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1947-2013: インドにおける「企業統治」の変遷  

インド企業の 
グローバル化 

インドの 
産業成長 

成長への改革 

更なる成長 
への渇望 

税収の 
増加 

投資の活発化 政情不安 

資本市場 
の拡大 

政府 企業 

原因 結果 原因 結果 
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成長の裏側には。。。 

現行の会社法（1956年）は投資家保護の観点から不十分であった 
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Focus on  
 
 
 
 
 
 
critical themes 

1. より厳格な報告フレームワークの導入  
 

2. 監査人の責任強化 
 

3. 会社の事業再編手続きの簡便化 
 

4. 取締役会、KMP（主要な経営陣）、独立取締役、

監査委員会などの更なる責任増加 
 

5. 企業の社会的責任（CSR）の義務化 
 

6. 投資家保護の強化 
 

 

インド流の企業統治（Governance）に対して今後より注意を払う必要がある 
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2013年会社法 

XXIX 
Chapters 

470 
Sections 

VII 
Schedules 

1956年会社法 

XIII Parts 
(XXVI Chapters) 

~700+ 
Sections 

XV 
Schedules 

上下両院での法案通過:  
2012年12月に下院を通過し、2013年8月に上院を通過 
大統領による署名:  
2013年8月 
細則: 
3段階でリリース。今後全ての細則の公表が待たれる 
 
施行時期:  
2013年9月12日より98項目は施行済み。 
残りも順次導入見通しとなる予定も施行時期はいまだ
不明。 



© 2014 KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. 

Companies Act 2013 

5 

 Theme 1 

 より厳格な報告 
“フレームワーク”の導入  
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留意事項 
 現在3月末以外の会計年度

を適用しているインド会社は
原則会計年度を3月末に変
更する必要性がある 

会計年度の統一:  2条41項 
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例外規定 
a. 海外法人の親会社もしくは

子会社であるインド会社。
ただし新設される会社法審
判所（＝Tribunal）の承認
が必要 

b. 上記にしたがってインド国
外での連結の必要性より3
月末と異なる会計年度を適
用することが可能な手当は
されていることとなる 

適用対象 
全ての会社： 

 会計年度は3月末 
 適用から2年の猶予期間 
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留意事項 
 現行では上場会社のみが連

結財務諸表の作成義務を
持っていた 

 そのため今回新たに該当す
ることとなった非上場会社に
大きな負担が発生することに
なる  

 複雑な資本構成のグループ
会社やプライベートエクイ
ティなどは各階層ごとでの連
結財務諸表の作成が義務付
けられる規定となっている。 
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要対応事項 
a. 従来の単体財務諸表に加

えて連結財務諸表の作成
が義務付けられる 

b. Schedule III（財務諸表の
表示ガイドライン）にて表記
や追加開示事項が明示さ
れている 

c. 連結財務諸表も監査の対
象となる 

適用対象 
全てのインド会社で、 

 子会社  
 関連会社  

 ジョイントベンチャー 

のいずれかを持つ場合に対象 
となる 

 

連結財務諸表の作成 : 129条 
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留意事項 
 新 会 社 法 と イ ン ド

GAAP（AS21/23）との

間で異なる基準により
子会社・関連会社の判
定がなされる可能性 

要対応事項 
a. AS 21（連結財務諸

表） /23（連結財務諸

表における関連会社
投 資 ） に お い て は
50%超、20%超の判

定は普通株式の議決
権割合で判定される
ことになっており、新
会社法の規定と不整
合が起きている 

b. 関 連 会 社 :Joint 
Ventureまで含めた具
体的な規定がない。
（2条6項において関連
会社にJoint Venture
を含むとあるが、JV自
体の定義はない） 

子会社、関連会社およびJoint Ventureの定義 
（2条6項と2条87項） 
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子会社 ／ 関連会社 の定義 

