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はじめに 

インドの 2007 年度の実質 GDP 成長率は 9.0％となり、3 年連続で 9％を超え

る高い経済成長を続けています。今後もインドの経済成長に伴い、購買力のあ

る富裕層が増加し自動車や携帯電話、一般消費財などの市場拡大が予想されて

おり、また、インド政府および民間主導の各種インフラ整備も本格的に動き始

めています。こうした動きに世界中からインドに熱い視線が注がれ、各国の企

業が相次いでインドへの進出を果たしています。 
日本企業は 2008 年 1 月現在、分かっているだけでも自動車産業を中心に進出

企業が 438 社、拠点数は 555 拠点となっており、進出企業数だけでみると 2003
年 1 月と比較すると 2 倍近くに増加しています。また、ジェトロに寄せられる

インド関連ビジネスのご相談も近年急増しており、特に現地での企業設立に関

する相談の増加が顕著となっています。これは日本企業がインド市場の開拓を

目指して進出を図っていることの現れと考えられます。 
そこで、ジェトロでは日本企業のインド進出に当たり必要となるインド会社

法（Companies Act,1956）の中でも重要と思われる設立できる会社の種類、設立

方法および手続、株式、会社の機関、利益配当およびロイヤリティ送金規制、

組織再編、解散・清算等について分かりやすく解説してとりまとめることにし

ました。 
レポート作成にあたっては、2008 年 5 月までの 新情報を盛り込んでいます

が、手続きの変更や運用が異なることもありますので、実際のインド進出の際

には改めて確認することをお願いします。また、本稿におけるインドの法令、

機関等の名称は、筆者による日本語訳であり、公的な資料に基づくものではな

いことをご承知置きください（いずれも原語である英語表記およびその略称を

日本語に併記し、または脚注に記載していますので、ご参照ください）。 
本報告書は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のインド・プラクティス・

チーム所属の琴浦諒弁護士に執筆をお願いし、ジェトロ海外調査部アジア大洋

州課の協力を得てとりまとめを行いました。インド進出を検討されている皆様

の参考になれば幸いです。 
 
2008 年 5 月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 
貿易投資相談センター 
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 凡例 

 
1 本文中に、条文番号のみが記載されているものは、特に注記のない限り全て

1956 年会社法（Companies Act, 1956）の条文である。 
 
2 本文中の用語は、本文中に定義されるほか、以下の定義に従う。 
・インド会社法 
…1956 年会社法（Companies Act, 1956） 

・インド内国会社 
…インド会社法を準拠法として設立された会社 

・インド中央政府 
 …Central Government of India 
・インド企業省 
…Ministry of Company Affairs (MCA) 

・会社登記局 
 …インド企業省の下位機関である会社登記局（Registrar of Company） 
・インド外国為替管理法 
…1999 年外国為替管理法（Foreign Exchange Management Act, 1999（FEMA）） 

・インド外国投資促進委員会 
…Foreign Investment Promotion Board 

・インド準備銀行 
…Reserve Bank of India (RBI) 
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第 1 章 会社以外の事業拠点の特徴、設立の方法および撤退の方法 

 
第 1 概要 

 
日本企業を含む外国企業がインドにビジネス拠点を設立する場合、通常は、

現地法人（＝会社）（Company）、支店（Branch）、駐在員事務所（Liaison Office）、
プロジェクトオフィス（Project Office）のいずれかの形態を選択することになる
1。 
現地法人（＝会社）の設立根拠法令は、1956 年会社法（Companies Act, 1956）

（以下「インド会社法」という。）であり、支店、駐在員事務所およびプロジェ

クトオフィスの設置根拠法令は、1999 年外国為替管理法（Foreign Exchange 
Management Act, 1999（FEMA））（以下「インド外国為替管理法」という。）の施

行規則である 2000 年支店その他の事業拠点の設立に関する外国為替管理規則

（Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or Other 
Place of Business) Regulations, 2000）である。ただし、支店、駐在員事務所および

プロジェクトオフィスについては、設立登記に際してインド会社法 591 条から

602 条にしたがって要求される外国会社の登録手続にも従う必要がある。 
いずれの拠点についても、インド外国為替管理法上の外国直接投資規制2に従

って設立されることを前提として、現地法人（＝会社）は活動内容にほぼ制限

がないのに対し、支店、駐在員事務所およびプロジェクトオフィスについては、

活動内容に一定の制限が加えられている。活動が制限されている拠点形態の中

では支店が も多くの活動を認められており、以下、駐在員事務所、プロジェ

クトオフィスの順で活動内容に対する制約が大きくなる。 
また、上記 4 形態のうち、事業活動が認められているのは現地法人（＝会社）

および支店であるが、外国直接投資規制上、外国投資上限の絶対的上限が 100％
を下回る（74％、51％等）業種については、支店形式で事業を営むことは認め

られていない。インド外資規制関連法令等上、支店は外国会社の一部であると

みなされることから、外国会社の支店による取引行為等は、それ自体全て 100％
の外国直接投資となってしまうためである。 
そのため、インドにビジネス拠点を設立する場合、そのビジネス拠点でどの

ような活動を行うか、当該活動はどのような業種に属するか等を総合的に検討

                                                 
1 そのほか、組合（Partnership）、単独事業主（Sole Proprietorship）という形態もありうるが、日

本企業の進出の形態としては一般的ではない。 
2 「インド外資規制の体系と解説」・琴浦諒・国際商事法務 2008 年 2 月号（Vol. 36 No.2）および

同 3 月号（Vol. 36 No.3）等などの文献参照。 
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する必要がある。 
本報告書の目的は、インド会社法の解説にあるが、参考として、本章におい

て、会社以外の事業形態である支店、駐在員事務所およびプロジェクトオフィ

スについても、その特徴、設立の方法および撤退の方法の概略を述べることと

する。なお、インド会社法についての解説は、第 2 章以下を参照されたい。 
 
第 2 支店 

  
1 特徴 
   

2000 年支店その他の事業拠点の設立に関する外国為替管理規則 2 条(c)項は、

インド外国為替管理法上の「支店」をインド会社法 2 条 9 項に定義される「支

店」と同じ意味を有する旨規定しており、それによれば、支店とは、「支店と

して設立された施設または親会社の本社と同じもしくはそれと同等の活動を

行う施設」と定義される。 
支店が行いうる業務は、 

・商製品の輸出入 
・専門的分野に係るコンサルティングサービス 
・調査活動 
・本社または関連会社およびインド内国会社との間の技術上や財務上の提携

のプロモーション 
・本社または関連会社のインド国内における代表としての行為 
・本社の買付けまたは販売代理店としての行為 
・インド国内における情報技術およびソフトウェア開発に関するサービスの

提供 
・親会社または関連会社の製品に関する技術サポートの提供 
・外国の航空事業や船舶事業を営む会社のプロモーション 
に限定されている。 
支店が上記業務以外の業務を営もうとする場合、インド準備銀行の特別許

可を受けることを要し、特別許可を取得できた場合であっても、インド準備

銀行に対する定期的な業務内容の申告が義務付けられる。ただし、支店は、

直接間接を問わず、インド国内において製造業または加工業を営むことはで

きず、これらについて特別許可が与えられることはない。上記業務または特

別許可を受けた業務の範囲内である限り、支店は現地法人（＝会社）と同様

に事業活動を営むことが可能であり、自ら本社を代理して契約上の義務を引

き受けることができ、またインド国内において当該事業から生じた所得を得
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ることができる。 
支店は、その活動に必要な経費を本社からの送金または自らの事業活動か

ら生じる利益によって賄わなければならないとされており、自ら借り入れを

行うことはできない。支店の事業活動により得られた利益は、インド外資規

制関連法令等の所定の手続に従い、当該利益が支店に認められた業務の範囲

内で得られたことを証明することにより、インド準備銀行の承認なくして本

社に送金することができる。 
支店には、インドにおける代表者（本社により支店の運営についての代理

権を付与された者。下記(2)、イ、⑤の「インド国内に居住する、インド当局

から外国会社に対する手続および通知またはその他の書類を代理して受領す

る者」と同義。複数名も可能）3を置く必要がある。さらに、当該支店の一部

を構成する者のうち少なくとも 1 名はインド国内に居住していなければなら

ない。この 1 名は、必ずしも代表者である必要はないが、代表者が現地にい

ないと支店の運営に支障をきたすのが通常であることから、代表者はインド

国内に居住するのが一般的である。 
2000 年インド国内の不動産の取得及び譲渡に関する外国為替管理規則

（Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property 
in India) Regulations, 2000）5 条(a)項により、支店は、許可されたまたはそれに

付随する業務に使用するために、自ら不動産を取得することができる。もっ

とも、かかる不動産を第三者に賃貸することは認められていない。支店が不

動産を取得する場合、不動産取得日から 90 日以内にインド準備銀行に対して

不動産取得申告書を提出しなければならない。また、支店が事務所利用のた

めに不動産を賃借する場合、賃借期間が 5 年を超える場合にはインド準備銀

行の事前承認が必要となる。 
税務について、支店は外国会社のインド国内における恒久的施設として扱

われ、支店の所得に係る実効税率は 42.23%となる。なお、税務上、現地法人

（＝会社）はインドの内国資本によるインド内国会社と同一に扱われるため、

現地法人（＝会社）の所得に係る実効税率は 33.99%となる 
 

2 設立方法 
 
  (1) インド準備銀行への設立申請 
 

現地法人（＝会社）と異なり、支店は、設立それ自体についてインド準

                                                 
3 必ずしも本社所在地の国籍を有する者でなくてもよく、例えば日本企業の支店または駐在員事

務所について、現地のインド人を代表者とすることも可能である。 
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備銀行への設立申請が必要となる。すなわち、後述するとおり、現地法人

（＝会社）は、インド外資規制関連法令等に基づく手続を経なくとも設立

すること自体は可能であり4、ただインド外国為替管理法への違反が問題と

されるのみであるのに対し、支店は、インド準備銀行の設立認可を受けた

時点で設立したものとみなされるため、設立認可を受けなければ設立自体

が認められず、設立登記を行うこともできない。その反面、現地法人（＝

会社）の設立の際にはインド外国投資促進委員会の事前承認が必要とされ

ている業種について、支店の設立の場合には、上記インド準備銀行への設

立申請とは別途にインド外国投資促進委員会の事前承認を得ることは不要

である。 
なお、上述の通り、インド外資規制関連法令等上、支店は外国会社の一

部であり、いわば外国直接投資による 100％出資会社と同様とみなされるこ

とから、外国投資上限の絶対的上限が 100％を下回る業種については、イン

ド準備銀行の特別許可を得た場合を除き、支店形式で事業を営むことは認

められていない5。 
2000 年支店その他の事業拠点の設立に関する外国為替管理規則に基づき、

インド非居住者がインド国内において支店の設立を申請する場合、フォー

ム FNC-1 と呼ばれるインド外国為替管理法上のフォーム（以下「フォーム

FNC-1」という。）により、インド準備銀行に対して設立申請を行う必要が

ある。フォーム FNC-1 に記載しなければならない事項は以下のとおりであ

る。 
①本社の名称、所在地および業種 
②本社の設立日（登記日）および設立場所 
③本社の事業の概要 
④直近の貸借対照表をもとに作成された本社の資本金及び準備金の詳細 
⑤過去 3 年間にインドからまたはインドに対して輸入または輸出した商製

品の金額 
⑥インド内国会社を代表することについての既存協定（もしあれば）の詳

細 
                                                 
4 ただし、インド外国投資促進委員会の事前承認が必要となる業種の場合、現地法人の設立登記

に際して事前承認の証明書が必要となるため、同事前承認の手続を経ない限り、事実上現地法人

の設立はできない。 
5 なお、外国直接投資の絶対的上限は 100％であるものの、自動承認上限が 100％ではない業種

（投資につきインド外国投資促進委員会の事前承認が必要な業種。紅茶事業、一定のクーリエサ

ービス事業等がこれに当たる。）については、インド外国投資促進委員会の事前承認さえ得れば

支店形式で事業を営むことも認められそうであるが、インド外国投資促進委員会の事前承認が必

要な業種については、たとえ外国直接投資の絶対的上限が 100％であっても、インド準備銀行の

特別許可を得ない限りは支店形式で事業を営むことは事実上認められていないようである。 
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⑦設立を申請する支店または駐在員事務所の活動内容、所在地等の詳細 
 
