デジタルカメラなどの税率 28%→18%に／GST 評議会
In brief

インドの物品・サービス税（GST）などを審議するGST評議会はこのほど第31回会合を開き、多
くの事項に関して決定をしました。日系企業の皆様に関係すると思われる事項は次の通りで
す。
１）次の28％税率適用対象品目を18％の対象品目とする他、一部の品目の税率の変更
－ モニター、テレビで32インチ以下のもの
－ リチウムイオン電池の充電器（Power bank)
－ デジタルカメラ、デジタルカメラレコーダー
－ ビデオゲーム機
－ プーリー、トランスミッションシャフトおよびクランク、ギアボックスなどでHSNコー
ド8483に含まれるもの
－ 中古・更正品の空気式ゴムタイヤ
２）適用税率に関する明確化
－ 再生エネルギー機器およびその部品で5％の税率対象品（Tariffの84，85または94に該
当するもの）が、太陽光発電所の建設の過程で他の物品や役務とともに提供された場合の取り
扱い
－ 検査機器などが、その販売ではなくその機器を用いた役務提供（検査）のために特定の
場所から他の場所へ搬送される場合の取り扱い
３）その他
－ FY2017-18に係る税額控除の期限を、一定の条件を満たした場合に2019年3月のGSTR-3B
の提出まで延長
－ Cash Ledgerの統一化
－ FY2017-18に係る年次申告書など（FORM GSTR-9, FORM GSTR-9A 及びFORM GSTR-9C）の
提出期限を、2019年6月30日まで再延長
－ 新たな申告システムを2019年4月から試験的に導入。本格導入は2019年7月から開始
－ 2018年のGST法改正に係る効力発生日を2019年2月1日とする

－ 州ごとに異なる判断が行われた事前ルーリングの解決を図るための、中央政府レベルで
の事前ルーリングに係る審査機関（Centralized Appellate Authority for Advanced Ruling)
を設置
詳細およびその他の項目については、以下をご参照ください。
●

当社英文ニュースレター

PwC News Alert - 25 December 2018 - GST Council takes significant policy
decisions and issues clarifications, extends the time limit for claiming of
GST credits for financial year 2017-18, approves rate reduction on specified
goods and services and extends the due date for annual return and audit
report
●間接税・関税中央委員会（CBIC：Central Board of Indirect Taxes and Customs）が12月
22日に公表したプレスリリース
http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/press-release/press-release-new
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