出資者 

20%を超える持分
（Share capital全体
に対する持分にて判
定）あるいは契約で定
められた事業決定に
関する議決権の割合 

50%を超える持分
（Share capital全体
に対する持分にて判
定）あるいは取締役会
を支配している場合 

“子会社” “関連会社” 
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留意事項 
 修正の詳細な手続き（例：対

象年度の監査人と現任監査
人が異なる場合、現任監査
人の修正を前任監査人が受
け入れない可能性など）が不
明のためさまざまな問題が
予想される 

 過年度財務諸表の修正が発
生した場合過去の修正によ
りMAT（代替税）や法人税等
の額が変動した場合の対応
が不透明 
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手続き 

裁判所または会社法審判所
（Tribunal)により、以下の申立
者に対する承認がなされる: 

 関連当局による届出: 
‐ 中央政府 
‐ 税務当局 
‐ SEBI（インド証券取引委員
会）  

‐ その他関連当局   

 自主的な届出:  
‐ 取締役会 

適用対象 
 不正な会計報告が過去に行

われていた場合 

 財務諸表に影響を及ぼす
“Mismanaged affairs”（違
法行為、誤謬などをさす）が
ある場合  

 同法129条もしくは134条へ
準拠していない場合 

自主的な修正を行う場合、過去
3年分の財務諸表までの修正
が認められる 

過年度財務諸表と取締役会レポートの修正:  
130条と131条 
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留意事項 
 ほとんどの場合、耐用年数

が短くなっているため、償却
費が以前より増加する傾向
あり（さらに経過措置の影響
も要検討） 

 コンポネントアプローチが適
用されるケースでは処理に
煩雑さが伴う 

 無形資産の償却年数につい
ての明示がない  

10 

手続きの概要 
移行措置への対応 

– 新会社法の別表IIで規定さ

れた耐用年数を適用した場
合、適用初年度の期首残
高が残るケースと残らない
ケースで処理が異なる 

   （詳細はP12-13のケースス
タディを参照） 

 
コンポネントアプローチ 

– 機械等の一部を形成する
重要なパーツがその他の
パーツと異なる耐用年数を
持っている場合、そのパー
ツのみに異なる耐用年数を
適用して減価償却を行う。 

適用対象 
 “画一的な償却年数”に代わ

り“経済的耐用年数“ の概念
が導入 

 会社法が定める“一部の会
社”（詳細未定）については
“別表II”と異なる“耐用年数”
を使用する際、その適用を文
書等で正当化する必要あり 

 上記“一部の会社”以外の全
ての会社は、耐用年数が別
表IIを上回る（＝長くする）こ
とは許されない 

 機械設備の償却は、2直の
場合50%増、3直の場合は
100%増 

 5,000INRまでの少額資産に
ついての取り扱いの記載なし 

減価償却制度の見直し: 別表 II ( Schedule II ) 
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新会社法 旧会社法 
シングルシフト 

  （定額法）の場合 

Life (Years) % Life (Years) % 

Building: factory building 30 3.34 30 3.34 

Plant and machinery 

General 15 6.67 21 4.75 

Continuous process plant 8 12.5 19 5.28 

Furniture and fitting: general rate 10 10 16 6.33 

Motor vehicle 8 12.5 9 11.31 

Office equipment 5 20 14 7.07 

Computers and data processing 
units:         

Servers and networks 6 16.21 6 16.21 

End user devices such as 
desktop/laptop etc 

3 33.33 6 16.21 

Laboratory Equipment: General 10 10 14 7.07 

固定資産の耐用年数が全体的に 
短くなり、 

償却費が増加することが予想される。 
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＜前提条件＞ 
対象：機械設備 
減価償却方法：定額法 
取得原価：1,000、残存価値：0とする 
旧会社法における耐用年数：21年 
新会社法における耐用年数：15年 
新会社法の適用開始は2014年4月1日以降の事業年度から（＝2015年3月期）と仮定する 
 