支店の設立申請は、フォーム FNC-1 に上記事項を記入の上、(a)本社所在

国のインド大使館または公証人役場により認証された本社の設立登記証明

書または基本定款および付随定款の英訳、ならびに(b)本社の 新の監査済

み貸借対照表を添付した上で、ムンバイのインド準備銀行中央局外国為替

管理部（外国投資課）部長6宛に提出することにより行われる。なお、2008
年 5 月現在、会社設立の場合と異なり、支店の設立申請については、オン

ラインでの申請は認められておらず、書面にて申請を行う必要がある（会

社設立手続につき、第２章の第１節、第 3 参照）。 
インド準備銀行は、支店の設立申請を認可する義務は負わないが、自動

承認（automatic route）7または当局の事前承認による出資上限が 100％を下

回っている業種について支店設立を申請するなど、申請内容に問題がある

場合や申請者に問題がある場合等を除いては、通常設立申請が拒絶される

ことはない。 
2008 年 5 月現在、インド準備銀行による支店設立の認可の取得には、設

立申請から約 12 週間から 16 週間程度かかるのが通常である。さらに、イ

ンド準備銀行は、支店が従わなければならない一定の条件を付した上で設

立を認可する場合もある。 
なお、上記①から⑦の事項については、設立申請時点での情報を記載す

れば足り、その後変更が生じたとしても、インド準備銀行に対して報告等

を行う必要はない（ただし、後述するとおり、登記事項に変更があった場

合には、会社登記局（インド企業省（Ministry of Corporate Affairs ）の下位

機関であり、会社の登記事務を管轄する）への報告が必要となる）。また、

現地法人（＝会社）の設立の場合と異なり、インド準備銀行の認可を得て

支店を設立した場合、設立後に事後届出を別途行うことは不要である。 
支店は、毎年、その支店の所在地を管轄するインド準備銀行の地方局に

対し、勅許会計士を通じて、インド準備銀行によって許可された活動のみ

を行っている旨を記載した活動認証書を提出しなければならない。 
 
  (2) 会社登記局への登記申請 

 
支店はインド準備銀行の設立認可を受けた時点で設立されたものとみな

                                                 
6 The Chief General Manager, Exchange Control Department (Foreign Investment Division), Reserve 
Bank of India, Central Office, Mumbai 
7 インド当局の事前承認なくして、事後届出のみによる外国直接投資が認められる場合の投資ル

ートをいう。 
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されるが、インド会社法 591 条から 602 条に従い、会社登記局においてそ

の設立登記を行わなければならず（この登記は、支店自体の登記というよ

りは、当該支店を設置した外国会社の登録という面が強い。）、会社登記局

から設立認証書を取得するまでは、支店は活動を開始することができない。 
具体的には、1956 年会社に関する（インドインド中央政府による）一般

規則及びフォーム（The Companies (Central Government’s) General Rules & 
Forms, 1956）（以下「1956 年一般規則およびフォーム」という。）の Form 44
と呼ばれる書類を、支店設立後 30 日以内に、会社登記局の本局（ニューデ

リー所在）および当該支店、駐在員事務所事務所またはプロジェクトオフ

ィスの設立地域を管轄する会社登記局の地方局に対して提出する必要があ

る。この提出は、オンラインで行うことが可能である。 
Form 44 を提出するにあたっては、下記①から⑨までの書類を添付すると

ともに申請手数料（州によって異なるが、5000 ルピー程度）を支払う必要

がある。上述のとおり、Form 44 による申請は、支店自体の登記申請という

よりは、当該支店を設置した外国会社の登録申請という面が強いため、添

付書類はほぼ全て当該支店等の設立を申請する外国会社（＝本社）に関す

る書類となる。 
①外国会社の設立証明書、設立規則もしくは基本定款および付随定款、ま

たは会社の設立を構成または定義するその他の法的文書（※日本企業の

場合、通常定款および登記簿謄本となる。） 
②①の文書が英語でない場合、当該文書の英訳 
③外国会社の本店所在地を示す書面（※日本企業の場合、①で兼用可） 
④外国会社の取締役および会社秘書役の一覧並びに各人の詳細を記載した

書面（※日本の会社法上、制度として会社秘書役という役職は存在しな

いため、通常は総務部門の担当役員の氏名等を記載することが多い）。 
⑤インド国内に居住する、インド当局から外国会社に対する手続および通

知またはその他の書類を代理して受領する者の氏名および住所を記載し

た書面 
⑥外国会社が⑤の者に授権したことを証明する証明書（※通常は委任状で

あり、当該委任状がインド国外で作成された場合、当該国のインド大使

館または公証人役場により認証されている必要がある。） 
⑦外国会社のインド国内における支店の住所を記載した書面 
⑧インド準備銀行による支店の設立認可書 
⑨支店が銀行口座を開設した銀行により発行される、当該口座を開設した

日付を証明する書面 
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登記申請後、通常、約 4 週間から 6 週間程度で登記が完了し、設立認証

書が交付される。設立認証書取得後、支店、駐在員事務所事務所またはプ

ロジェクトオフィスは活動を開始することができる。 
なお、上記事項に変更が生じた場合、一定期間内に 1956 年一般規則およ

びフォームの Form 49 と呼ばれる書類を用いて、当該変更事項の詳細を関係

する会社登記局の本局および地方局に対して通知しなければならない。 
 

  (3) 税務番号の取得 
     

現地法人（＝会社）と同様、支店も設立後速やかに税務当局に税務番号

の交付を申請する必要がある。詳細については、第 2 章の第 3、2、(8)を参

照されたい。 
 

3 撤退方法 
 

支店を閉鎖する場合、全保有資産の売却換価、負債の完済、全ての契約関

係の終了、全従業員の解雇、支店閉鎖日現在の財務諸表の作成、インド準備

銀行に対する残資金送金認可申請、残資金の本社への送金および銀行口座の

閉鎖、会社登記局への閉鎖通知等の手続が必要となる。 
1947 年インド産業紛争法に基づく労働者の解雇に関する問題（特に 100 人

以上の労働者を雇用している場合の州政府の事前認可取得の問題）が生じる

こと、紛争を抱えている場合には残資金の本社への送金に関するインド準備

銀行の承認取得が得られないことがあることなどから、撤退が困難となりう

ることは現地法人（＝会社）の場合と同様である。詳細については、第 2 章

の第 7 節、第 4 を参照されたい。 
 
第 3 駐在員事務所 

 
1 特徴 

    
2000 年支店その他の事業拠点の設立に関する外国為替管理規則 2 条(e)項に

より、駐在員事務所は、「主たる営業所または本社とインド国内の顧客との連

絡拠点」と定義されており、直接間接を問わず、自ら事業活動を行うことは

認められていない。 
駐在員事務所が行いうる業務は、 

・インド国内における本社または関連会社の代表または代理 
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・商製品の輸出入のプロモーション 
・本社または関連会社とインド内国会社との間の技術上や財務上の提携のプ

ロモーション 
・本社のための情報収集並びに本社とインド国内企業との間のコミュニケー

ション窓口業務 
に限定されており、その連絡拠点としての性格を反映したものとなっている。 
駐在員事務所は、自ら事業活動を行うことができないため、本社を代理し

て契約上の義務を引き受けることはできず、またインド国内において所得を

得ることもできない。駐在員事務所は、その活動に必要な経費を全て本社か

らの送金によって賄わなければならず、自ら借り入れを行うこともできない。

駐在員事務所が事業活動により所得を得ることは想定されていないため、駐

在員事務所がその存続中に本店に送金することは原則として認められていな

い。また、その連絡拠点としての性格上、駐在員事務所が自ら不動産を取得

することは認められていない8。 
上述の通り、駐在員事務所が事業活動により所得を得ることは想定されて

いないことから、一般的には駐在員事務所が課税されることはないが、預金

中の活動資金に対する銀行利息等について法人税（実効税率 42.23％）が課税

されることなどはありえる。また、駐在員事務所からの支払いの種類によっ

ては、所得税その他の源泉徴収の義務を負うこともある。 
駐在員事務所には、インドにおける代表者（本社により駐在員事務所の運

営についての代理権を付与された者）を置く必要がある。留意点は、支店の

場合と同様である。 
 

2 設立方法 
 

駐在員事務所は、支店と同様、インド準備銀行に設立申請をした後、会社

登記局に登記を申請することにより設立される。駐在員事務所の設立手続は、

支店の設立手続とほぼ同じであるため、設立の際の留意点については、支店

の設立について述べた、上記第 2、(2)を参照されたい。 
駐在員事務所は自ら事業活動を行うわけではないため、本社が当局の事前

承認による出資上限が 100％を下回る業種を営んでいる場合であっても設立

することが可能である。 
駐在員事務所の設立認可の当初有効期間は 3 年間であるが、当該駐在員事

務所の所在地を管轄するインド準備銀行の地方局によって有効期間の延長を

                                                 
8 その反面、インド税法上、駐在員事務所やプロジェクトオフィスは、現地法人や支店と異なり、

恒久的施設（permanent establishment）として扱われず、恒久的施設に対する課税を受けない。 
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受けることができる。駐在員事務所は、毎年、その駐在員事務所の所在地を

管轄するインド準備銀行の地方局に対し、勅許会計士を通じて、インド準備

銀行によって許可された活動のみを行っている旨を記載した活動認証書を提

出しなければならない。 
 

3 撤退方法 
 

駐在員事務所を閉鎖する場合の手続は支店とほぼ同様であり、全保有資産

の売却換価、負債の完済、全ての契約関係の終了、全従業員の解雇、駐在員

事務所閉鎖日現在の財務諸表の作成、インド準備銀行に対する残資金送金認

可申請、残資金の本社への送金および銀行口座の閉鎖、会社登記局への閉鎖

通知等の手続が必要となる。 
撤退に際しての問題点は、支店とほぼ同様である。もっとも、駐在員事務

所が多数の現地従業員を雇用するということは通常ないため、一般的には比

較的容易に撤退が可能であると考えられる。 
 
第 4 プロジェクトオフィス 

 
1 特徴 

 
プロジェクトオフィスは、建設プロジェクト、インフラ整備プロジェクト

等の特定のプロジェクト9の遂行のためにのみ設置される事務所であり、その

行いうる業務はプロジェクトの遂行に関わる行為にのみ限定されている。 
プロジェクトオフィスは、特定のプロジェクトを遂行するためだけに設立

され、プロジェクト終了後はインドから撤退することが予定されている。そ

のため、必要な資金は全て本店その他外国からの送金で賄わなければならず、

借り入れを行うことはできない。また、本店に送金することや不動産を取得

することも認められていない。すなわち、プロジェクトオフィスは、特定の

プロジェクトに関してそのプロジェクトのためだけに一時的に設立される現

地事務所としての性格が強く、外国企業がインド進出のための事業拠点とす

るのには不向きである。 
プロジェクトオフィスが特定のプロジェクトに関して利益を得た場合、当

該利益に対する実効税率は 42.23%となる。 
 

                                                 
9 一般的に、プロジェクトオフィスが、大規模な建設やインフラ整備プロジェクト以外のプロジ

ェクトのために設立されることはない。 
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2 設立方法 
 

プロジェクトオフィスは、支店または駐在員事務所と同様、インド準備銀

行の設立認可を得た上で、会社登記局に登記を申請することにより設立され

る。ただし、支店または駐在員事務所の設立認可申請と異なり、プロジェク

トオフィスの設立認可申請については、以下に述べる要件さえみたしていれ

ば認可するとの運用がなされており、原則としてインド準備銀行による裁量

的判断は行われていない10。したがって、プロジェクトオフィスについては、

申請後認可が得られるまでの期間は、支店、駐在員事務所の場合よりも短い

ことが多い。 
インド準備銀行からプロジェクトオフィスの設立の認可を得るためには、

本社が既にインド国内で当該プロジェクトに関する契約を締結済みであり、

かつ以下 4 つの要件のうちのいずれかをみたしていることが必要である。 
(a)外国からの送金により、直接にプロジェクトに必要資金が供給されてい

ること 
(b)二国間または多国間の国際的な資金供給機関（国際通貨基金、アジア開

発銀行等）により、プロジェクトに必要資金が供給されていること 
  (c)インドの関係当局からプロジェクト遂行に関して必要な認可を取得して

いること 
  (d)契約相手方であるインドの企業または団体が、当該プロジェクトの支払

いに関して、インドの公的金融機関または銀行による期限付きの貸付を

受けていること 
 

許可申請の方法は、支店または駐在員事務所の場合と同様、フォーム FNC-1
に必要事項を記載の上、必要書類とともにインド準備銀行に提出することで

ある。ただし、フォーム FNC-1 上、プロジェクトオフィスと支店または駐在

員事務所とでは記載事項がやや異なっており、プロジェクトオフィスについ

ては、支店や駐在員事務所の場合に記載が要求されている事項の①から④（第

2、2、(1)参照）とともに、以下の事項を記載する必要がある。 
⑤プロジェクト契約の概要（支払および継続期間を含む） 
⑥事務所の場所 
⑦プロジェクトオフィスに対して、上記(a)から(d)までのいずれかの方法によ

