
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 

 

下記までお気軽にお問い合わせください。 

 

■デリー/グルガオン 

ディレクター 古賀 昌晴 （ムンバイ兼務） 

Direct: +91 (0)124 330 6531 / Mobile: +91 (0) 9650388830  

masaharu.koga@pwc.com 

 

アソシエイトディレクター 中間 雅彦 

Mobile: +91(0)8860932929(India) / +81-(0)80-1226-6207(Japan) 

masahiko.nakama@pwc.com 

 

アソシエイトディレクター 笠井 周(プネ/アーメダバード兼務)(日本国会計士)  

Direct: +91(0)124 4620442 / Mobile: +91(0) 9560106683  

chikashi.kasai@pwc.com 

 

マネジャー 高木 貴文 

Direct: +91 (0)124 330 6824/Mobile: +91(0)7303848999 

takafumi.takagi@pwc.com    

 

マネジャー  多田  千香子 

Mobile: +91(0)8860160735 

chikako.tada@pwc.com 

  

アソシエイト 芦田 千尋  

Mobile: +91(0)9910397025  

chihiro.ashida@pwc.com 

 

https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/tax/indirect_news_alert/2018/pwc_news_alert_25_december_2018_gst_council_takes_significant_policy_decisions.pdf
https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/tax/indirect_news_alert/2018/pwc_news_alert_25_december_2018_gst_council_takes_significant_policy_decisions.pdf
https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/tax/indirect_news_alert/2018/pwc_news_alert_25_december_2018_gst_council_takes_significant_policy_decisions.pdf
https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/tax/indirect_news_alert/2018/pwc_news_alert_25_december_2018_gst_council_takes_significant_policy_decisions.pdf
https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/tax/indirect_news_alert/2018/pwc_news_alert_25_december_2018_gst_council_takes_significant_policy_decisions.pdf
http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/press-release/press-release-new


シニアアナリスト アマン ソラン（日本語可） 

Mobile: +91(0)9718880415 

aman.soran@pwc.com  

 

■バンガロール(ハイデラバードおよびチェンナイ兼務) 

マネジャー 戸原 英則  (日本国公認会計士) 

Direct: +91 (0) 80 4079 4118  / Mobile: +91 (0) 9902026401  

tohara.hidenori@pwc.com 

 

■ チェンナイ 

アソシエイト 山崎 嘉夫 

Direct: +91 (0)44 6607 5328  / Mobile: +91 (0) 9962817839  

yoshio.yamazaki@pwc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For private circulation only  
 
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information 
contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the 
information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwCPL, its members, employees and agents accept no liability, and disclaim all responsibility, for 
the consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. Without prior 
permission of PwCPL, this publication may not be quoted in whole or in part or otherwise referred to in any documents.  
 
© 2018 PricewaterhouseCoopers Private Limited. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Private Limited (a limited liability company in 
India having Corporate Identity Number or CIN : U74140WB1983PTC036093), which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), each 
member firm of which is a separate legal entity. 
 

 

mailto:yoshio.yamazaki@pwc.com

