インド企業省による取締役に係る KYC フォーム提出の通知
In brief
インド企業省（The Ministry of Corporate Affaires）は、 2018 年 7 月 5 日付 Notice (以下、通
知。）で 、全てのインド企業の取締役（非居住者取締役を含む）に対して 2018 年 8 月 31 日までに
DIR-3 KYC（以下、KYC）と呼ばれる eForm を用いて各取締役に関する情報を登録することを義務
付けました。これはインド企業省が取締役の情報を把握するために導入したもので、今後は毎年 4
月 30 日までに同フォームを用いて登録情報を更新する必要があります。
当該通知の主要な内容は以下の通りです。
• 毎年 3 月 31 日時点に DIN（Director Identification Number）が割り当てられた取締役は、

同年 4 月 30 日までに KYC フォームを提出する必要があります。
• 導入初年度の措置として、2018 年 3 月 31 日以前に DIN が割り当てられた取締役について

は、2018 年 8 月 31 日までに KYC フォームを提出する必要があります。
• 各取締役は、各自のデジタル署名（DSC）を使用して、KYC フォームを提出する必要があり

ます。
• 本フォームが期日までに提出されない場合、現在の DIN が失効する可能性があります。
• KYC フォームには、以下の書類の添付が必要です。

1. 住居証明書のコピー
2. アーダール番号のコピー（インド国籍者の場合）
3. パスポートのコピー
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