り、必要資金が供給されているかどうか 
 

                                                 
10 2003 年 7 月 2 日付 FEMA 95/2003 通達（Notification No. FEMA 95/ 2003 dated July 2, 2003）参

照。 
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その他の設立手続は、支店および駐在員事務所とほぼ同じであるため、設

立の際の留意点については、上記支店の設立についての記載を参照されたい。 
 

3 撤退方法 
 

全保有資産の売却換価、負債の完済、全ての契約関係の終了、全従業員の

解雇、プロジェクトオフィス閉鎖日現在の財務諸表の作成、インド準備銀行

に対する残資金送金認可申請、残資金の本社への送金および銀行口座の閉鎖、

会社登記局への閉鎖通知等の手続が必要となる。また、プロジェクトオフィ

スの設立に際して認可を取得した関係当局から、プロジェクトオフィス閉鎖

についての認可を取得する必要もある。 
プロジェクトオフィスは、プロジェクト終了後はインドから撤退すること

が予定されていることから、通常は撤退にはそれほど困難は伴わない。もっ

とも、プロジェクトが中途で頓挫した場合や、紛争が生じている場合には、

撤退が困難となった事例もあるようである。 
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第 2 章 会社 

 

第 1 節 会社の特徴および種類 

 
第 1 会社の特徴 

 
合弁会社を含む現地法人（＝会社）は、その定款の範囲内の事業を営むこと

ができ、それ以外に活動内容が制約されることはない。この点が、活動内容が

制限されている支店、駐在員事務所およびプロジェクト事務所と、会社との

大の相違にして利点である。 
外国投資家は、インド外国為替管理法上の外国直接投資規制に従うことを前

提として、現地法人（会社）の持分（株式）を取得することができる。また、

現地法人（＝会社）は、唯一出資持分の概念のある事業体であることから（支

店や駐在員事務所は外国会社の一部であるとみなされ、したがって 100％外国資

本であるとみなされる。）、インド外資規制上、自動承認または当局の事前承認

による出資上限が 100％を下回る業種については、唯一選択できる事業体となる。 
現地法人（＝会社）は、その活動に必要な経費を親会社からの出資または自

らの事業活動による利益によって賄うことができるほか、独自に借り入れを行

うこともできる。現地法人（＝会社）が得た利益は、利益配当の形で、インド

外資規制関連法令等の手続に従って、原則として自由に親会社に還元すること

ができる。 
また、前述のとおり、現地法人（＝会社）はインドの不動産を取得すること

が認められている。さらに、税務上、現地法人（＝会社）はインドの内国資本

によるインド内国会社と同一に扱われるため、現地法人（＝会社）の所得に係

る実効税率は 33.99%となる（支店、駐在員事務所およびプロジェクトオフィス

は外国会社の一部として扱われるため、その所得に係る実効税率は 42.23％とな

る。）。 
 
第 2 会社の種類 

 
1 有限責任会社と無限責任会社 

 
  インド会社法上、会社には、有限責任会社（limited company）、保証付有限

会社（company limited by guarantee）および無限責任会社（unlimited company）
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の 3 種類がある。 
有限責任会社とは、出資者（株主）がその出資の限度で責任を負う会社を

いう。 も一般的なタイプの会社であり、日本法上の株式会社に相当する。

なお、下記 2 で述べるとおり、有限責任会社は非公開会社であっても 10 万ル

ピー以上の資本金を有することが必要とされているため、有限責任会社は必

ず資本金を有している。 
保証付有限会社とは、原則として会社は有限責任であり、株主は出資の限

度で責任を負うが、会社が清算、解散するに至った場合、株主があらかじめ

定められた金額を上限として会社の債務に対して責任を負う会社をいう。保

証付有限会社において、債権者が株主に直接責任を追及できるのは会社が清

算、解散した場合に限られており、また、株主が責任を負う金額は、あらか

じめ定款により定められている（したがって無限責任というわけではない。）。

さらに保証付有限会社については資本金を持つものと持たないものとに分け

られる。保証付有限会社における資本金の有無は、会社が清算、解散に至っ

た場合に、債権者への引き当て資産としての会社の資本金を有するか否かの

相違となる。 
無限責任会社とは、その社員（出資主）が、会社の債務につき、会社債権

者に対して会社とともに無限連帯責任を負う会社であり、日本法における合

名会社に相当する。保証付株式会社との主な相違は、会社が清算、解散に至

っていなくとも社員に対して責任追及できること、社員が責任を負う金額に

制限がないことなどである。 
日本企業がインドに現地法人を設立する場合には、日本法上の株式会社に

相当する有限責任会社（limited company）が選択されることが通常であるため、

以下では会社の種類が有限責任会社であることを前提として解説を行う。 
 

2 公開会社と非公開会社 
 
  (1) 公開会社と非公開会社の区別 

 
インド会社法上、有限責任会社は、その資本金額や定款規定により、公

開会社（public company）と非公開会社（private company）とに区別される。

これらは、日本の会社法上の公開会社（日本の会社法 2 条 5 号）および公

開会社でない会社（いわゆる非公開会社）11の区別に近い。すなわち、前者

は一定の資本金を有するとともに、株式譲渡が自由とされている会社であ

                                                 
11 日本の会社法上、非公開会社についての定義は存在せず、公開会社の定義に該当しない会社

が非公開会社と呼ばれている。 
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り、後者は株式譲渡が定款上制限されている会社である。 
公開会社と非公開会社では、株主や取締役の 低必要人数が異なるほか、

非公開会社には、公開会社に適用される多くの手続規定、コンプライアン

ス規定の適用が免除されるという相違がある。たとえば、第三者に対する

新株発行は、公開会社では原則として株主総会特別決議が必要とされてい

るのに対し、非公開会社では取締役会決議のみで行うことができる（81 条

3 項(a)）。 
その他、非公開会社については、各種行為についてのインド中央政府の

事前承認取得義務の免除、役員報酬の上限規定の免除、他の企業への貸付

や他の企業の株式の購入規制の免除等、多くのコンプライアンス規定が免

除されている。詳細は、別紙 1を参照されたい。 

公開会社と非公開会社の区別について、具体的には、まず①資本金が 10
万ルピー（1 ルピー＝約 2.7 円（2008 年 5 月現在））以上で、かつ②附属定

款（Articles of Association）12に次の全ての規定がある会社が、非公開会社に

該当する（3 条 1 項(iii)）。 
(i) 株式譲渡の制限 
(ii) 株主数の上限を 50 人以下（ただし、会社の経営者兼株主はこの人数に

含まない）に制限 
(iii)株式および社債の公募発行の禁止 
(iv) 株主、取締役またはそれらの親族以外の個人からの借入れの禁止 

 
上記非公開会社となるための①の要件について、資本金 10 万ルピー未満

での有限責任会社の設立は認められていないため、実質的には非公開会社

の要件は②のみであるといえる。 
一方、①資本金が 50 万ルピー以上で、かつ②非公開会社に該当しないか、

または「非公開会社でない会社の子会社である非公開会社」（下記(2)参照）

に該当する会社は、公開会社となる（3 条 1 項(iv)）。公開会社の要件①につ

いて、資本金 50 万ルピー未満の公開会社の設立は認められておらず、言い

換えれば資本金 50 万ルピー未満の会社は全て非公開会社の要件をみたして

いなければならない。 
会社を非公開会社として設立するか公開会社として設立するかは、原則

として会社を設立する発起人（promoter）の意思に委ねられているが、銀行、

保険会社等、いわゆる業法規制を受ける業種については、公開会社として

                                                 
12 インド会社法上、定款には、基本定款（Memorandum of Association）と附属定款（Articles of 
Association）の 2 種類がある。前者は会社の商号や所在地、事業目的といった基本的事項につい

て定める定款であり、後者は会社の運営に関する具体的規定を定めた定款である。 
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の設立が義務付けられることもある。 
なお、非公開会社の商号には、原則として「Private Limited」という文言

を入れる必要があり、公開会社の商号には「Limited」という文言を入れる

必要がある（13 条 1 項(a)）。そのため、インドにおいて設立された会社が非

公開会社か公開会社かは、通常は商号を見るだけで区別することができる。 
 

(2) 非公開会社でない会社の子会社（みなし公開会社） 
 
インド会社法特有の概念として、「非公開会社でない会社の子会社である

非公開会社（a private company which is a subsidiary of a company which is not a 
private company）」があり、これに該当する場合、当該会社が上記 1 で述べ

た非公開会社の要件をみたしていたとしても、公開会社として扱われるこ

ととなる（3 条 1 項(iv)(c)）。 
本規定の適用において、親会社となる会社がインド国外の会社であって、

当該親会社がインドで設立されたと仮定した場合に公開会社に該当する場

合には、当該親会社は「非公開会社でない会社」に該当することになると

される（4 条 7 項）。日本の会社法上は、いわゆる非公開会社（日本法上の

非公開会社）といえども、定款の明文規定で株主数を制限したり、株式等

の公募発行を禁止したりはしていないのが通常である。また、日本の会社

法上 低資本金規制は撤廃されているものの、インドへの進出を企図する

程度の規模を有する会社は 50 万ルピー以上の資本金を有しているのが通常

である。そのため、ほとんど全ての日本企業はインド会社法上「非公開会

社でない会社」に該当すると考えられる。そうすると、日本企業がインド

に設立した子会社現地法人は、単体で非公開会社の要件をみたしていたと

しても、全て「非公開会社でない会社の子会社である非公開会社」に該当

し、したがって公開会社として扱われることになりそうである。 
もっとも、上記扱いには例外があり、「非公開会社でない会社の子会社で

ある非公開会社」の株式が、100％単独13または複数の外国会社（a body 
corporate incorporated outside India）により保有されていれば、当該会社は非

公開会社として扱われることとなる（4 条 7 項但書。なお、「非公開会社で
                                                 
13 インド会社法上、非公開会社の 低株主数は 2 人以上と定められているため（公開会社につ

いては 7 人以上）（12 条 1 項）、日本企業を含む外国会社は、形式的には非公開会社の単独株主

となることはできない。もっとも、4 条 7 項にいう「単独（alone）」は、実質的保有の観点から

の文言であると解されており、インド会社法上特有の制度である名目的株主（nominal 
shareholder）（ある株主が、会社に対し、他の第三者（必ずしも株主である必要はない）に会社

から利益を受ける権利（beneficial interest）を与えることを宣言した場合に、当該株主を指す概

念。）（187C 条）を利用することにより、外国会社が実質的な 100％株主となっている場合には、

4 条 7 項の例外規定は適用されるとの見解が有力である（ケーススタディ 1、Q3 参照）。 
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ない会社の子会社」が単体で公開会社の要件をみたしている場合、当該会

社は公開会社となることは勿論である。）。 
そのため、日本企業が合弁会社ではなく単独で現地法人を設立する場合、

当該現地法人が非公開会社の要件をみたしていれば、当該現地法人は非公

開会社として扱われる。また、複数の外国会社株主の合計が 100％となる場

合でも上記例外規定は適用されるため、例えば日本企業（親会社）本体に

よる株式保有割合を 8 割とし、その 100％外国子会社（インド以外の国に設

立された子会社）による株式保有割合を 2 割とすることによっても、上記

例外規定の適用を受けることができる。 
一方、日本企業がインド内国会社と合弁会社を設立する場合など、外国

会社による株式の保有割合が 100％とならない場合には、上記例外規定の適

用を受けることはできない。ただし、インド会社法上、「子会社（subsidiary）」
は、原則として「会社の過半数（more than half）の株式が単独株主（親会社）

