
エグゼクティブサマリー
本タックスアラートでは、GEエナジー・パーツ・インク（以下、「納税者」）をはじめ
とするGEグループ企業の事案1において、インドと米国が締結した二重課税防止
条約（以下、「DTAA」）に基づき、GEグループ企業がインド国内で恒久的施設（以下、
「PE」）を所有していたか否かに関して、先頃デリー高等裁判所（以下、「HC」）が下
した判決2について要約します。

本事案においては、米国に居住するグループ企業がインド国内に駐在員事務所（以
下、「LO」）を所有していました。LO建屋内において実施した調査に基づき、複数の
GE企業の事業は、GEグループの特定の駐在員によってインドで行われていたこと
が判明しました。かかる駐在員はLOを使用し、LO内に所定の執務室を活用し、そこ
を拠点として市場情報の収集、事業開拓、見込み顧客への接触、製品説明、価格交
渉、業務監督、管理等の様々な営業・マーケティング活動を国外のGEグループ企
業のために行っていました。

1. 本事案は、GEグループ企業が不服を申し立てた139件のうちの1件。争点および事実関係はいずれ
の事案でも類似しているため、納税者の事案は司法判断の先導事例と見なされました。また、適用
可能なDTAAにおいて他の当事者に関するPE関連条項は米印間のDTAAと同様の文言であったこ
とも指摘されました。

2.  [TS-765-HC-2018(DEL)] 
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以上の事実に基づき、かつデリー税務高等裁判所（ITAT）が
判決に際して実施した詳細にわたる事実確認3を参照した結
果、高等裁判所（HC）は、納税者がインドのLO建屋内におい
て一定の場所PEを所有していたと認定しました。また、駐在
員が販売前の業務および販売後の業務、顧客との契約交渉
および最終調整などの中核業務をグループ企業のためにイ
ンドで行っていたことから、GEグループ国外企業のインドに
おける従属代理人PEに相当するという所得税裁判所の判決
も認めました。さらに、PEへの利益配分に関する所得税裁判
所の判決も支持しました。

事実関係
• 納税者4は米国に居住する企業（以下、「米国企業1」）で
あるとともにGEグループ傘下にあり、高性能の機器を製
造し、インドを含む世界各国の顧客に販売する事業に従
事していました。

• 米国企業1は自社製品を自己名義で海外に販売し、製品
の所有権をインド国外のインド顧客に販売を行っていま
した。

• 当該グループ企業の1社で、同じく米国に居住する企業
（以下、「米国企業2」）は渉外業務（すなわち、本社とイン
ド国内の顧客との連絡調整業務）を行うために、インドに
駐在員事務所（LO）を設立していました。

• また、GEグループはインド法人、GEインディア（以下、「イ
ンド法人」）も設立していました。インド法人は米国企業2
とグローバルサービス契約を結んでおり、この契約の下、
インド法人は様々なグループ企業に市場サポートサービ
スを提供していました。かかるサービスに対して、インド
法人はコストプラス方式で報酬を受け取っており、かかる
報酬はインドの税務当局によって独立企業間価格である
と認められていました。

• インド国外のGEグループ企業（以下、総称して「GE国外
企業」という）の複数の駐在員はインド法人の従業員とと
もにインドで業務を遂行し、GE国外企業の各種事業を支
援していました（以下、「サポートチーム」）。

事業モデルは下図の通りです：

• 税務当局はインドのLO建屋内で調査を実施し、文書およ
び記録を精査し検分しました。税務当局が調査した各種
文書の中にはEメール文書、業績評価報告書などがあり、
調査中に2人の陳述内容も記録しました。

• 調査中に収集した情報および税務当局がそれ以後に納
税者から取得した情報に基づき、以下の事実が確認され
ました。
• GE国外企業の複数の駐在員がインドでLOを拠点と
して業務を遂行していた。

• 駐在員はインドで上層部の役職に就き、インド法人従
業員（サポートチーム）の支援を得て業務を遂行し、イ
ンドにおけるGEグループ全体のビジネスおよび営業
を行っていた。

• 駐在員とサポートチームはインドで中核的な営業業
務を行っており、単に連絡調整業務を行っていたわけ
ではない。

• LO建屋内では、特定の執務室/部屋が駐在員に割り
当てられていた。

•  税務当局は、以上の事実を踏まえるとともに、DTAAに基
づいて判断した結果、駐在員とインド法人が（自社従業員
を通じて）行っていた業務を根拠として、GE国外企業は
LO建屋内に一定の場所PEを有し、インドで代理人PEを
有していたと判断しました。年度別、企業別の利益に関す
る情報がないため、税務当局はインドのPEへの利益配
分に当たって、定式配分方法（formulary appointment 
approach）を採用しました。インド国内の顧客に対する
売上高のうち10%が、かかる売上から得られる利益であ
ると見なし、かかる利益の35%をインド国内における納
税者のPEの利益と判断しました。

