GST 監査報告書のフォーマット公表、申告書提出期限の延長など
In brief
インド間接税および関税中央委員会（CBIC）は、GSTに関する複数のノーティス（43-51／2018－Central
Tax）およびサーキュラー（62/2018-GST）を発行しました。
要点は次の3点です。
１．GST監査の報告書フォーマット（GSTR 9C）の公表
GST法においては、12月31日までに年次報告書（Annual Return）の提出(*)を義務付けています
が、年売上2千万インド・ルピーを超える事業者については、年次報告書と併せて、監査済み財務諸
表および会計士（Chartered Accountant またはCost Accountant）の証明が付された財務諸表との
照合結果（Reconciliation statement）を提出する必要があります。このReconciliation statementのフ
ォーマット（添付GSTR 9C）が公表されました。
(*)9月22日付ニュースアラート「GST年次報告書のフォーマット決まる」をご参照ください。
２．GST申告書の提出期限を延長
売上高1.5千万インド・ルピー以下の法人について、四半期ごとに必要な売上取引の明細(GSTR 1)
の提出期限が以下の通り延長されました。
2017年7月～2018年9月分→2018年10月31日まで
2018年10月～同年12月分→2019年1月31日まで
2019年1月から同年3月分→2019年4月30日まで
売上高 1.5千万インド・ルピー超の一般企業について、毎月必要な同フォームの提出期限が以下の
通り延長されました。
2017年7月～2018年9月分→2018年10月末まで
2018年10月～2019年3月分→翌月11日まで
技術的な障害により、旧法での仕入税額控除を繰り越すための書式（TRAN-1及び2）の期限内申告
が困難な場合に限り、これらの提出期限がそれぞれ2019年1月31日および2019年4月30日まで延長
されました。
３．GSTの源泉徴収規定の発効
Eコマース事業者などが行う取引に対するGST源泉徴収規定を2018年10月1日から発効させること
が通知されました。
詳しくは英語版をご覧ください。
https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/tax/indirect_news_alert/2018/pwc_news_alert_17_septemb
er_2018_cbic_extends_compliance_due_dates.pdf
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