ケース1【適用初年度期首においてすでに償却済となった場合＝例：取得から18年経過】 

2013年 

3/31 
旧法における前期末簿価： 
 
取得価額 1,000 
償却累計    864 
簿価     136 
 
旧法における年間償却額： 
48 
→残り3年間にわたり均等にPL計上される 

→  新会社法適用開始  → ＜過年度＞ 

15年の耐用年数で償却を行っていたと仮定すると 
すでに適用初年度期首において償却は終了している 
 
新法における前期末簿価： 
取得価額 1,000 
償却累計 1,000 
簿価          0 
 
旧法での期末簿価136は一括で期首剰余金調整を行う 
（PLには影響を与えない 
→旧法と比較して当期償却費が減少する） 

変更による影響 
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ケース2【適用初年度期首においてまだ未償却残高がある場合＝例：取得から10年経過】 

適用初年度の取り扱い（ケーススタディ②） 
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＜前提条件＞ 
対象：機械設備 
減価償却方法：定額法 
取得原価：1,000、残存価値：0とする 
旧会社法における耐用年数：21年 
新会社法における耐用年数：15年 
新会社法の適用開始は2014年4月1日以降の事業年度から（＝2015年3月期）と仮定する 
 

2013年 

3/31 

旧法における前期末簿価： 
 
取得価額 1,000 
償却累計    480 
簿価     520 
 
旧法における年間償却額： 
48 
→残り11年（21-10）にわたり均等にPL計上さ
れる 

→  新会社法適用開始  → ＜過年度＞ 

15年の耐用年数で償却を行っていたと仮定した場合 
将来償却年数は11年ではなく、5年（15-10)となる 
適用初年度期首簿価は考えず、 
旧法での未償却簿価を期首時点の新法での残存耐
用年数にわたり費用処理する計算方法となる 
 
この場合は、新法における 
→ 未償却簿価 520 / 5年＝104（年間償却額） 
 
旧法での償却額48と比べて年間償却額は56増加。 

変更による影響 
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留意事項 
 現在のCARO（＝インド監査

報告書の別表）の内部統制
についての記載はICAI（イン

ド会計士協会）のガイダンス
のみに従っている状態 

 US SOX（SOX404条）また
は日本基準の内部統制評価
のように財務報告周りだけで
なく事業の効率化というより
広範囲な作業を要求される
可能性 

 内部統制の整備、運用のた
めの実際の作業量は実務上
大きくかなりの負担となる 

内部統制に関する報告および内部監査の義務化 
134条と138条 
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手続きの概要 
a. 上場会社に関しては、取締

役会により、(1)財務諸表お
よび、(2)秩序よくかつ効率

的に事業が行われている
か、に関連する内部統制整
備、運用に対する保証が必
要 

b. 内部監査を実施できる者は、
以下と規定されており、そ
の選任には取締役会の承
認が必要とされる。  
 勅許会計士 

 コストAuditor 

 その他専門家 

適用対象 
内部統制に対する報告義務：   

 全ての上場会社 – 取締役報
告書（＝Board Report）およ
び監査報告書 

 それ以外 – 監査報告書のみ 

内部監査： (i) 全ての上場企業
と (ii) その他公開会社のうち以
下に該当する会社： 

 借入金残高 ≥2億5千万INR
もしくは                        

 資本金 ≥ 1億INR 
 



© 2014 KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. 

Companies Act 2013 

15 

  Theme 2 

監査人の責任強化 
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会計監査人の選任方法 

• 旧会社法では、監査人は定時株主総会毎に
選任することが義務付けられていた。新会社
法では、5年ごとの選任手続きに変更される 

• 選任後の監査人の継続は毎年の定時株主
総会での許可を得ることは引き続き要求され
る一方、選任期間満了前の監査人の交代は、
中央政府の許可を経た後に株主総会の特別
決議を行うことが必要とされる 