3.  本事案は、GEグループ企業が不服を申し立てた139件のうちの1件。
争点および事実関係はいずれの事案でも類似しているため、納税者の
事案は司法判断の先導事例と見なされました。また、適用可能なDTAA
において他の当事者に関するPE関連条項は米印間のDTAAと同様の
文言であったことも指摘されました。

4.  [TS-34-ITAT-2017(DEL)]
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• PEの存在を否定する納税者の主な論拠は、LOおよび駐
在員によってインドで行われていた業務は単に準備的・
補助的（以下、「PoA」）な性格であるため、インドでPEが
認定される理由には該当しないというものでした。インド
で行われている業務は、研究開発、設計、加工および製
造という業務全体のほんの一部でしかなく、かかる業務
はすべてインド国外で行われていました。交渉時に駐在
員（およびサポートチーム）が同席していたことは営業業
務のほんの一部でしかなく、GE国外企業の中核的な業
務とは見なせないということです。

• デリー所得税裁判所は詳細にわたる事実関係を確認後、
税務当局の見解を支持しました。所得税裁判所の下した
結論は、以下に基づいています。

一定の場所PEについて
• LO建屋内において、駐在員に特定の執務室が割り当
てられており、駐在員は常に当該執務室を使用して
GE国外企業のための業務を行っていました。

• インド法人のサポートチームもLO建屋内におり、GE
国外企業のために仕事をしていた駐在員の管理監督
下で仕事をしていました。

• 駐在員は能力が極めて高く、GEグループ内で上級職
に就いていました。彼らはインド国内で事業をマネジ
メントし、注文を確保し、GE国外企業のインド事業の
ためにできることはすべて行っていました。

• 文書では、顧客の開拓および顧客との契約の最終調
整（販売前および販売後の業務を含む）という営業の
中核業務は、駐在員とインドのサポートチームがLOを
拠点として行っていたことが示されていました。かか
る業務は中核業務であり、性格上PoAとは見なされ
ません。従って、LOの建屋はインドにおける一定の場
所PEを構成します。

従属的代理人PE（以下、「DAPE」）について
• 駐在員およびサポートチームは単独企業のために仕
事をしていたわけではなく、GEの海外グループ企業
のために仕事をしており、関連会社であるため、従属
的代理人と認定されます。

• DAPEに認定するためには、契約のあらゆる要素や詳
細を交渉していることが必要というわけではありま
せん。また、企業が取引に積極的に関与しない場合に
は、代理人に権限を委譲していたと見なされる場合も
あります。

• 駐在員はインドで営業の中核業務を担っており、か
かる業務は性格上PoAとは見なされないため、あら
ゆるGE国外企業のインドにおけるDAPEと認定され
ます。

ITATは、インドにおける売上高のうち10%を、かかる売り上
げから生じる利益と見なすという税務当局の見解を支持しま
した。但し、PEへの利益配分比率としては、税務当局が提示
していた35%から利益の26%に引き下げられました。

•  所得税裁判所の判決を受け、納税者はデリー HCに上訴
しました。

デリーHCの判決
一定の場所PEについて

LOの建屋は、インドにおけるGE国外企業の固定的PEを構
成するものと見なされました。HCはこの結論を下すに当
たって以下を考慮しました。

• 企業の自由に使用できるか否かのテスト（disposal test）
• OECDモデル租税条約のコメンタリーおよびフォー
ミュラ1世界選手権の事案に関する最高裁判所の判
決5に依拠し、HCは企業の自由に使用できるか否かの
テストに関して以下の原則を明らかにしました。
a) 企業が事業を行うために使用する建屋、施設また
は設備はどんなものであれ、「事業拠点」と理解す
べきです。必ずしも、該当企業の事業専用である
必要はありません。

b) 企業の自由に使用できるスペースが一部であったと
しても、十分に固定的な事業拠点と見なされます。

c) 企業が自由に使用するために法的な使用権は必
要ありません。継続的に使用しているだけで、企業
が自由に使用していることを十分に示します。

• LO内の特定の執務室/部屋は、駐在員およびGE国外
企業のスタッフがインドで仕事を行うために絶えず自
由に使用していたと、HCは指摘しました。以上に基づ
いて、LOは納税者によって自由に使用されていたと
見なされました。

• 事業活動テスト（Business activity test）
• GEグループは、極めて専門的かつ技術的にカスタマ
イズした機器の製造・販売事業に従事していました。
かかる製品の営業とマーケティングは単純な業務で
はありません。GEが提供する製品は既製の「画一的
な」製品ではなく、顧客に合わせて製造されていまし
た。GEは顧客が提示したニーズに対応するために精
緻で複雑なプラットフォームを確立した上で、顧客と
何度も協議を重ねる必要がありました。このため、GE
国外企業は上級職および中間職に就く数人の従業員
をインドに常駐させていました。

5.  [2017] 394 ITR 80 (SC)
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• 従業員は販売機会を模索し、事業開拓を担い、顧客と
接触して選択可能な方法を伝え、支払われるべき報
酬や保証内容などの技術的・営業的な尺度に関して
集中的に交渉していました。これらは、インドで行われ
ていた「中核業務」です。

