ。納税者負担への対応と、遅れをとっている不動産部門の支援である。
改正には不動産部門を支援する一連の内容が組み込まれ、不動産部門にとってはうれしいことに光が当たることとなった。

• 住宅１軒を所有する者が仕事や学校の都合で別に住居を購入する場合を考慮し、自宅に係る課税控除対象を2軒ま
でと定め、所有する住宅2軒につきnotional rentに係る税控除が利用可能となった

• 改定前の第54条では、LTCG（長期キャピタルゲイン）に係る控除につき新たに住宅用不動産の「1」軒購入に投資した
場合にのみ利用可能と定めていたが今回、住宅不動産売却から生じる長期キャピタルゲイン（ただし上限を2000万ルピ
ーとする）に係る控除につき住宅「2」軒に対し利用可能となった。当変更は、既存の家を売却して子のために小規模の家
を2軒購入する者向けに設定された。尚、特典の利用は一生に一度のみ可能

• 現在景気の思わしくない不動産市場では建設業者に対してその所有する棚卸資産総高に係る納税を1年後と定めてい
たが、購入のされていない棚卸資産につきnotional rentに係る所得税課税控除期間を1年から2年に延長した

• 低額での住居購入を目的とした政府制度推進を目的とし、同法第80-IBA号に規定される優遇につき、承認を受けた住
宅プロジェクトへの給付を2020年3月31日まで延長した

一方で、住宅購入者の望んでいた現在20万ルピーの住宅ローンの利子に係る控除額引上げに関する変更は発表されてい
ない。 住宅ローン金利上昇とインフレにより間接的に納税者に負担が及んでいる現状で、この税務上の優遇が導入されてい
たとしたら、納税者への考慮を示すことにつながったであろう。

インド企業への知らせはなし

財務大臣によりスピーチの中で「インドはスタートアップ企業にとっての2番目に大きなハブである」と表明された時には、スタ
ートアップへその関心が向けられ「Angel Tax（エンジェル税制）」という名の障害が排除されることが期待されたものの発表
はなかった。
それに代わってCBDT（直接税中央委員会）から、2019年1月16日付けのDIPP（商工省産業政策促進局）による通
知で発表された変更点を実行する仕組みを整える内容についての通達が発行された。

注 掲載の日本語訳文は、参考のための仮訳です。正確な内容は、原文をご確認下さい。Language Translation Disclaimer: the Japanese translation 
of the original is for information purposes only and portions may be incorrect. In case of a discrepancy the original will prevail. 
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Budget 2019 - A revolutionary Interim-budget!

Budget 2019 is a revolutionary Interim-budget deviating from the past practice and acknowledging that the 
country need not wait for tax reforms. The FM announced block-bolstered relief to middle strata of the 
population from direct taxes and addressed the concern of the farmers and rural economy. Moving away 
from the convention, this interim budget did not shy away from making the much-awaited tax reforms for 
the salaried and middle-class taxpayers. 

Tax perks for the middle-class
Interim-budget 2019 has filled the pockets of middle-class taxpayers with tax perks. 
• The most talked about being the tax rebate of Rs. 12,500 for individuals earning taxable income of upto

Rs. 5 lakh. This is a win-win change for the taxpayer and the government. 
• Ensuring that there is not much fiscal impact owing to loss in tax revenue, and at the same time a huge 

chunk of taxpayers also stand pleasantly surprised. Series of tax perks are there to relish for the middle-
class taxpayers. 

• Standard deduction increase from 40k to 50k shall give some respite to the salaried class who were 
craving for a better standard deduction than that announced last year. 

• Increase in threshold for TDS on interest from deposits with bank, post office and co-operative society 
from 10k to 40k shall address the genuine concerns of many who prefer to save rather that invest. 

• Increase in Gratuity limit from 10 lakh to 20 lakh is quite encouraging and should provide some reprieve 
to the salaried class.