監査可能な会社数 

• 勅許会計士1人あたり20社とされている 

監査人独立性要件強化（監査業務提供不可） 

• 監査クライアント、その親会社、子会社、関連
会社との業務上の関係性がある場合 

• 監査クライアントと監査人の提携ファームが
禁止されている非監査業務を提供している場
合（次ページ参照） 

会計監査人の強制ローテーション 

• 「一人会社」及び「小会社」以外の会社は、監
査人を一定の期間で交代させる必要がある 

• 監査人が自然人の場合は1期（5年間）、法
人の場合は2期（10年間）で交代が要求され
る。また、任期満了から5年のクーリングオフ
期間を経過しなければ、再任ができない 

• 上記選任期間は、新会社法が施行される以
前の期間も含めるとされているため、適用初
年度から会計監査人の変更を迫られる可能
性がある。従い、経過措置として3年の猶予
期間が手当てされている 

• 後任の監査人は同じグループの提携ファー
ムからは認められず、前任監査人と業務上
の関係をもたない者である必要がある 

 

 

 

 



© 2014 KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. 

Companies Act 2013 非監査業務について（144条） 

17 

監査人が提供する非監査業務について 

 
 非監査業務については、取締役会もしくは監

査委員会の事前承認が必要とされている 

 なお、法定監査と同時に以下の業務提供す
ることは禁止されている 
a. 記帳代行業務 

b. 内部監査 

c. 会計システムの設計・導入 
d. 年金数理計算 

e. 投資アドバイザリー 

f. 会計業務のアウトソーシング 
g. 経営助言 

などの業務 

適用対象 

• 左記禁止業務は対象会社の関係会社に対
しても適用される 

経過措置 

• 現時点で提供中の禁止業務については、当
該規定の施行日以降最初に迎える会計年
度の期末日を越えて提供することは禁止さ
れている 
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会計情報の保管不備に
ついての言及 

内部統制整備・運用状況
についての言及 

不適切な会計取引・事象に
ついて言及 

係争中の訴訟案件の情報
を開示 

1 

2 

3 

4 

長期契約やデリバティブ
取引から発生する損失、
引当金に対する言及 

5 

IEPF（P37参照）への拠

出遅延があった場合その
言及 

6 

• 取締役または従業員に
よる不正事項を発見し
た場合、監査人は速や
かに監査委員会もしくは
取締役会に報告するこ
とが要求される 

• 一定金額以上の不正
（純利益の5％、売上の
2％を超える金額的影響
がある等）は詐欺行為
調査局（Serious Fraud 
Investigation Office）へ
の報告が義務づけられ
る（発見から30日以内） 

• 上記に該当しない小額
不正であっても監査委
員会もしくは取締役会に
よる不正対応が不十分
と考えれば同様に当局
への報告が必要 

18 
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 Theme 3 

事業再編手続の簡便化 
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多層的な事業形態について 

20 

持株会社 

投資会社1 

事業会社 

留意事項 
 投資スキームの透明化がよ

り求められる 

 既成の事業形態へ大きな影
響をもつ可能性がある（グラ
ンドファーザー条項は認めら
れていない） 

適用対象 
 インド企業は、左図のような

形で、持株会社と事業会社
の間に、最大2つの投資会社

しか間に持つことができなく
なった 

 例外事項： 
– 海外投資 
– その他の法律等で多層化

が要求されている場合 

投資会社2  

 
投資会社3 
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事業再編の簡素化（232条） 

21 

適用条件 
 会社法審判所（Tribunal）は従

来の高等裁判所に代わり、会
社の事業再編の承認権限を
持つ。 

 対象会社の会計処理がインド
GAAPに従っているという証明

書を会計監査人から入手する
必要がある 

 株主と一定規模以上（金額
ベースで75%以上）の債権者
による同意が必要 

 上場会社が非上場会社となる
ような事業再編の場合：既存
株主には投資回収のための
Exitプランが与える必要があり、
企業価値評価はSEBIガイドラ
インに従う必要がある 