に保有されている会社」と定義されているため（4 条 1 項(b)）14、合弁会社

において、インド内国会社側の出資割合が過半数を超えている場合、そも

そも当該会社は日本企業の「子会社」には該当しないことになる。そのた

め、たとえば日本企業が 4 割出資、インド内国会社が 6 割を出資するよう

な合弁会社の場合、当該合弁相手のインド内国会社が公開会社でない限り、

当該会社は「非公開会社でない会社の子会社」には該当しないことになる。

日本：インドの出資割合が 50：50 の場合や、3 社以上で合弁会社を設立す

る際に過半数を保有する株主がいない場合も、基本的に同様である。これ

                                                 
14 4 条 1 項は、本文で述べた「会社の過半数の株式が単独株主（親会社）に保有されている会社」

（同項(b)）のほか、「他の者から取締役会の構成をコントロールされうる会社」（同項(a)）、「子

会社の子会社」（同項(c)）についても、「子会社」として定義している。そのため、株式保有ベ

ースで見た場合には、株式の過半数を保有されておらず「子会社」には該当しない会社であって

も、4 条 1 項(a)に基づいて、取締役会構成コントロールベースにより「子会社」に該当するとみ

なされる場合（取締役選任についての株主間契約が存在する場合など）もありうることに注意が

必要である。なお、4 条 1 項(c)の定義から、たとえば、日本の会社（A 社）が、日本国内にイン

ド会社法上の非公開会社の要件をみたす子会社（B 社）を設立し（株式保有目的の SPC として、

定款にインド会社法の非公開会社の要件をみたす文言を記載した上で設立する）、その子会社と

してインドに会社（C 社）を設立したとしても、C 社は A 社の直接の「子会社」となるため、

この方法で 4 条 7 項の規制を回避することはできない。また、たとえば、日本の会社（X 社）が

40％、その香港の子会社（Y 社）が 30％、インドの会社（Z 社）が 30％という出資割合で、イ

ンドに合弁会社を設立する場合、株式保有ベースでいえば当該合弁会社はどの会社の子会社にも

あたらないが、このような場合 X 社は Y 社と併せて合弁会社の取締役会の構成をコントロール

することができると解されるため（4 条 2 項）、4 条 1 項(a)により、当該合弁会社は X 社の子会

社に該当する。なお、このようにある外国会社とその子会社が同じインド会社の株式を持ってい

る場合、親会社の子会社に対する支配力に鑑み、子会社の持分は親会社の持分に合算され、4 条

1 項(c)によっても、「子会社の子会社」として、当該インド会社は当該外国会社の「子会社」に

該当することになるとの解釈が一般的にとられているようである（もっとも、インド会社法上こ

のような解釈を取ることについての明文規定があるわけではない）。 
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らの場合、当該会社自身が公開会社の要件をみたす場合でない限りは、非

公開会社に該当することになる。 
上述のとおり、インド会社法上公開会社と非公開会社では全く異なる規

制が課せられるにもかかわらず、上記見たとおり、特に合弁会社を設立す

る場合、当該合弁会社が公開会社（「非公開会社でない会社の子会社である

非公開会社」）にあたるか非公開会社にあたるかの区別は複雑となっている。

そのため、インドに現地法人、合弁会社を設立する場合には、設立する会

社が公開会社にあたるか非公開会社にあたるかにつき、特に注意を払う必

要がある。 
なお、公開会社として設立されるべき会社を非公開会社として設立し、

非公開会社の規制に従って会社を運営している場合、インド会社法の各種

条文に基づいて罰則規定が適用される可能性がある。また、許認可業種の

場合、場合によっては許認可が取り消される可能性もある。そのため、そ

のような会社については、速やかに非公開会社から公開会社への組織変更

を行う等の対応が必要となると考えられる。 
 
［ケーススタディ 1］ 
 

Q1 インド国内に設立されたインド内国会社が、日本企業の 100％子会社である場合、

当該インド内国会社は公開会社となるか。 
 

A1 当該インド内国会社が、単体で公開会社の要件をみたしていれば、公開会社とな

る。当該インド内国会社が、単体で非公開会社の要件をみたしている場合には、4
条 7 項但書により、同条項本文のみなし公開会社規定が適用されなくなり、非公開

会社となる。 
 

Q2 インド国内に設立されたインド内国会社が、その株式を日本企業に 70％、当該日

本企業の海外子会社に 30％それぞれ保有されている場合、当該インド内国会社は

公開会社となるか。 
 

A2 当該インド内国会社が、単体で公開会社の要件をみたしていれば、公開会社とな

る。当該インド内国会社が、単体で非公開会社の要件をみたしている場合には、複

数の外国会社株主により 100％株式が保有されていることから、4 条 7 項但書によ

り、同条項本文のみなし公開会社規定は適用されなくなり、非公開会社となる。 
 

Q3 インド会社法上、非公開会社の 低株主数は 2 人以上と定められており、また公
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開会社の 低株主数は 7 人以上と定められているため（12 条 1 項）、日本企業は、

形式的には非公開会社の単独株主となることはできない（すなわち、形式的に 100％
子会社となるということは、インド会社法上ありえない）。このことを前提として、

単体で非公開会社の要件をみたしているインド内国会社について、その株式合計

10,000 株のうち、9,999 株を日本企業が、残り 1 株を個人株主（現地駐在員など）

が保有した場合、当該インド内国会社は公開会社、非公開会社のいずれとして扱わ

れるか。 
 

A3 設問のような場合に、インド内国会社が公開会社、非公開会社のいずれとして扱

われるかについては見解が分かれている。 
インドにおける著名な会社法の逐条解説書である、「Guide to the Companies Act」

(Sixteenth Edition 2004 (2008 年 5 月現在、 も新しい版))（A. Ramaiya 著、Wadhwa and 
Company Nagpur発行）の Part1の 126頁では、たとえ 1株であっても外国会社（a body 
corporate incorporated outside India）以外の者が株式を保有した場合、当該インド内

国会社については、4 条 7 項但書の例外規定は適用されず、したがって公開会社と

なるとの見解が示されている。この見解に従えば、設問のような個人あるいは外国

会社以外の会社（＝他のインド内国会社）に 1 株でも株式を保有されたインド内国

会社は、4 条 7 項本文に従って公開会社となることになる。 
一方、設問のような場合には、個人株主は 低株主数の人数合わせのためだけに

株主となったことが明白であり、実質的には日本企業（すなわち外国会社）が 100％
株主であることが明らかであること、また 4 条 7 項は、1960 年の改正の際に新設

されたものであるが、その際の新設に至る議論の経緯を踏まえて、このような場合

には当該内国会社には 4 条 7 項但書が適用されるとする見解も有力である。 
前者の見解は、条文の文言に忠実な解釈であるといえ、後者の見解は、実質面を

重視した見解であるといえる。実務家の間では、実質面の重視および実務上の便宜

から、後者の見解を支持する者が多数である。 
そのため、実務上は、設問のようなケースであっても、後者の見解に基づいて非

公開会社として設立、運営されることが多い。また、筆者の知る限り、設問のよう

なケースにおいて、会社が非公開会社として設立されたことが問題視されたり、会

社設立登記が拒否されたりした事例はないようである。 
現時点では、この点についての当局による明確な解釈指針や判例は存在しておら

ず、解釈は確立していない。もっとも、実際に、設問のようなケースにおいて、後

者の解釈に従って非公開会社として設立された外国会社の子会社が多数にのぼっ

ており、いずれも問題なく会社設立登記できていることからすれば、今後も後者の

解釈に基づいて会社を非公開会社として設立することが、会社登記局その他の当局

により違法とみなされるリスクは低いものと考えられる。 
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なお、当局により違法とみなされるリスクをさらに軽減する方法として、設問の

ようなケースにおいて、1 株保有する個人株主を、9999 株保有する日本企業のため

の名目的株主（nominal shareholder）とするとの方法が考えられる。本章の第 3 節、

第 1、2、(2)で詳述するとおり、名目的株主とは、他の第三者（必ずしも株主であ

る必要はない）に対して会社から利益を受ける権利（beneficial interest）を与えた株

主をいう。設問のようなケースで、個人株主が日本企業のために名目的株主となっ

た場合、「実質的には日本企業が 100％株主である」ということがさらに明確とな

り、4 条 7 項但書が適用されるとの解釈をとる根拠が補強されるためである。 
脚注 13 も参照されたい。 

 
Q4 インド国内に設立されたインド内国会社（A 社）が、その株式を日本企業に 60％、

他のインド内国会社（B 社）に 40％それぞれ保有されている場合、A 社は公開会社

となるか。 
 

A4 A 社は、単体で公開会社の要件をみたしている場合はもちろん、単体で非公開会

社の要件をみたしていたとしても、公開会社となる。 
設問の場合、A 社は、日本企業（日本の会社は、インド会社法上公開会社となる）

の子会社となり、さらに 100％子会社ではないことから、4 条 7 項本文のみが適用

されるためである。 
 

Q5 インド国内に合弁会社として設立されたインド内国会社（A 社）が、その株式を

他のインド内国会社（B 社）に 80％、日本企業に 20％それぞれ保有されている場

合、A 社は公開会社となるか。 
 

A5 A 社が、単体で公開会社の要件をみたしていれば、公開会社となる。 
A 社が、単体で非公開会社の要件をみたしている場合には、B 社が公開会社であ

る場合には公開会社に、非公開会社である場合には非公開会社になる。 
   設問の場合、A 社は B 社の子会社となり、A 社が公開会社であれば、4 条 7 項本

文により、B 社も公開会社となるためである。 
 
Q6 インド国内に合弁会社として設立されたインド内国会社（A 社）が、その株式を

日本企業に 50％、他のインド内国会社（B 社）に 50％それぞれ保有されている場

合、A 社は公開会社となるか。 

 
A6 A 社が、単体で公開会社の要件をみたしていれば、公開会社となる。 

A 社が、単体で非公開会社の要件をみたしている場合には、A 社は原則として非
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公開会社になる。 
   インド会社法上、「子会社（subsidiary）」とは、「会社の過半数（more than half）

の株式が単独株主（親会社）に保有されている会社」と定義されているが（4 条 1
項）、50％は「過半数」ではないため、設問の場合、A 社は日本企業の子会社にも

B 社の子会社にもならないためである。ただし、脚注 14 で述べたとおり、4 条 1
項は、子会社について、上記の定義のほか、「他の者から取締役会の構成をコント

ロールされうる会社」（同項(a)）という定義も与えているため、この定義の観点か

ら、いずれかの「子会社」にあたるとみなされ、かつその「親会社」となる会社が

公開会社である場合には、公開会社になる可能性もある。 
 
Q7 インド国内に合弁会社として設立されたインド内国会社（A 社）が、その株式を

日本企業（B 社）に 30％、もう 1 社の日本企業（C 社。B 社とは資本関係なし）に

20％、他のインド内国会社（D 社）に 15％、もう 1 社のインド内国会社（E 社。D
社と資本関係なし）に 35％、それぞれ保有されている場合、A 社は公開会社とな

るか。 

 
A7  A 社が、単体で公開会社の要件をみたしていれば、公開会社となる。 

A 社が、単体で非公開会社の要件をみたしている場合には、A 社は原則として非

公開会社になる。 
上記 A6 で述べたとおり、インド会社法上、「子会社（subsidiary）」とは、「会社

の過半数（more than half）の株式が単独株主（親会社）に保有されている会社」と

定義されているところ（4 条 1 項）、設問のケースでは、A 社は B から E 社のいず

れの「子会社」にも該当しないためである。 
なお、「他の者から取締役会の構成をコントロールされうる会社」（4 条 1 項(a)）

という定義の観点から、いずれかの「子会社」にあたるとみなされ、かつその「親

会社」となる会社が公開会社である場合には、公開会社になる可能性もあることは

同様である。 
 

Q8 インド国内に設立されたインド内国会社（A 社）が、その株式を日本企業（B 社）

に 40％、その海外子会社であるシンガポールの会社（C 社）に 30％、他のインド

内国会社（D 社）に 30％、それぞれ保有されている場合、A 社は公開会社となる

か。 

 
A8  A 社が、単体で公開会社の要件をみたしていれば、公開会社となる。 

さらに、このような場合、A 社は単体で非公開会社の要件をみたしていたとして

も、公開会社となる。 
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上記 A6 および脚注 14 で述べたとおり、4 条 1 項は、子会社について、株式過半

数保有による定義のほか、「他の者から取締役会の構成をコントロールされうる会

社」（同項(a)）という定義も与えている。一般的に、親会社は子会社を支配するこ

とができると考えられることから、設問のケースでは、B 社は実質的には C 社の意

向を支配することができ、したがって A 社の取締役の構成をコントロールできる

と考えられるためである。 
なお、インド会社法上明文はないものの、このように、ある外国会社とその子会

社が、１つのインド内国会社の株式を保有している場合、形式的にもその子会社の

持分は親会社の持分に合算されるとの解釈が一般に取られているようである。した

がって、設問のケースでは、4 条 1 項(c)の「子会社の子会社」という定義によって

も、A 社は B 社の子会社となり、したがって「非公開会社でない会社の子会社」と

して公開会社となると考えられる。 
 

 
第 3 会社設立の方法および手続 

 
1 概要 
 
日本企業がインドに現地法人（＝会社）を設置する場合、自ら会社を設立

する方法のほか、既存のインド内国会社の株式を取得する方法がある。 
いずれの方法を採る場合であっても、外資規制による投資上限は同じであ

るが、外国資本（インド非居住者）がインド居住者から既存のインド内国会

社の株式を取得する場合、取得価額についての規制その他株式譲渡取引に関

する別途の規制が課される15。また、当該既存インド内国会社が上場会社であ

る場合、当該株式の取得には、1992 年インド証券取引委員会法（Securities and 
Exchange Board of India Act, 1992（SEBI Act））16およびその下位法令である 1997
年株式の大量取得および公開買付けに関する規制（Securities and Exchange 
Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 1997）

