2015予算
「メイク・イン・インディア」

「メイク・イン・インディア」キャンペーンを
推進するための2015年度予算主要施策

政府は、歳出予算を増やし以下の対策で製造業の拡大を目指す
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鉄道、道路などのインフラ施設へ7,000億ルピーの予算拡大、重点配分。
人里から離れ孤立している17万8000世帯を舗装道路へ接続をするためには、現在建設中の10万キロの道路
完成に加えて、さらに10万キロの道路が必要となります。
2022年までに全ての人に住宅を、2022年までにインドで電気の通っていない村に電力を供給します。
新たに5つの超大型発電所プロジェクトの発表と、再生可能エネルギー部門に175,000MWの目標が設定強化
されました。(太陽光に10万MW、風力に6万MW、バイオマスに1万MW、水力に5千MW)
National Optical Fibre Network Programme (NOFNP)の高速化は20万以上の村にブロードバンドの接続を
提供し、遠隔農村地域のデジタルアクセスを可能にします。
デリー・ムンバイ間産業大動脈構想、アムルスタ・デリー・コルカタ産業大動脈構想、インド貨物専用鉄道建設
計画への予算の割当

民間部門への規制リスクの軽減とビジネスのしやすさの向上
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超大型発電所プロジェクトにプラグ&プレイモデルを採用 - プロジェクトが始まる前に許認可等のスピードアップ
民間部門のリスクを減らすため、道路はBOT方式より、EPCモデルを促進
2種類の新金融商品への税務優遇措置(不動産投資信託「REIT」とインフラ投資信託「InviT」)
複数の事前認可を単一の規制当局の認可に置きかえる法案を提案
14の規制を1つのサイトに統合した、Eビジネスポータルの開始
物品税、サービス税の登録を2日で行う
投資促進組織「Invest India」を創設し、ビジネスライフサイクルの各局面階で投資家支援
商事紛争の迅速な解決を促進するために、インドの裁判所に商事部門を設置

資本と技術を誘致するための方法
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非居住者への技術使用料の支払いに係る源泉税率を10%に引き下げ
外国機関投資家（FIIs）/適格外国投資家（QFIs）が国債、社債などへ投資した場合の5%の源泉税率の優遇制
度を、2017年6月30日まで延長
総合的な破産法の導入を予定
貨物専用鉄道の運営開始後、輸送時間短縮による運転資本の大幅な減少が期待
インフラ金融会社へ投資する国家投資インフラファンド（NIIF）の設立

「メイク・イン・インディア」キャンペーンを
推進するための2015年度予算主要施策

製造原価、総原価を押し下げるための施策
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サプライチェーンにおける連鎖的な税負担の影響を減らすため、2016年4月1日までに全国レベルでの物品・
サービス税(GST)を導入するという断固たるコミットメント
税控除の障害を排除するため、関税の逆転構造（完成品に課せられる関税よりも部材に係る関税の方が高
いという関税構造を是正
サービス税のCENVATクレジットの計上期限を6ヶ月から1年に拡大
新規採用従業員への賃金支払に係る所得控除の適用条件を緩和
アンドラ・プラデシュ州とテランガナ州の指定地域における資本的支出に追加投資控除及び割増償却
インド貨物専用鉄道により輸送コストの大幅な削減を期待

インド投資環境の改善
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法人税を段階的に30%から25%に引下げ
将来に向かって適用される一般的租税回避防止規定の導入を2年間延期
税務訴訟の減少のため、資産の「間接譲渡」に関する規定を明確化
代替投資ファンド（ヘッジファンド等）に関する外国投資の容認
外国ポートフォリオ投資と外国直接投資を統合し、合算ベースで単一の出資上限を設定
防衛産業、保険業、医療機器、建設業及び鉄道インフラにおける外国直接投資の緩和

労働者のモラルと生産性を改善するための施策

►
►

月収が一定以下の従業員に関しては、従業員積立基金への拠出は任意に。これにより、労働者の手取額が
増加するため、可処分所得が増加する
国家技術ミッションの開始。主として地方の若年層に正規の技術訓練を施す
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