Tax reforms with dual purpose
Certain tax benefits serve dual purpose, one gives a tax cherry to the taxpayers and at the same time boost 
the lagging real estate sector. Real estate sector got the attention that it was longing for. A series of 
amendments made to give the required impetus to boost the lagging Real Estate Sector. 

• Addressing the concern of those who owned one house but had to buy another owing to a different place 
of work or place of education of their children, the benefit of exemption from tax on self-occupied 
property has been increased to two house properties. Such people can now claim exemption from tax on 
notional rent for 2 house properties.

• Exemption under section 54 for long-term capital gain arising on sale of house property shall now be 
available on '2' residential houses for gains up to Rs. 2 cr. This change is meant to address the concerns of 
those who sell their existing house and buy two smaller houses for their children. As per the erstwhile 
section 54, LTCG exemption could be claimed only if the capital gains were invested in purchasing ‘1’ 
residential house property. This led to a limitation on claim of LTCG exemption up to value of ‘1’ new 
residential house property. However, in order to limit the misuse of this benefit, this benefit can availed
only once in lifetime. 

• In this slow real estate market, builders had a pile of inventory, on which they were liable to pay tax after 
1 year. The period of exemption for levy of income tax on notional rent on unsold inventories has been 
increased from 1 to 2 years.

• To boost the affordable housing scheme of the Government, benefits under Section 80-IBA of the Act has 
been extended to cover housing projects approved till March 31, 2020.

• One more area where home-buyers were seeking a relief was an increase in the existing deduction of 
Rs.2 lakhs for interest on home loan, but no change has been announced on this front. With home loan 
rates on the rise and inflation picking on the pockets of the taxpayers indirectly, this tax benefit would 
have addressed concern of the taxpayers.

Budget - a no news for India Inc. 
When FM acknowledged during his speech that ‘India is that 2nd largest hub of Start-ups’, hopes raised 
that the concerns of start-ups would be addressed and the monster of “Angel Tax” shall be put to rest, but 
no announcement was made on this front. Instead, CBDT just issued a circular today, putting in place the 
mechanics to give effect to the changes brought by DIPP’s notification dated January 16, 2019.



ナンギアアドバイザーズについて

ナンギアアドバイザーズ（Nangia Advisors LLP）は、法定税務と取引アドバイザリーに関するコ
ンサルティングなどのさまざまなサービスをご提供するプロフェッショナルファームです。
2019年現在、7拠点（Noida、Delhi、Gurugram、Mumbai、Dehradun、Bengaluru、Pune）を持ち、
1984年の創業以来、インド市場参入戦略、課税対策、会計およびコンプライアンスに関して、
インド国内で非常に優良なアドバイザリーファームとして常に高く評価されてきました。

2018年5月、Andersen Globalとの戦略的コラボレーション契約を発表しました。 Andersen Global

は、世界中の税務および法律の専門家からなる、独立系のインターナショナルプロフェッショ
ナルファームです。 2013年に米国のAndersen Tax LLCによって設立され、世界中に4,000人以上
の専門家を擁し、会員および提携先企業を通じて129以上の拠点で事業を展開しています。

弊社チームの強みは、クライアントの皆様方に業務をご提供するメンバーの一人ひとりの持つ
能力の高さです。優れた人材の採用、入社後のトレーニング、リーダーとしての成長するため
環境の構築に非常に力を入れています。弊社ではジュニアメンバーからシニアパートナーまで
全員が、クライアントの期待以上のサービスがご提供できるよう、日々努力しています。

弊社では、市場において効果的な戦略とビジネスモデルをご提案できるよう、クライアントの
事業内容および業界についての経験を活かして全力でサポートさせて頂きます。税務および取
引に関して、必要な対応をアドバイスするための知識を活用し、クライアントの課題を特定し
最短の納期で的確なアドバイスを提供することで、変化を続ける事業状況および税務の環境に
対応し、複雑な部分について必要なサポートをご提供致します。
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