                                                 
15 インド非居住者がインド居住者から既存のインド内国会社の株式を取得するにあたっては、

①上場株式の場合には、支配的な市場価格（現在の市場価格）を上回る価額で、②非上場株式の

場合には、資本発行監査局（Controller of Capital Issues）が発行するガイドラインに従い勅許会

計士が決定する株式の公正な評価額で、それぞれ取引されなければならない。なお、日本企業が

他の日本企業その他の外国企業から、インド内国会社の株式を取得する場合など、いわゆる「外

－外」の取引となる場合には、これらの規制は課されず、当事者は自由に譲渡価格を合意するこ

とができる。 
16 法律の名称から「インド証券取引委員会」という組織のみに関する法律であるかのように読

めるが、その内容は証券取引全般を規制するものであり、日本の金融商品取引法（旧証券取引法）

と同様の機能を有している。 
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による公開買付け規制が課せられる場合がある17。 
以下では、自ら会社を設立する場合を念頭に置いて、会社設立手続につい

て解説を行う。なお、会社設立の具体的な手順については、非公開会社の設

立モデル手順として別紙 2 にまとめたので、参照されたい。 
 

2 会社設立手続 
 
  (1) 電子署名認証（Digital Signiture Certificate (DSC)）の取得 
 

2008 年 5 月現在、会社設立手続は、取締役識別番号取得の本申請（本 DIN
の取得。下記(2)参照）の場合を除き、ほぼ全てインド企業省のウェブサイ

トを通じたオンライン手続で行われる。 
オンライン手続においては、仮の取締役識別番号（仮 DIN。同じく下記(2)

参照）の取得申請を除き、設立申請の全てのステップにおいて、取締役と

なる者（発起人）の電子署名を提出する申請書フォームに添付することが

必要とされるため、設立手続を開始するに先立って、電子署名の作成を行

い、電子署名認証（Digital Signiture Certificate (DSC)）を取得する必要があ

る。 
電子署名認証を取得する場合、電子署名の作成と認証登録を代行する専

門の登録請負業者（10 社程度）のいずれかに依頼する必要がある。登録請

負業者は、電子署名を作成し、それを当該署名者の署名として当局に認証

登録する。この電子署名の作成、認証登録は、日本の印鑑の作成、登録に

相当する手続きである。 
電子署名の作成と認証登録が完了した後、請負業者から CD ロム、メモリ

ースティックといった記録媒体に電子署名が記録されたものを受領する。

これをコンピュータに挿入し、オンライン申請の画面上の署名欄をクリッ

クすると、署名の選択画面が出るので、自己の署名を選択すると、オンラ

イン上の署名欄に電子署名が貼付される。 

                                                 
17 同規制上、インドの証券取引所に上場されている会社の株式を、市場外（いわゆる相対取引）

で取得する場合で、以下の要件を満たす場合には、公開買付け規制が課される。なお、公開買付

け規制は、株式取得者がインド居住者であると非居住者であるとを問わず適用される。 
①（共同保有者と併せて）上場会社の 15％以上の株式を市場外で取得しようとする場合（取得

後の共同保有者を併せた持分が 15%以上となる場合という趣旨。したがって、たとえば 13%保

有している者が 3％だけ取得しようとする場合も、公開買付け規制が課される。） 
②（共同保有者と併せて）上場会社の 15％以上 55％以下の株式を保有している者が、さらに 5％
を超える株式を市場外で取得しようとする場合 
③（共同保有者と併せて）上場会社の 55％を超える株式を保有している者が、株式数を問わず

さらに株式を取得しようとする場合 
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(2) 取締役識別番号（Director Identification Number (DIN)）の取得 

 
   インド企業省（Ministry of Company Affairs (MCA)）の方針により、2006

年以降設立されるインド内国会社については、その設立手続において作成

される各種書類に、新会社の取締役となる者の取締役識別番号（Director 
Identification Number (DIN)）を記載することが求められている。 

   取締役識別番号とは、インド企業省およびその下位機関である会社登記

局（Registrar of Company）18が、会社の取締役を番号によって識別するため

に、各取締役個人に対して付与する番号である。会社ではなく個人として

の取締役に付与される番号であるため、1 人が数社の取締役を兼任している

場合であっても、当該取締役に対して与えられる取締役識別番号は 1 つの

みである。 
取締役識別番号の取得申請は、設立しようとする会社の所在地を管轄す

る会社登記局に対し、インド企業省のウェブサイトを通じたオンライン申

請（仮 DIN 申請）およびその後の書類申請（本 DIN 申請）により行う。 
取締役識別番号の申請にあたっては、パスポートのコピーその他の身元

証明書の提出が必要とされており、これにより、インド企業省において各

会社の取締役の身元確認が容易に行われる。また、取締役識別番号は、取

締役の兼任状況等を把握するためのシステムとしても機能しており、これ

により、たとえば 1 人の取締役が同時に 15 社を超える公開会社の取締役を

兼ねることを禁止する規制（275 条。第 3 節、第 2、1、(3)参照）の実質的

なチェックを、取締役識別番号を通じて行うことが可能となる。 
   上述のとおり、取締役識別番号は取締役個人に対して与えられる番号で

あるため、ある会社の設立以前に既に別会社の取締役となったことがある

者など、既に取締役識別番号を取得している者を新会社の取締役にする場

合、新たに取締役識別番号を取得する必要はない。一方、会社設立時点で

取締役識別番号を取得していない者を新会社の取締役にする場合、会社設

立に先立って取締役識別番号を取得することが必要となる。 
   新会社の取締役になろうとする者で、取締役識別番号を未取得である者

は、新会社を設立しようとする州の会社登記局に対して、取締役識別番号

の取得を申請する必要がある。取締役識別番号の取得にあたっては、下記(3)
および(5)で述べる会社の登記申請と同様、2 段階で申請を行う必要があり、

                                                 
18 インド企業省（Ministry of Corporate Affairs ）の下位機関であり、会社の登記事務を管轄する。

会社を設立する場合、その州、地域を管轄する会社登記局に対して、取締役識別番号の取得、商

号承認および会社登記の申請を、それぞれ行う必要がある。 
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初にインターネットを通じてオンラインで仮申請を行い、仮申請後 60 日

以内に、書類提出形式にて本申請を行う必要がある。 
別紙 2 に、非公開会社の設立方法の一環として、取締役識別番号の具体

的な取得手順についてもまとめているので、参照されたい。 
 

(3) 商号承認申請 
 

取締役識別番号取得後、会社自体の設立登記申請に先立って、会社登記

局に対して商号承認申請を行う必要がある。申請は、インド企業省のウェ

ブサイトを通じたオンライン申請により行われる。 
日本の旧商法下において行われていた法務局に対する類似商号の存否の

照会は登記拒絶防止のための事実上の行為であったのに対し、上記商号承

認申請は、インド会社法上の正式な手続である点に特色がある。 
登記しようとする商号名が、国内、国外を問わず、既存の会社に類似し

ている場合には、当該会社から商号の使用につき異議がない旨のレター（No 
Objection Letter）を取得し、提出する必要がある。この規制は、新会社の親

会社となろうとする会社に対しても適用されるため、親会社の商号と似た

名称を新会社の商号とする場合、あらかじめ親会社から類似商号使用につ

いての No Objection Letter を取得しておく必要があることに注意が必要であ

る。 
商号承認申請は、設立しようとする会社の所在地を管轄する会社登記局

に対し、インド企業省のウェブサイトを通じて、オンラインで 1956 年一般

規則およびフォームの Form 1-A（商号承認の申請書）を提出することによ

り行う。 
Form 1-A には、設立しようとする会社について、以下の各事項を記載す

る必要がある。 
①申請者および発起人（Promoter。会社設立後に株主となる者）の氏名、職

業および住所 
②商号を登録する州名および当該州の会社登記局の名称 
③公開会社、非公開会社の別 
④商号を希望する順に 3 つ記載。希望商号が 1 つの場合、1 つ記載すれば足

りる 
⑤事業目的 
⑥商号と会社の主たる事業目的が一致していることの確認 
⑦政府系機関か否かの確認 
⑧取締役の詳細（DIN、氏名、父親の氏名、現住所、本籍地、国籍、職業）。
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公開会社の場合、 低取締役 2 人分について記載が必要となる。 
⑨授権資本額 
 
また、このほか、添付書類として、 

①設立を法律事務所、コンサルティング事務所、会計事務所等に依頼した

場合、当該事務所に対する委任状 
②申請手数料の支払領収書（Challan）。なお、この支払領収書記載の番号

（SRN）は、後の会社設立登記申請の際に必要となる。 
③商号名が、国内、国外を問わず、既存の会社に類似している場合には、

当該会社からの商号の使用につき異議がない旨のレター（No Objection 
Letter） 
をオンラインで提出する（①および③については PDF ファイルにして添

付し、②については SRN で支払い確認が行われる。）必要がある。 
 
上記のうち、③については商号承認申請しようとする者の本国の公証人

役場またはインド大使館での認証が必要となる。 
書類に不備がなければ、通常申請から 1、2 週間程度で、会社登記局から

希望する商号を承認するかどうかについての通知が、メールおよび書面で

行われる。 
希望する商号が承認されるかどうかは、同分野での類似商号の有無のほ

か、親会社がある場合には親子関係が反映されるような名称か、会社の事

業内容を的確に反映する名称かなどが総合的に考慮された上で決定される。

もっとも、実際にどの程度の内容の名称であれば承認が受けられるかは、

相当程度各地域の会社登記局の傾向や担当官の裁量によって左右されるた

め、明確な基準はない。そのため、希望する商号が通らない可能性もある

ことに留意する必要がある。 
別紙 2 に、非公開会社の設立方法の一環として、商号承認申請の具体的

な取得手順についてもまとめているので、参照されたい。 
 
  (4) 基本定款（Memorandum of Association）および附属定款（Articles of 

Association）の作成 
 
   ア 定款の種類と定款自治 
    

商号が承認された段階で、または商号承認申請と並行して、会社は基

本定款（Memorandum of Association）および附属定款（Articles of 
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Association）を作成する必要がある。これら両定款は、商号承認後の会社

設立登記申請の際の添付書類となるためである。 
    日本の会社法上では定款は 1 つであるのに対し、インド会社法は定款

をその役割に応じて基本定款と附属定款の 2 つに分けている。基本定款

は会社の商号や事業目的、種類といった基本的な事項について規定し、

附属定款は会社の運営や株主の権利に関する事項を規定している。 
    附属定款においては、インド会社法の強行規定やインドの公序良俗に

反しない限度において定款自治が認められており、附属定款を変更する

ことにより、比較的自由に会社の制度設計を行うことが可能である。 
    日本企業がインド側企業とともに合弁会社を設立する場合、合弁契約

書または株主契約書を締結し、会社の運営について一定の合意を行うこ

とが通常であるが（株主総会決議事項とすべき事項や取締役会決議事項

とすべき事項の定め、取締役の人数、定足数の定めなど）、これらは附属

定款に規定されなければ、当事者の契約上の義務としての有効性はとも

かく、組織法としてのインド会社法のもとでは効力を認められない。そ

のため、合弁会社を設立する場合、合弁契約上で合意した会社組織運営

上の事項については、必ず附属定款に反映させるべきである19。 
    同様に、完全子会社（現地法人）を設立する場合において、下記ウで

述べる標準附属定款の内容と異なる組織運営を行いたい場合、必ず附属

定款の該当部分の規定を変更する必要がある。さらに、既存のインド内

国会社の株式を取得した場合で、取締役等を送り込むなど会社の運営に

一定程度関わることになった場合、通常、株式譲渡契約とともに、定款

変更案についても合意するとの対応が必要となる。 
 
 イ 定款記載事項 
 

有限責任会社（本節の第 2、1 参照）の基本定款の記載事項は以下のと

おりである。 
①商号（原則として公開会会社の場合は 後に「Limited」と記載し、非

公開会社の場合は 後に「Private Limited」と記載する） 
                                                 
19 一般的には、合弁契約が事実上の合意に至った後、それを元に基本定款および附属定款を作

成し、これらを合弁契約に添付して、合弁契約を締結するという手順が取られることが多い。な

お、合弁契約内容を附属定款に反映させる方法として、合弁契約自体を附属定款に添付して会社

登記局に提出するとの方法が採用されることがある。もっとも、インドにおいて、附属定款は登

記事項として一般に公開されているため、この方法を採った場合、合弁契約の内容がすべて一般

に公開されてしまうという難点がある。そのため、一般には合弁契約の中から公開しても差し支

えない内容、および公開してでも拘束性を持たせる必要がある内容を抽出の上、附属定款に反映

させるとの手法がとられることが多い。 
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②登録住所の所在州名 
③事業目的 
④有限責任会社である旨 
⑤資本金及び総株式数 
⑥株式の当初引受人の氏名、住所、保有株式数等 