会社法審判所による承認 

会計監査人の証明書 

 各関係当局への届出 

利害関係者の一定数の同意 

1 

2 

3 

4 

少数株主からの株式取得 
 
 会社の払込資本の90％以上

を保有する大株主は、残りの
少数株式を買い取るかことが
できる。価格は、認可された
専門家の評価に基づき決定
される。 
 

 少数株主からの異議表明が
認められるかは明記されてい
ない。 
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ROC、法定清算人への通知 

簡易合併制度の導入（233条） 

22 

留意事項 
 簡易合併制度の導入により、

該当する合併の手続・費用
負担の軽減、迅速化が見込
まれる。 

適用範囲 
 以下の会社合併については

高等裁判所での審査は必要
ないとされた。 

‐ 小会社間の合併 

‐ 親会社と完全子会社間の
合併 

 

会社法審判所への承認申請 

90％超の株主の同意 

90％超（債権額ベース）の債
権者の同意 

1 

2 

3 小会社の定義（2条85項） 
 
公開会社以外の会社で、かつ 
 
年間売上＜ 20 million INR  
もしくは 
払込資本＜5 million INR 

 
4 
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留意事項 
 左記20年超の償還優先株式

の発行については、施行規
則が検討されている状況 

23 

減資（66条） 
 会計監査人による証明書が

必要 

自己株式買戻（68条、70条） 
 年間における複数回のBuy 

Backは不可となった 
 以下の項目における債務不

履行があった場合、その不
履行が修正されてから3年の

間、自己株式の買戻は禁止
される 
– 預かり金、利息の支払い 
– 社債償還、優先株式償還 
– 借入金の返済 

（現行法では不履行期間の
みBuy Backが禁止） 

優先株式（Preference 
Share）の発行（55条） 

 社会インフラプロジェクトを取
り扱う企業は、20年超の償

還優先株式の発行が認めら
れる（通常は20年を超えない
範囲） 

資本剰余金（Premium 
Account）の使途制限 
（52条） 

 「所定の会社（詳細は現在未
定）」については資本剰余金
の使途が制限される。所定
の会社が使用できうるケース
の例は、自己株買取、ボー
ナスシェア等限定列挙されて
いる 

 
 

増資、減資、自己株式買戻について 
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登録鑑定士の関与が想定される場面例： 
 関連当事者取引の独立価格評価 
 企業合併・買収における株価評価 
 事業再生における価値評価 
 会社清算価値評価 

登録鑑定士（Registered Valuer）について 

24 

新会社法においては当該者以外の価値評価は認め
られない 

価値評価は施行規則に従って実施される 

取締役会もしくは監査委員会にて選任 

評価対象と利害関係がないことが求められる 

意図的な評価額の操作から発生する損害には責任
を負う 

1 

2 

3 

4 

5 
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    Theme 4 

    取締役会、KMP（主要な 
   経営陣）、独立取締役、 
  監査委員会などの更なる 
責任増加 
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1名以上の 
居住取締役 

（前年に182日以上
インドに居住） 

1名以上の 
女性取締役 

全取締役の 
3分の1以上の 
独立取締役 

監査委員会 
の設置 

指名・報酬委員会
の設置 

上場会社      

全ての会社  

上場会社ではなくとも、以下の数値基準に当てはまる公開会社の場合（非公開会社には適用されない）： 

資本金      
10億ルピー以上     

売上高 
30億ルピー以上    

負債総額 
20億ルピー以上    

取締役の選任 

12人 15人 
15人
超 

＜取締役の人数制限＞ 

上記適用は施行後、それぞれ1~3年の猶予期間あり（CSR委員会の設置は別途P32を参照） 

  新会社法により 株主総会特別決議により 

26 



© 2014 KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. 

