
当局が課税争訟を控訴するための金額基準に係る CBDT(直接税

中央委員会）の通知 

In brief 

  CBDT(直接税中央委員会）は、係争の対象となっている税相当額（Tax effect)が下記の基準を満た

さない少額の所得税課税事案については、原則としてインド課税当局から上級裁判所への控訴を見

送ることとする旨の通知 （ 2018 年 7 月 11 日付 Circular No.3/2018）を発遣しました。 現在係争中

の事案で、当該金額に満たない当局の控訴事案については、原則として訴えを取り下げるとしてい

ます。 本通知に定められた金額基準は以下のとおりです。

• 租税裁判所(ITAT)に対するもの 各年度の税相当額   2 百万 INR
• 高等裁判所(HC)に対するもの   各年度の税相当額   5 百万 INR
• 最高裁判所(SC)に対するもの   各年度の税相当額 10 百万 INR

In detail 

（注 1）「税相当額」は、単年度ベースで計算し、本税額および付加税（Surcharge および Cess)を
含みますが、利息相当額（Interest)を含みません。また、争いの対象年度が赤字である場合、ペナ

ルティーの賦課が争われている場合など、課税事案の種類によっては異なる計算が行われます。

（注 2）本通知の対象となるのは、所得税（Income tax)の事案のみであり、他の直接税（Wealth 
tax など）の課税事案は対象外とされています。 
（注 3）複数年度にわたる共通の事案を 1 つにまとめた判決（Composite order）が発行される、当

局が発遣したサーキュラーの違法性が争われている、などの場合には、個々の年度の係争の対象と

なる税相当額が上記金額に満たない場合でも、上級裁判所への控訴が行われるとされています。

本件の詳細は英文ニュースアラートをご覧ください。また、ご不明点などございましたら、以下の

担当者までお知らせください。
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