 
    一方、附属定款の記載事項は以下のとおりである。ただし、附属定款

については規定の詳細は会社によって異なるのが通常であるため、以下

に示した事項が必ずしも全ての附属定款に記載されているとは限らない。

以下の項目は、後述する標準附属定款の項目をピックアップしたもので

ある（条文番号は標準附属定款の条文番号）。 
①定義（Interpretation）…1 条 
②株式（Share Capital and Variation of Rights）…2 条～46 条 
③株主総会（General Meetings）…47 条～63 条 
④取締役会（Board of Directors）…64 条～81 条 
⑤執行役（秘書役）（Manager or Secretary）…82 条、83 条 
⑥社印（The Seal）…84 条 
⑦配当及び留保金（Dividends and Reserve）…85 条～94 条 
⑧計算（Accounts）…95 条～97 条 
⑨清算（Winding Up）…98 条 
⑩賠償（Indemnity）…99 条 

 
   ウ 標準附属定款 
 
    インド会社法は、別紙 1（Schedule 1）において、各種会社の基本定款

のモデルを提示している。 
Schedule1 には、A から E までの 5 つのサブ別紙（Table）20があり、こ

のうち Table A （Regulations for Management of a Company Limited by 
Shares）が有限責任会社の標準附属定款であり、Table B (Memorandum of 
Association of a Company Limited by Shares)は基本定款のモデルである。 
基本定款については、その内容（商号、事業目的等）的に「標準」と

いうことがありえないため、Table B はあくまでモデル書式にすぎない。 
一方、Table A については、インド会社法上、会社がその適用を一部ま

                                                 
20 C は資本金のない保証付株式会社の基本定款モデル及び標準附属定款、D は資本金のある保

証付株式会社の基本定款モデル及び標準附属定款、E は無限責任会社の基本定款モデル及び標準

附属定款である。会社の種類については本文第 2 章の第 2 節、第 2 参照。 
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たは全部排除することを明示した独自の定款を採用しない限り、会社の

附属定款として適用されることが規定されている（28 条）。すなわち、Table 
A は、デフォルトの附属定款であり、会社設立者あるいは株主により変

更されない限り、そのまま会社の附属定款として適用されることになる。

そのため、本稿では、Table A の附属定款モデルを、「標準附属定款」と呼

ぶこととする。 
本章の第 3 節の第 1 以下で述べるとおり、特に合弁会社を設立する場

合、標準附属定款をそのまま採用した場合には日本企業に不利になるこ

ともあるため、日本企業が株主としての権利を守るためには、標準附属

定款に手を加えた独自の定款を採用すべきことになる。もっとも、標準

附属定款の規定を取捨選択または修正することは、法令上の必要的記載

事項であるかどうかの判断、修正した場合の会社運営への影響等の点で、

高度な法律上の知識が必要となるため、各会社の実情に応じて現地の弁

護士等の専門家に相談することが強く推奨される。 
 

(5) 会社設立登記申請 
 

商号が承認され、かつ両定款も作成されている場合、続いて会社自体の

設立登記申請を行う。この申請も、インド企業省のウェブサイトを通じて

オンラインで行われる。 
   具体的には、商号承認から 6 ヶ月以内に、1956 年一般規則およびフォー

ムの①宣誓書フォーム（Form 1）、②登録住所フォーム（Form 18）および③

取締役情報フォーム（Form 32）に必要事項を記載の上、会社登記局（Registrar 
of Companies）に提出する必要がある。フォーム本体、添付書類ともに、印

紙税局（Stamp Office）にて印紙税支払いを行い、支払い証明としてスタン

プが押された書類を PDF 化して、オンラインにて提出を行う。 
①はインド会社法に従って会社を設立するという宣誓書である。設立し

ようとする会社の取締役になるべき者（当初株式の引受人。当初取締役21）

の中から、この宣誓を行う者がその氏名と住所を記載する。 
②は会社の登録住所を記載するフォームである。会社の所在地を管轄す

る警察署の名前を記載しなければならない点等に特色がある。 

                                                 
21 会社設立時の当初株式の引受人（＝発起人（promoter））のうち個人である者は、株主総会で

取締役が適式に選任されるまでは、取締役の地位にあるものとみなされる（当初取締役。第 254
条。本文第 2 章の第 3 節、第 2、1、(2)、イ参照）。会社成立後に定時株主総会または臨時株主総

会で取締役が選任されるまでは、この当初取締役が取締役としての業務を行う。そのため、実務

上は、会社設立後に取締役に就任することが予定されている者については、1 株株主あるいは名

目的株主として発起人に名を連ねるとの対応が取られることが多い。 
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③は当初取締役全員の氏名、住所、取締役識別番号等を記載するフォー

ムである。取締役の父親や配偶者の名前、国籍等も記載する必要がある。 
会社設立登記申請は、上記①から③までのフォームに必要事項を記載の

上、会社設立取締役会（発起人）決議議事録、基本定款、附属定款といっ

た添付書類とともに印紙税局にて印紙税支払いのスタンプを受け、インド

企業省のウェブサイトを通じてオンラインで会社登記局に提出することに

より行われる。 
なお、商号承認から 6 ヶ月以内に会社設立登記申請を行わなかった場合、

承認を受けた商号で会社を設立する権利を維持し続けるためには再申請と

登録費用が必要となる。 
別紙 2 に、非公開会社の設立方法の一環として、会社設立登記申請の具

体的な手順についてもまとめているので、参照されたい。 
 
 (6) 登録免許税の支払い 

 
上記(5)の会社設立登記申請（厳密には、会社設立登記申請のうち、附属

定款の登記）に際しては、日本と同じく登録免許税の支払いが必要となる。 
注意すべきは、税額の計算根拠となる数字は、資本金額（Paid-up capital）

ではなく授権資本額（Authorized capital）であるという点である。 
授権資本金額とは、増加できる資本金額の上限というインド会社法上の

概念であり、日本の会社法上の授権株式数に対応する。授権株式数は発行

する株式の数に着目しているのに対し、授権資本金額は（発行株式数を問

わず）増加しうる資本金の上限額に着目する概念である。 
インド会社法上は、資本金額のみならず、授権資本金額も登記事項とさ

れており、登録免許税はこの授権資本金額をベースに計算される。そのた

め、登記時点で資本金額が低くとも、授権資本金額が高ければ、授権資本

金額に合わせた登録免許税を支払わなければならない。 
授権資本額を変更するためには、会社登記局に変更の登記申請を行う必

要があり、これには一定程度手間と時間がかかる。そのため、将来の資本

金の増額を見据えた場合、授権資本額にはあらかじめある程度余裕をもた

せた方が良いが、あまりに多額にしてしまうと登録免許税の負担が重くな

ってしまうため、バランスをとることが必要となる。 
なお、会社設立時に授権株式数の 4 分の 1 以上の株式発行が要求される

日本の会社法上の規制（37 条 3 項）と異なり、インド会社法上は、授権資

本額に対する資本金の割合規制は設立時も設立後も存在しない。そのため、

授権資本額が、実際の資本金額の 100 倍となっているというようなアレン
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ジも可能ではある。もっとも、上述のとおり、登録免許税は、資本金額で

はなく授権資本額に対してかかるため、通常は授権資本額を資本金額に比

べて過大にするメリットはない。 
登録免許税の具体的な金額及び計算方法は、以下のとおりである。 

 ①10 万ルピーまで  
→4000 ルピー 
②10 万ルピー超 50 万ルピー以下 
→①に加えて、10 万ルピーを超える分につき、1 万ルピーにつき 300 イン

ドルピーが追加 
③50 万ルピー超 500 万ルピー以下 
→①と②により算出される額に加えて、50 万ルピーを超える分につき、1
万ルピーにつき 200 ルピーが追加 

④500 万ルピー超 1000 万ルピー以下 
→①から③により算出される額に加えて、500 万ルピーを超える分につき、

1 万ルピーにつき 100 ルピーが追加 
⑤1000 万ルピー超 
→①から④により算出される額に加えて、1000 万ルピーを超える分につき、

1 万ルピーにつき 50 ルピーが追加 
 
  （数字は全てルピー金額） 

授権資本額（Authorized capital） 附属定款登記にかかる登録免許税 

～100,000 4,000 

10,0001～500,000 10,000 毎に 300 

500,001～5,000,000 10,000 毎に 200 

5,000,001～10,000,000 10,000 毎に 100 

10,000,001～ 10,000 毎に 50 

 
 
［ケーススタディ 2］ 
 

Q1 授権資本金額を 150 万ルピーとする会社を設立する場合の、附属定款登記にかか

る登録免許税の金額はいくらか。 
 

A1 36,000 ルピー 
（4,000（①）＋12,000（②）＋20,000（③）＝36,000） 
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Q2 授権資本金額を 700 万ルピーとする会社を設立する場合の、附属定款登記にかか

る登録免許税の金額はいくらか。 
 

A2 126,000 ルピー 
（4,000（①）＋12,000（②）＋90,000（③）＋20,000（④）＝126,000） 

 

 
  (7) 登記完了と設立証明書の交付 
 

会社登記局による登記申請審査の結果、無事会社が登記された場合、会

社登記局から設立証明書（Certificate of Incorporation）が発行される。 
資本金の払い込みは、この設立証明書の発行後に可能となり、株式の当

初引受人はすみやかに資本金を払い込む必要がある。また、払い込みから 3
一定期間に、インド準備銀行に対して、資本金の払込みと株式発行に関す

る事後報告（インド外国為替管理法上の報告）を行う必要がある必要があ

る。具体的には、「Intimation Letter」と呼ばれる会社設立報告書およびフォ

ーム FCGPR と呼ばれるフォームを、インド準備銀行に対して提出する必要

がある。 
なお、設立会社が、インド外国為替管理法上、インド外国投資促進委員

会の事前承認が必要とされている業種を営む場合、事後届出だけでは足り

ず、会社設立に先立ってインド外国投資促進委員会の事前承認を得る必要

がある。また、インド外国投資促進委員会の事前承認が必要とされている

業種以外の業種を営む場合であっても、インドの現地法人を通じた会社設

立の場合、インド外国投資促進委員会の事前承認が必要となる（下記 3 参

照）。 
なお、非公開会社については資本金の払込みがなされた後すぐに業務を

開始することができるが、公開会社については上記設立証明書発行と資本

金の払込みに加えて、会社登記局から営業開始証明書（Certificate of 
Commencement of Business）の発行を受けるまでは業務を開始することがで

きない（149 条）。 
 
  (8) 税務番号の交付申請 
 

会社の設立後、速やかに税務当局に当該会社の税務番号の交付を申請す

る必要がある。税務番号には、その会社の基本税務番号である Permanent 
Account Number（PAN）、会社による支払いの際の源泉徴収を管理する Tax 
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Deduction Number(TDN）、会社からのサービス税の徴収を管理する Service 
Tax Number(STN)、同じく会社からの付加価値税の徴収を管理する Value 
Added Tax Number (VATN)などがある。 
現地法人（＝会社）に限らず、支店、駐在員事務所およびプロジェクト

オフィスを含む全ての事業拠点は基本税務番号を取得する必要があり、ま

た源泉徴収は事業拠点から第三者への支払いの際に生じるものであること

から、PAN および TDN は、どの事業拠点を選択したかにかかわらず取得が

必要となる。一方、STN や VATN 等は、事業活動に付随して発生する税金

の管理であることから、基本的に事業活動を行う現地法人または支店での

み取得が必要となる（ただし、プロジェクトの内容によっては、プロジェ

クトオフィスが STN や VATN 等を取得する必要がある場合もある）。 
 

3 特殊な設立形態 
 
  (1) 現物出資による設立 

 
インド会社法上、金銭ではなく物を出資する現物出資による会社設立も

認められている。そのため、たとえば土地、機械、技術ライセンス等を現

物出資して会社を設立することも可能である。現物出資による会社設立が

行われる場合、通常であれば資本金の払込みが行われる時点で、当該現物

の所有権が現地法人または合弁会社に移転する。 
ただし、外国会社が現物出資による会社設立を行う（すなわち、設立会

社により新規に発行される株式の対価として現金以外のものを支払う）場

合、現物が不相当な価格で評価されることを防止する趣旨から、営もうと

する事業の内容を問わず、常にインド準備銀行による事前承認が必要とな

る。 
 
  (2) インド現地法人（合弁会社）による会社（孫会社）設立
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外国会社によりインドに設立された現地法人または合弁会社が、インド