Companies Act 2013 独立取締役とは？（149条） 

27 

独立取締役の選任 

独立取締役 
の任期 

特別決議による 
再任可能 

3期以上の 
継続は不可 
（任期終了から 
3年経過後は可） 

0 5年 10 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立取締役の選任と責任  

• 独立取締役選任に関する本改正は現在未施行 

• ローテーションによる取締役の交代規定（152条6
項及び7項）は独立取締役については適用されな
い（149条13項） 

• プロフェッショナルの行動規範として、独立取締役に
は厳格な責任と説明責任を課すことが規定される 

• 独立取締役の責任は通常の取締役と異なり、専
門知識に基づく行為や本人同意のもとで取締役会
で承認された行為、勤勉に職務を全うしない場合
に責任を負う 

• 独立取締役本人のみならずその家族も含めて当
該会社およびその関連会社と原則一切の金銭関
係があってはならない 

• 独立性に関する宣誓書に署名を毎年行う 

• ストックオプションの付与は認められない 
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留意事項 
 取締役会は株主のみならず多

くの利害関係者に対して責任
を負うことになる 

 リスクマネジメントポリシーの
策定・運用が必要 

 取締役は指名・報酬委員会（＝
nomination and remuneration 
committee ）に よ り年次でパ
フォーマンス評価を受ける 
 

監査委員会 
 上場会社及び一定の要件を満

たす非上場会社は監査委員会
の設置が義務付けられた
（P24 参照） 

 3名以上の役員で、半数以上
を独立取締役で構成  

 1年ごとに選任の手続きが行
われなければならない 

 監査委員会の責任: 
‐ 会計監査人の独立性・有効
性のモニタリング 

‐ 関連当事者取引の承認 
‐ 関連当事者間での貸付・投
資のモニタリング 

‐ 資産価値評価  
‐ 内部統制の評価 

取締役 
 “利害関係者（Stakeholders）”

の最善の利益のために誠実に
行動する 

 利益相反となる行動を避ける 
 個人に対する不当な利益・便

宜を避ける  
 善管注意義務を持つ 
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取締役報告書（＝Directors Report）で記載が
求められる事項： 

上場会社： 

十分かつ効果的な財務報告等に関する内部統制
の整備・運用に関する保証 

すべての会社： 

• 法令や各種規制を遵守するための内部制度が
有効かつ効果的に機能しているかに関する保証 

• リスクマネジメントポリシーやCSR活動の取組
みの詳細 

• 主要経営責任者（Key Managerial Personnel）の
異動、事業の変化、税金等の滞納状況、継続
企業に重要な影響を与える規制 

 

上場会社及び資本金2億5000万ルピー以上の
公開会社 

• 取締役会及び各取締役の年次パフォーマンス
評価を示した報告書 
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留意事項 
 非常勤取締役への貸付は不可

と規定される 
 禁止される取締役の利害関係者

の対象には親会社から子会社へ
の貸付・保証をする場合も該当
する  

 従い子会社が資金調達に関し、
親会社に依存しているような
ケースでは重大な改正であると
いえる 

 法令を遵守しない場合、金銭的
ペナルティ・懲役刑  

旧会社法からの変更点 
 旧法においては、中央政府の事

前許可により貸付が認められて
いた（事前許可が不要な例外も
あった） 

 さらにこの要件は親会社と完全
子会社間における貸付・保証に
ついては適用されなかった 

 上記の要件が新会社法では削
除された 

適用 
 原則、取締役および取締役の利

害関係者に対する会社からの貸
付、保証行為は認められない。
ただし以下の場合を除く： 
 全従業員に対する雇用条件

の一環としてMD、常勤取締
役にも行われる場合 

 株主総会による特別決議に
従って合意されたスキームの
場合 

 RBIによる政策金利以上の利

率で通常の営業行為の範囲
内にて行われる貸付 

 取締役の利害関係者とは、融資
する会社の役員の指示に従って
行動する法人・あらゆる者も含む 

 この条項はすでに施行済 
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 Theme 5 

 企業の社会的責任 （CSR）
の義務化 
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留意事項 
 新会社法スケジュールVII およ

