
PE 帰属利益に関するルールの改正が提案－ウェブサイト上で 
公開意見募集 

In brief  

恒久的施設(Permanent Establishment、以下 PE)への帰属利益の問題はこれまで、インドにおいて

広範囲にわたり訴訟の対象となってきました。 

この問題に明確性、客観性および予測可能性をもたらすため、インド直接税中央委員会(CBDT)は租

税条約第7条に規定するPE帰属所得に関する現行制度を検討し、所得税規則10条の変更を推進する

ための委員会を設置しました。 

  委員会は公開報告書で、PE帰属利益を売上高、人員（従業員と賃金)および資産の3要素に基づい

て配分することを提案（注1)し、ウェブサイト上で公開意見募集をしています。 

これは、事業利益には商品の需要と供給の両方の要因が関わっていることを考慮したものであり、利

益の一部は販売が行われる場所に、また一部は生産施設が所在する、もしくは供給活動が行われる

場所に配分することとされています。 

（注1)PE帰属利益の算定に機能、資産およびリスク（FAR分析)を重視するOECDのガイドラインは、

供給の要素のみに焦点を当てており、主に資本および技術の輸入国であるインドのような開発途上国

にとって重大な需要に関連する要素を考慮していないとの見方 

委員会の推奨する計算方法は以下のとおりです（注2)。 

● インド帰属利益=インドの事業から生ずると見なされる利益×[SI/3xST + (NI/6xNT) +(WI/6xWT) +

(AI/3xAT)]

● インドの事業から生じると見なされる利益＝次のうちいずれか多い金額

a． インドにおける売上高に、全世界営業利益率を乗じて算出した額 

b． インドにおける売上高の2% 

SI = インドの事業から生ずる、インドにおける売上高 

ST = 全世界の売上高のうちインドに関連するもの 

NI = インドにおける従業員数 

NT = 全世界で雇用されている従業員の総数のうちインドに関連する数 

WI = インドの従業員に対して支払われる賃金 

WT = 全世界で雇用されている従業員に対して支払われる賃金の総額のうちインドに関連するもの 



AI = インドに所在する資産 

AT = 全世界で所有する総資産のうちインドに関連するもの 

 

 （注2)デジタルビジネスから生み出される利益に関しては、上記に加えて「ユーザー」を用いることとさ

れています。ユーザー集約度が中程度以下のビジネスモデルには利益の10%が、その他のケースに

は20%の利益がこのファクターに配分された上で、残余利益は次により配分されます。 

 

●  ユーザー集約度が中程度以下のビジネスモデルの場合： 
 

インド帰属利益=インドの事業から生ずると見なされる利益x [0.3 x SI/ST + (0.15 x NI/NT) +(0.15 x 

WI/WT) + (0.3 x AI/3xAT)] + 0.1] 
 

 ●  ユーザー集約度の高いビジネスモデルの場合： 
 

インド帰属利益=インドの事業から生ずると見なされる利益x [0.3 x SI/ST + (0.125 x NI/NT) +(0.125 

x WI/WT) + (0.25 AI/3xAT)] + 0.2] 
 

インドに子会社があり、かつ、独立企業間価格に基づき算定されたインド事業から生じた利益が、既に

そのインド子会社側で課税されている場合には、当該利益はPEに配分される利益から控除されるべき

ものとされています。 

 

詳しくは下記URL（英文)をご覧くださいませ。 

Public Consultation on the proposal for amendment of Rules for Profit attribution to Permanent 
Establishment-reg 
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