国内にさらにその子会社（外国会社から見た孫会社）を設立しようとする

場合、当該現地法人または合弁会社が持株会社（holding company）である

と事業会社（operating company）であるかを問わず、また事業会社である場

合には営もうとする事業の内容を問わず、常にインド外国投資促進委員会

による事前承認が必要となる。 
プレスノート 1999 年 9 号（プレスノートとは、インド政府により発行さ

れる通達をいう。脚注 52 参照）は、外国資本のインド内国持株会社（foreign 
owned Indian holding company）によるダウンストリームインベストメント

（downstream investment。外国会社がインド国内に設立した会社が、さらに

他のインド内国会社の株式を取得するなどの投資を行うこと）については、

全てインド外国投資促進委員会の事前承認が必要であると定めている。こ

のプレスノートによる直接の規制対象となっているのは、持株会社（holding 
company）であり、事業会社（operating compan）ではない。しかしながら、

2008 年 5 月現在、インド外国投資促進委員会は、プレスノート 1999 年 9 号

の文面にかかわらず、持株会社のみならず事業会社に対しても同じ規制を

適用するとの立場を取っている（これについて、明文のプレスノートやガ

イドラインは出されていない）。したがって、日本企業がインド国内に設立

した現地法人や合弁会社を通じて他のインド内国会社の株式を取得する場

合、当該現地法人または合弁会社が持株会社であると事業会社であるとを

問わず、また事業会社である場合には営もうとする事業の内容を問わず、

常にインド外国投資促進委員会による事前承認が必要となる。 
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第 2 節 株式 

 
第 1 株式の種類 

 
1 概要 

 
インド会社法上明文で規定されている株式の種類は、資本株式（equity share）

と優先株式（preference share）のみであり、その他の種類株式（たとえば、日

本の会社法上認められている種類株式である、取得条項付株式や取得請求権

付株式など）については特段の規定がない（85 条、86 条）。 
公開会社については、上記インド会社法上に明文規定のある資本株式と優

先株式のみが発行できることとされているため、発行できる株式の種類は上

記 2 種類のみに制限される。 
一方、非公開会社については、90 条 2 項が、上記発行できる株式の種類を

制限する規定を含む 85 条から 89 条までの非公開会社への適用を除外してい

ることから、定款に定めを設けることにより他の種類の株式を発行すること

も可能である。もっとも、実務上は、資本株式中のクラス株式（後述）また

は優先株式以外の種類株式が発行される事例はほとんど見られない。 
非公開会社における種類株式についての定款自治については、インド国内

でもまだ議論がそれほど進んでおらず、たとえば非公開会社においては定款

で規定すれば拒否権付株式（黄金株）が発行できるのか等の論点はあまり議

論されていないようである。 
いずれにしても、種類株式はインド会社法上複雑な論点を含むため、その

発行にあたっては十分な注意が必要である。 
 

2 資本株式 
 

インド会社法上の資本株式は、必ずしも日本法上の普通株式と同一ではな

い。資本株式の中には、日本法上のいわゆる普通株式に対応する株式が含ま

れるが、それだけではなく、資本株式の中でクラス（class）を設定し、日本

法上の種類株式と同様の機能、性質を持つ株式を発行するということも可能

である。 
すなわち、インド会社法上、株式の種類は、大カテゴリーとして資本株式

（equity share）と優先株式（preference share）に分かれ、かつ資本株式という

大カテゴリーの中に、小カテゴリーとしてのクラス株式（class share）が設定
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されるという二重構造となっており、クラス株式ごとにそれぞれ議決権や配

当について異なる定めができることとされているといえる。 
86 条は、株式の種類について以下のように定めているが、(a)の(ii)の規定が

クラス株式についての定めであり、資本株式の中でクラスを作って、配当や

議決権について異なる定めができることの根拠規定となる。一方、(a)の(i)の
規定は、資本株式中の普通株式についての規定であり、これが日本法上のい

わゆる普通株式に相当する。なお、同条で、（b)の下に項目がないことは、優

先株式には資本株式のようなクラス株式による小分類が存在しないことを意

味する。 
 
Section 86 
The share capital of a company limited by shares shall be of two kinds only, 
namely:- 

  (a) Equity share capital- 
   (i) with voting rights; or 
   (ii) with differential rights as to dividend, voting or otherwise in accordance with 

such rules and subject to such conditions as may be prescribed; 
  (b) Preference share capital. 
 
  86 条に見られるインド会社法上の株式の分類は、 

①資本株式（equity share）と優先株式（preference share）という大カテゴリ

ーでの区別 
②資本株式（equity share）の中での普通株式とクラス株式（class share）の

サブ分類 
という 2 段階構成になっている。 
ただし、クラス株式間で権利を異ならせることができるのは、通常、配当

および議決権に関する権利のみであり、それ以外の権利を異ならせること（た

とえば、日本の会社法上の種類株式のように取得条項を付したりすること等）

は認められない。換言すれば、クラス株式とは、配当と議決権についてのみ

普通株式と異なる定めができる資本株式であり、それ以外については他の普

通株式と同じ扱いをすべき株式であるといえる。 
さらに、クラス株式は、全く自由な設計が認められているわけではなく、

その議決権や権利についての設計はインド会社法施行規則上の一定のルール

に従う必要がある。 
 

3 優先株式 
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  (1) 優先株式の内容 
 

優先株式は、当該優先株式につき附属定款上認められた権利についてし

か議決権が認められない一方、利益配当や残余財産分配について優先的権

利を有する（87 条）。 
優先株式に議決権が認められる事項は以下のとおりである。なお、下記

①から④までの事項について議決権を認めることは、当該株式が優先株式

として認められるための要件とされており、したがってこれらについて議

決権を認めない優先株式の発行は認められない。 
①利益配当 
②減資 
③会社の解散 
④残余財産分配 
⑤その他附属定款において優先株式の権利として認められた事項 

 
優先株式の 大の特徴は、発行から 長でも 20 年以内に償還され、また

は資本株式に転換されなければならないという点である（80 条 5A 項）。償

還が予定されている優先株式（preference share）は、redeemable preference 
share と呼ばれ、普通株式（equity share）への転換が予定されている優先株

式（preference share）は、convertible preference share と呼ばれる。 
すなわち、優先株式については、20 年を 長として、または定款でそれ

よりも短い償還（転換）期間を定めた場合、その期間に従って償還または

転換される必要がある。 
そのため、優先株式を恒久的に保有することはできず、どこかの時点で

必ず償還または転換しなければならないということになる。この「必ず償

還される」という優先株式の性質は、社債に類似する。 
 
  (2) 優先株式と「資本株式のクラス株式」との相違 
 

上記 2 で述べたとおり、資本株式については、配当および議決権に関す

る権利を普通株式を異ならせたクラス株式を発行することができる（86 条

(a)(ii)）。 
そこで、86 条(a)(ii)に基づいて、「配当優先権が認められる、議決権を一

定事項に制限した資本株式」というクラス株式を発行した場合を想定し、

このクラス株式（以下、説明の便宜上、「配当優先議決権制限クラス株式」
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という）と、大カテゴリーとしての優先株式（preference share）との相違を

以下に解説する。 
 

ア 残余財産分配への優先権の有無 
 

上記 2 で述べたとおり、クラス株式において異ならせることができる

のは、配当および議決権に関する権利のみであることから、配当優先議

決権制限クラス株式は、破産や会社解散の際の残余財産分配については

優先権を有しない。 
 

イ 法定議決権保有事項の有無 
 
上記 3(1)で述べたとおり、優先株式には、法定議決権留保事項（①利益

配当、②減資、③会社の解散、④残余財産分配についての決議）が定め

られているが、資本株式のクラス株式については、そのような議決権留

保事項は存在しない。したがって、配当優先議決権制限クラス株式につ

いては、これらについても議決権なしとすることが可能である。 
 

ウ 20 年以上の償還（転換）義務の有無 
 

上記 3(1)で述べたとおり、優先株式は発行から 長でも 20 年以内に償

還され、または資本株式（普通株式）に転換される必要があるが、配当

優先議決権制限クラス株式はあくまで資本株式の一種であることから、

そのような時限の償還（転換）義務は存在しない。 
 

エ 株式資本上の分類 
 

資本株式と優先株式（preference share）とは、株式資本レベルでも区別

されており、前者により構成される資本金は普通株式資本（equity share 
capital）、後者により構成される資本金は優先株式資本（preference share 
capital）として、定款や登記上も区別されている。 
したがって、配当優先議決権制限クラス株式の権利内容をいかに優先

株式に近づけたとしても、両者は株式資本上別物と分類されているため、

配当優先議決権制限クラス株式の発行金額を優先株式資本にカウントす

ることは認められず、その逆もまた認められない。 
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第 2 株式の譲渡制限 

 
資本株式、優先株式ともに、定款で規定することにより、会社（取締役会）

の承認なくして株式を第三者に譲渡することを禁止することができる。 
非公開会社については、この譲渡制限が非公開会社として認められるための

要件となっていることは、第 1 節、第 2、2、(1)に述べたとおりである。 
 
第 3 新株の発行（会社設立後の株式発行） 

 
設立の際の株式発行については、設立手続の際の中での資本金の払い込みに

より行われるが、会社設立後に株式を追加で発行する場合、以下の新株発行手

続によるべきこととなる。 
普通株式、優先株式を問わず、会社設立後に追加で新株を発行する場合の手

続は、大きく分けて、①会社設立後一定期間経過後の既存株主への発行、②会

社設立後一定期間経過前の既存株主への発行または時期を問わない第三者への

発行、③役員および従業員への発行の 3 つに分類される。 
①から③の場合で、それぞれ手続が異なるため、以下、場合を分けて手続の

概要を解説する。 
 

1 会社設立後一定期間経過後の既存株主への発行 
 

会社は、設立から 2 年経過するか、設立後 初に行われた新株引受権に基

づく株式の割り当てから 1 年経過するかのいずれか早い時期以降、既存株主

に対して株式を追加的に発行（＝新株発行）することができる（81 条 1 項）。 
この既存株主への新株発行は、公開会社と非公開会社とを問わず、株主総

会決議事項とはされていないため、会社の種類がいずれであっても新株発行

の決定自体は取締役会決議により行うことが可能である。ただし、79 条によ

り、株式を市場価格または公正価格（非上場の場合に、株式の価格として公

正とみなされる価格）よりも低い価額で発行する場合、株主総会の普通決議

（過半数の賛成）が必要となるため、たとえば無償割当を行う場合等、市場

価格または公正価格よりも低い価格で割当を行う場合、割当価額について株

主総会の普通決議による承認を得る必要がある。 
 

2 会社設立後一定期間経過前の既存株主への発行または時期を問わない第

三者への発行 
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上記 1 で示した期間を経過しない段階で既存株主に新株を発行する場合、

または発行時期を問わず第三者に対して新株を発行する場合、公開会社につ

いては、原則として株主総会での特別決議（4 分の 3 以上の賛成）が必要とな

る（81 条 1A 項(a)）。これらの場合に株主総会普通決議で新株発行を行うこと

も可能であるが、その場合、普通決議に加えてインド中央政府の認可を得る

必要がある（同条同項(b)）。上記 1 で述べたとおり、株式を市場価格または公

正価格よりも低い価額で発行する場合、割当価額について別途株主総会の普

通決議による承認を得る必要があるため、この場合、1 回の株主総会で発行に

ついての特別決議（あるいは普通決議）および発行価額についての普通決議

を行うべきことになる。 
一方、非公開会社については上記の規定が適用されないため、所定期間経

過前であっても、株主総会の普通決議または特別決議なくして（通常は取締

役会決議により）、既存株主に対して新株を発行することができ、また発行時

期を問わず第三者に対して新株を発行することができる（81 条 3 項(a)）。ただ

し、株式を市場価格または公正価格よりも低い価額で発行する場合、割当価

額について株主総会の普通決議による承認を得る必要があることは同様であ

る。 
 

3 役員および従業員への発行 
 

インド会社法上、役員および従業員への報酬、褒賞の一環として、通常よ

りも安い価格で発行する株式は、功労株式（sweat share）と呼ばれる（79A 条）。 
公開会社であると非公開会社であるとを問わず、また発行時期を問わず、

功労株式を発行する場合、株主総会の特別決議が必要となる。なお、この場

合、「通常よりも安い価格」というのがそもそもの sweat share の定義に含まれ

ているため、市場価格や公正価格よりも低い価額で株式を発行する場合であ

っても、79 条に基づく発行価額についての株主総会決議を別途経ることは不

要となる。 
 
第 4 新株予約権（ストック・オプション） 

 
1 概要 

 
インド会社法上、新株予約権（ストックオプションとしての新株予約権、

新株予約権付社債その他一切の形態の新株予約権を含む）についての明文規

定は存在しない。すなわち、インド会社法上は、「新株予約権」という単体の
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制度は存在しない。 
インド会社法は、新株予約権の発行と同様の機能を持つ手法として、通常