びCSRルールの内容から、企業

は社会貢献が企業のビジネス目
標の1つとして考慮する必要があ
る 

 CSR活動への拠出にかかる税

務上の取扱い（＝損金性）につ
いては明確となっていない 

 取締役会はCSR活動への拠出

やその活動報告等について幅広
い責任を負うこととなる。  

32 

CSR委員会の任命及び活動報告 
 取締役会は、3名以上の取締役

（うち1名は独立取締役）から構成
されるCSR委員会を任命すること
が求められる  

 CSR委員会の責任： 

– CSRポリシーの策定 
– CSR活動の取締役会への提言 
– CSRポリシー準拠のモニタリ

ング 
 取締役会はBoard ReportとWeb

ページにてCSR活動の開示を行
う（強制） 

 適切な拠出を行わなかった場合
には、その理由を開示する （非開
示に対するぺナルティーあり） 

適用対象 
 以下の条件のいずれかに該当

する全てのインド企業（内国法人
のみ） 

– 売上が100億ルピー以上 
– 純資産が50億ルピー以上 
– 純利益が5千万ルピー以上 

 CSR活動への拠出義務額 

– 過去3年間の会計期間におけ
る税前利益の平均2%がCSR
活動への拠出として強制され
る 

 CSR活動として適格と認められ

る活動については、新会社法ス
ケジュールVIIにおいて例示され
ている*。 

企業の社会的責任 （CSR） 

*  飢餓の撲滅、貧困の減少、教育の促進、 男女同権の促進、子供の死亡率の低下、エイ
ズプログラム、環境保護活動、その他法律で定められた事項 
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CSRに関する法令順守についての留意事項 

• 直接税中央税務局（＝CBDT）がCSR活動

への拠出に対する税務上の取扱いを決定す
る必要あり 

• 自社の従業員/その家族のみへのCSR活動
はCSR活動とみなされない 

• インド国内におけるCSR活動のみが適格な
活動となる 

• 他の企業との共同でCSR活動を行うことが
認められている 

• CSR活動から獲得された余剰金は事業活
動から発生したものとは区別し、CSR活動に
のみ使用されることが求められる 

その他の留意事項 

• 純利益とは、会計上の税引前純利益で、イン
ド国外の支店から生じた利益は含まれない  

• 単なる寄付やチャリティーはCSR活動として
認められない。CSR活動がポリシーに従っ
た内容で行われていることが適切にモニタリ
ングされ、かつその結果が報告されなけれ
ばならない 
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 Theme 6 

投資家保護の強化  
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子会社 

持株会社 兄弟会社 

関連会社、JV 

1 

会社 

会社の所有/支配 
（株式の20%超） 

関連当事者の定義:  2条76項 

35 

 
 
 
 

子供 祖父母 

3 

近親者 

配偶者 その家族 両親 

本人 

孫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファーム 

取締役 主要経営責任者  +  
シニアマネジメント 

非公開会社 

2 

マネジメント 

近親者を含む 

公開会社 

パートナー 

取締役 

2%以上の株式を保

有する取締役または
オーナー 

上記の者が個別/共同で以下の対して直接的又は
間接的な影響を与えることができる 

専門的な助言等以外で会社に 
影響を及ぼすことができる会社 

または個人 

関連当事者の定義 



© 2014 KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. 