• 契約交渉の後期においては、駐在員およびインド法
人のサポートチームが国外本社の最終承認を取得し
なければならなかったとはいえ、単に黙々とデータ
収集や情報伝達に従事していたとは言えません。重
要な責任を委譲し、契約の最終調整過程において顕
著に関与していたことから、GEグループがインドの
LOを通じて事業を遂行していたことが明らかになり
ました。

• 準備的・補助的業務（PoA）に基づく除外規定
• ある業務が準備的・補助的な性格かどうかを判断す
るに当たっては、かかる業務が企業の業務全体から見
て不可欠かつ重要な部分かどうかを評価しなければ
なりません。その業務が単純に契約遂行に必要では
なく、利益の実現において本質的に責任を担わない
ものでなければ準備的・補助的な性格とは言えませ
ん。かかる業務が企業の中核業務の単なる補助また
は支援であれば、当該業務は性格上PoAと認定され
ます。

• 駐在員およびインド法人のサポートチームの調査文
書、Eメールのやり取り、自己評価、業績評価で明らか
になった事実も考慮されました。以上の文書は、提案
内容の策定、契約条件の最終調整、顧客対応におい
てインドの人員が重要かつ積極的な役割を果たして
いたことを示唆しています。インドの従業員は単に
顧客と本社間の連絡に従事していたわけではありま
せん。

• 営業活動の重要かつ不可欠な部分がインドで行わ
れていました。インドにおけるかかる業務は、性格上
PoAではありません。

代理人PEについて

• 駐在員とインド法人のサポートチームは複数の企業、す
なわちGE国外企業にサービスを提供していた事実につ
いて、HCは確認しました。HCは所得税裁判所の判決を
認め、駐在員とサポートチームで構成するインド法人が
特定企業のために仕事をしていたのではなく、複数企業
のために仕事をしてGEグループの主要業務を担ってい
たとの見解を支持しました。従って、インド法人はGE国外
企業の従属的代理人と認定されます。

• 「契約を締結する権限」という文言は、代理人が契約の
要素および詳細をすべて交渉する権限を委譲されてい
なければならないという意味ではありません。代理人の
業務が企業の中核業務に関わっていれば、それで十分
です。

• フィリップ・モリスの事案に関するイタリアの裁判所の判
決6を参照しました。この判決では、内国法人の代表者ま
たは従業員が、企業と顧客間の契約締結時に同席してい
たことが「契約を締結する権限」の概念に該当するとの見
解が示されています。

• 文書証拠が示すように、駐在員およびインド法人のサ
ポートチームは、技術的な仕様や価格交渉等の中核的ま
たは主要な契約交渉に関わっていました。かかる業務は
明らかに、納税者の業務を遂行するものです。インドの
代理人が専らGE国外企業の中核業務を遂行していたこ
とは自明であるため、インドの従属代理人と見なされま
した。

PEへの利益配分について

• 税務当局および所得税裁判所がPEへの利益配分につい
て分析したのは、ロールスロイスPLCの事案に関するデ
リー HCの判決7を考慮して以後のことだと、HCは指摘し
ました。

• 利益配分に関する法定またはその他の正式なフレーム
ワークがないため、HCは正確な数値を概算で求めるこ
とになるとの見解を示しました。当該事案の事実関係お
よび下級審の確認事項を考慮した結果、HCは、利益配
分に関するITATの手法には欠陥が見当たらないと判断
しました。

6.  Ministry of Finance (Tax Office) v. Philip Morris (GmBH), Corte 
Suprema di Cassazione No.7682/02 of May 25 2002

7.  [339 ITR 147]
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影響
PE概念の解釈に関して、インドではここ数年で法解
釈が著しく進展しました。HCの本判決は、固定的PE
の概念、PEおよび代理人PEの認定を除外される準
備的・補助的業務に関する基本概念の一部を強化し
ようとするものです。PEの定義が性質上、事実に厳密
に基づくものであることを踏まえて、HCは、最終的な
事実確認機関であるITATの前に、税務当局が示した
包括的な事実分析に依拠してITATの判決を認めまし
た。HCが示した見解の一部では、司法当局がDTAA
の解釈に関して柔軟な手法を認める意向である可能
性を示唆しており、事業の組織構造および運営方法
に関してDTAAの厳密な文言から逸脱する可能性が
示されています。

今回の判決では、クロスボーダーの業務スタッフや国
内の営業・マーケティング活動から思いがけずPEリ
スクが生じる可能性が浮き彫りになっています。多国
籍企業グループは既存の事業体制および提案されて
いる事業体制について、本判決の影響を吟味する必
要があるでしょう。
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tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジンにて配信してお
りますn
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がございます。

@EY_TaxJapan
最新の税務情報を配信しています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。

EY税理士法人
ジョナサン・スチュワートスミス パートナー jonathan.stuart-smith@jp.ey.com
ニラドリ・ナグ パートナー niladri.nag@jp.ey.com


