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インド金融取引報告書（SFT）の届出義務につ
いて

❑ インド所得税局により定められている、該当する
会計年度に報告対象取引のある会社・機関に
対する報告義務を指します;

❑ 報告対象取引のない場合、「preliminary
response （予備回答）/ NIL SFT」の提出
が必要となります;

❑ 提出期限は2019年5月31日です;

❑ 当規定に定める通りの届出がない場合、該当
する期間の1日につき通常500インドルピーの罰
金が課される可能性があります;

❑ 上記をふまえて、貴社にて報告対象取引（詳
細は別途メールに記載済）の2018-2019年
会計年度の期間における有無をご確認下さ
い。 ;

❑ 該当年度中に報告対象取引の行われていない
場合、

➢ インド所得税の電子申告ポータルから予備
回答の提出による対応が可能

➢ 過去に該当する取引があった場合
（2018-19会計年度より前であり、関連
年度には行われていない）、「NIL-XML」
のアップロードによる対応が可能 ;

弊社にて、フォーム61Aの提出や、インド所得税の
電子申告ポータルでの予備回答の提出に関するサ
ポートを行っております。

FY 2018-19/ Reporting of Specified Financial
transactions in Form 61A u/s 285BA - SFT filing
requirement in India

❑ The filing is mandated by the Indian Income Tax
authorities and requirement is on entities
undertaking any specified reportable transactions
during the relevant Financial Year ;

❑ However, in case where there are no reportable
transactions, filing of “preliminary response / NIL
SFT” should be filed;

❑ The due date for filing the same is 31st May 2019;
❑ Non-compliance with provisions would attract a

penalty of INR 500 per day for each day of default;

❑ In light of the above, kindly let us know whether
any reportable transactions (as enlisted in the trail
mail) have been entered into by the company
during the FY 2018-19.

❑ If no reportable transactions have been
undertaken during the year:

➢ a preliminary response may be filed on the
Income tax portal; or

➢ in case there were any reportable transaction
in the past years (prior to FY 2018-19, but not
in the relevant year) a “NIL-XML” may also be
uploaded.

Please let us know in case of any assistance required
in filing of Form 61A / submitting preliminary
response on the income tax portal.

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. 



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、法定会計監査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（ノイダ、デリー、グルガオン、ムンバイ、デラドゥン、バンガ
ロール、プネ）を置き、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、国内でも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、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あるアンダーセングローバル（Andersen Global）との戦略的コラボ
レーション契約を発表しました。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
いるアンダーセンのグローバルネットワークは、他社にはない弊社の強みです。

弊社の最大の特徴は、クライアントの皆様方に業務をご提供するスタッフ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
環境の整備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。

（１）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事業内容および業界に
ついての理解を深めた上で（２）これまでの実績の中で蓄積した知識を活用することで税務お
よび取引に関してクライアントの課題及び必要な措置を特定し（３）変化の多い税務の複雑な
部分および事業状況に対応した的確なアドバイスを最短の納期でご提供する ことで、ナンギ
アアドバイザーズが貴社を全力でサポートさせて頂きます。
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