Companies Act 2013 

留意事項 
 関連当事者の定義が拡大されて

いる 

 通常の業務における独立企業間
価格での取引について、その解釈
があいまいになる可能性がある 

 会社は関連当事者についての継
続的なモニタリングの記録や関
連当事者リストを保持することが
必要になると考えられる 

 関連当事者である株主自身が関
与していない取引であっても、そ
のような株主は関連当事者取引
の決議に投票することはできない 

36 

株主総会での特別決議の要件 
 さらに、以下に該当する独立企

業間価格での取引以外の取引
等については、株主総会の特別
決議による事前承認が必要 

‐ 資本金が1千万ルピーを超え
る会社 

‐ 以下の金額を越える製品、
サービスの売買、不動産・動
産のリース 

 年間売上高の5% 、又は  

 純資産の20%  

‐ 月10万ルピーを超える役務を

受けて親会社、子会社、関連
会社の役職に選任されること 

‐ 100万ルピー以上の有価証券

およびデリバティブを役務の
対価として引受け 

適用対象 
 通常の業務の範囲内で行われる

独立企業間価格での取引は従来
どおり問題なく認められる 

 ただし関連当事者間での以下の
取引等については上記のケース
でない場合には取締役会の承認
が必要 

‐ 製品、サービスの販売および
購入, 資産のリース 

‐ 親会社、子会社および関連会
社における役職等への選任 

‐ 月10万ルピー以上の役務提供
に対する対価の支払い 

‐ 100万ルピー以上の有価証券
およびデリバティブの引受け 

 中央政府による承認は必要なく
なった 

関連当事者: 188条 
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インサイダー取引の禁止: 125条194 条195 条 

法令の厳格化 

 取締役および主要経営責任者は、親会社、
子会社および関連会社の株式又は負債証券
に関するオプションの購入および先物取引へ
関与することができない 

 非公開かつ価格に影響を及ぼす情報を持つ
取締役または主要経営責任者を含む会社の
者は、いかなるインサイダー取引も行っては
ならない 

 取締役および主要経営責任者が違反した場
合には、以下のいずれか又はその両方が科
せられる。 

‐ 5年以内の懲役 

‐ 2億5千万ルピー以下、又は受け取った利
益の3倍の金額のいずれか高い金額によ
る罰金 

 

Investor Education and Protection Fund 
(IEPF) 

• 投資家の権利を守るために、7年間にわたっ
て実際に支払われていない、または支払請
求のない配当金がある場合には、その配当
金額のみならず、対応する株式もIEPFへ移
される 

• 配当に対して支払請求が行われた場合、株
式のIEPFへの移転は行われない 
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経営判断の誤りの防止、集団訴訟（Class Action） 
 241 – 246条 

適用対象 

 株主および預託者は会社の行為が自己に対
して不利な行為である場合には、会社法審判
所（Tribunal）へ訴えを起こすことができる 

 不正行為および違法行為、不適切な発言等
に対する補償・救済等のしかるべき措置を、
以下の者に対して要求することができる 

‐ 会社又はその取締役 又は 

‐ 監査人／監査ファーム 又は 

‐ 専門家／アドバイザー／コンサルタント 

  

 

集団訴訟を行える者 

• 100名の株主、または総株主数の10%の株主 

• 100名の預託者、または総預託者数の10%
の預託者 

• 発行済株式総数の10%以上を保有する株主  

• 総預託金額の10%以上を拠出する預託者 
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留意事項 

 上場会社に対して推奨されてきた
内部通報制度（ ‘Whistleblower’ 
mechanism）が強制適用され
ることとなる 
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対象事項 
 逮捕も含めた大きな権限を持

つ詐欺行為調査局（Serious 
Fraud Investigation Office）
が設立される 

 以下の会社については、取締
役や従業員が不正行為をを
報告するための制度（＝vigil-
mechanism）を構築すること
が強制される 

‐ 全ての上場会社 
‐ 公衆から預託金を受け入

れている会社 
‐ 5億円超の銀行／公的金

融機関からの借入をもつ
会社 
 

定義 
 不正行為は以下を含む行為

と定義される 

‐ 作為、又は 
‐ 不作為、又は 
‐ 事実の隠匿、又は 
‐ 職位の乱用 

 不正行為は社内の者、または
社外の者との共謀により行わ
れる 

 不正行為を犯した場合、3年
から10年の懲役となることも

ある。（保釈金を支払うことが
可能） 

不正行為に対するリスクの軽減 
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