の新株発行手続と契約、ガイドライン等を組み合わせて、新株予約権と同様

の機能を有する手法（以下、説明の便宜上、「新株予約権類似手法」という）

を採用している。インド会社法の基本的な考え方は、「新株予約権は将来にお

ける新株発行の引受けの権利である」というものであり、全ての新株予約権

類似手法は、「将来における株式発行」という形で概念整理されている。 
したがって、新株予約権類似手法をとる場合、日本の会社法上のストック

オプションとしての新株予約権、新株予約権付社債、あるいは通常の新株予

約権のいずれに対応する手法をとる場合であっても、通常の新株発行手続を

経ることが必要となる。 
具体的には、所定期間経過前に既存株主に対して新株予約権類似手法によ

る権利を付与する場合、または時期を問わず第三者に対して新株予約権類似

手法による権利を付与する場合、上記第 3、2 で述べたとおり、公開会社につ

いては原則として株主総会での特別決議（4 分の 3 以上の賛成）が、非公開会

社では取締役会決議が必要となる（インド会社法 81 条 1A 項(a)）。 
もっとも、新株発行手続さえ経れば、どのような新株予約権類似手法もと

りうるというわけではなく、それぞれの類型に応じて、一定の規制に従うこ

とが必要とされている。インドにおける新株予約権類似手法の類型は、大き

く分けて①役員または従業員に対するストックオプションの発行、②第三者

に対する「将来の株式引受権」の発行、③転換社債（convertible debenture）の

発行の 3 つに分類される。 
以下、それぞれ分けて説明する。 

 
2 役員または従業員に対するストックオプションの発行 

 
役員または従業員に対して契約により将来の新株発行を約束するという方

法であり、日本法上のストックオプションとしての新株予約権の発行に対応

する。インド会社法上は、Employee Stock Ownership Plan（ESOP）と呼ばれて

いる方法である。 
発行に必要な手続は以下のとおりである。 
①通常の新株発行手続を経ていること（公開会社については株主総会特別

決議を経ていること、非公開会社については取締役会決議を経ているこ

と） 
②会社と役員または従業員との間で、将来の株式割当契約が締結されてい

ること 
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③公開会社については、インド証券取引法の施行ガイドラインの 1 つであ

る「1999 年従業員のストックオプションおよびその購入についてのガイ

ドライン」（SEBI (Employee Stock Option Scheme and Employees Stock 
Purchase Scheme) Guidelines, 1999）に従っていること 

 
①が通常の新株発行手続であり、それと②とを組み合わせて、「従業員に対

する将来の株式引受け権の付与（＝ストックオプション）」を実現している。

なお、③について、非公開会社は、上記ガイドラインに従う必要はない。 
 

3 第三者に対する「将来の株式引受権」の発行 
 

役員や従業員以外の第三者に対して、契約により将来の新株発行を約束す

るという方法であり、日本法上の第三者に対する新株予約権の発行に対応す

る。 
発行に必要な手続は以下のとおりである。 

①通常の新株発行手続を経ていること 
②会社と発行対象となる第三者との間で、「将来の株式割当契約」が締結され

ていること 
③公開会社については、「1956 年証券契約規制法」（Securities Contracts 

(Regulation) Act, 1956）に従っていること 
 

上記 2 と同じく①が通常の新株発行手続であり、それと②とを組み合わせ

て、「第三者に対する将来の株式引受け権の付与」を実現している。なお、上

記 2 の場合と同様、③について、非公開会社は上記ガイドラインに従う必要

はない。 
上記 2 の場合と比ベて異なるのは契約の相手方と従うべき法令、ガイドラ

インだけであり、このことからも、インド会社法という法律上のレベルでは、

従業員に対するストックオプションと第三者への新株予約権の割当が全く区

別されていないことがわかる。 
 

4 転換社債の発行 
 

第三者に対して「将来株式に転換できる社債（convertible debenture）」を発

行するという方法であり、日本法上の転換型新株予約権付社債の発行に対応

する。 
発行に必要な手続は以下のとおりである。 
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 ①通常の新株発行手続を経ていること 
②通常の社債発行手続（公開会社および非公開会社のいずれについても取締

役会決議）を経ていること 
③会社と第三者との間で、転換社債（convertible debenture）の引受け契約が締

結されていること 
④公開会社については、インド証券取引委員会法（脚注 16 参照）の施行ガイ

ドラインの 1 つである「1999 年開示と投資家保護に関するガイドライン」

（SEBI (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 1999）に従っているこ

と 
 

①が通常の新株発行手続、②が通常の社債発行手続であり、それらと③と

を組み合わせて、「将来株式に転換できる社債（debenture）の発行」を実現し

ている。同様に、④について、非公開会社は、上記ガイドラインに従う必要

はない。 
 
第 5 自己株式の買取り 

 
インド会社法上、会社には自己株式その他自ら発行した証券（以下、説明の

便宜上、「自己証券」という）を取得する権利が認められている（77A 条）。イ

ンド会社法上、この権利に基づく自己証券の取得は、buy-buck と呼ばれている22。 
もっとも、日本の会社法と同様、自己取得の財源には制限があり、自己証券

取得の財源は、①自由準備金（free reserve。準備金のうち、会社が比較的自由に

取り崩せるものをいう。）、②自己証券買取り専用アカウントへの計上金、③こ

れから発行する株式、証券とは異なる種類の株式、証券の発行により得た払込

金、のいずれかでなければならない（77A 条 1 項）。なお、公開会社においては、

自己株式の購入や親会社の株式購入のために借入れを行うことは禁止されてい

る（77 条 2 項。非公開会社は、このような借入れを行うことも可能である）。 
また、内部手続として、自己証券の取得には、会社に自己証券の取得を授権

                                                 
22 なお、会社が自己株式を取得することにより、結果として外国投資家が外国直接投資（FDI）
や外国機関投資家投資（FII）の投資上限を上回ってしまうという事態が生じることがある。た

とえば、FDI 投資上限が 49％の業種において、49％一杯保有している外国投資家がいるような

場合に、会社が自己株式の取得＋償還を行うと、その結果として当該外国投資家の株式持分が

49％を超えてしまうという事態が発生しうる。このような場合の対応について、インド外国為替

管理法上明文の規定はなく、どのように対応すべきかは、現状、解釈にゆだねられている。実務

上は、外国投資家の行為により超過状態が発生したものではないため、直ちに外資規制違反が問

われるということはないと考えられるが、超過状態を認識しつつ長期間その状態を放置するなど

の事情がある場合には当局から問題視される可能性があることから、すみやかに株式を売却する

などして超過保有事態の解消をすべきと考えられる。 
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する附属定款の規定か、そのような定款規定がない場合には取締役会決議によ

る授権決定が必要となる。自己証券の取得額が、資本金および準備金の合計額

の 10％以上となる場合、これらに加えて、株主総会特別決議（4 分の 3 以上の

賛成）が必要となる。 
さらに、自己証券の取得には期間制限があり、前回の自己証券取得から 365

日以上経過していない場合、原則として次の自己証券取得を行うことはできな

いとされる（77A 条 2 項(a)、(b)）。 
自己証券の取得価額の上限は、トータルで資本金および準備金の合計額の

25％以下とされている。なお、自己証券のうち自己株式については、この制限

に加え、さらに毎年度の取得価額上限として、当該年度の資本金額の 25％に相

当する額以下であることが定められている（77A 条 2 項(c)）。 
会社は、取得した自己証券を取得から 7 日以内に償却しなければならず、償

却の方法は物理的な廃棄と定められている（77A 条 7 項）。 
   
第 6 株式分割 

 
インド会社法上、株式分割は株主総会普通決議事項とされている（94 条 1 項

(d)、同条 2 項）。そのため、取締役会設置会社においては取締役会決議で株式分

割が決議できる日本の会社と異なり、インドでは株式分割はそれほど頻繁には

起こらない。 
株式分割が行われる場合、基準日が設定され、基準日から分割効力発生日ま

で、平均 7 日間23会社の株主名簿が閉鎖される。 
上場株式の場合、基準日後、取引開始日まで、証券取引所は当該株式につい

て、No Delivery Period という決済禁止期間を設けることとされている。この間

は、分割前株式自体の取引は可能であるが、決済は No Delivery Period 経過後に

のみ行われることになる。 
 
 

                                                 
23 法令上、基準日から分割効力発生日までの期間について特に日数の定めがあるわけではない

が、実務上は 7 日間というケースが多い。 
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第 3 節 会社の機関 

 
第 1 株主および株主総会 

 
1 概要 

 
インド会社法上、非公開会社の 低株主数は 2 人以上、公開会社の 低株

主数は 7 人以上と定められている（12 条 1 項）。 
インド会社法上、株主の権利は、会社から利益配当や残余財産の分配その

他の利益を受ける権利（いわゆる自益権）、および会社の経営に参画する権利

（いわゆる共益権）に大別される。 
前者は会社から主として金銭的な利益を受ける権利であり、日本の会社法

上の株主の権利とそれほど大きな相違はない。一方、後者は会社の運営に係

る権利であり、具体的には株主総会決議や少数株主権の行使という形で実現

されるが、株主総会決議についてはその決議要件や決議事項、少数株主権に

ついてはその行使要件や行使対象の点で日本の会社法と大きく異なる24。 
そこで以下では、両者を分け、特に後者に重点を置いて解説することする。

なお、議論が複雑になることを避けるため、特に言及しない限り、以下にい

う「株主」は普通株式の株主を念頭に置くこととする。 
 

2 会社から利益を受ける権利 
 

(1) 利益配当、残余財産分配等を受ける権利 
 

株主は、その保有する株式数に応じて、会社から利益配当を受領する権

利を有する（205 条）。利益配当は原則として年 1 回であるが、取締役会決

議により中間配当を行うことも可能である（同条 1A 項）。 
1961 年所得税法（Income Tax Act, 1961）上、配当を受領した株主が配当

について所得税を課税されることはないが、その反面、利益配当を行った

会社には配当税（2008 年 5 月現在、法定税率 15％（実効税率は 16.995％））

が課税される。もっとも、利益配当と配当税の支払いは、会社から見れば

同じ原資から行われているため、実質的には株主に対する利益配当に課税

されているのと相違はない。ただし、納税主体はあくまで会社であって株

                                                 
24 インド会社法は、植民地時代の旧宗主国であったイギリスの会社法をベースに制定されてい

るため、インド会社法に見られる特徴の多くはイギリス会社法にも見られる。 
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主ではないため、たとえば株主に減税措置が適用される場合であっても、

会社に課される配当税が減額されることはない。 
これを日本の親会社（株主）側から見ると、現地法人または合弁会社に

課税された配当税は、納税主体があくまで現地法人または合弁会社である

ことから、親会社側で外国税控除の申請ができず、実質的にインドと日本

で二重課税されることになる25。このような税務上の問題もあり、現在のと

ころ、現地法人や合弁会社で上がった収益が利益配当の形で日本の株主に

還元されることは少なく、その多くはインドへの再投資に回されている。 
利益配当の一種として、株主に対して株式が無償で割り当てられること

もある（bonus share と呼ばれる）。この場合、無償で割り当てられた株式自

体は非課税であるが、後に株式を譲渡した場合、譲渡益に対して一定のキ

ャピタルゲイン課税が行われる。 
また、インド会社法 425 条以下に基づいて会社の清算が行われる場合で、

会社の負債を全て支払った後の残余財産については、保有株式数に応じた

残余財産分配が認められている（530 条）。 
なお、第 2 節、第 1 で述べたとおり、インド会社法上、利益配当や残余

財産分配につき優先権を認める種類株式の発行も認められており（85 条お

よび 86 条）、これらの種類株式の株主は、株主総会における議決権が制限

されうる反面、優先的に利益配当や残余財産分配を受けることができる。 
 

(2) 名目的株主（nominal shareholder）の概念 
 

インド会社法特有の概念として、名目的株主（nominal shareholder）とい

う概念がある（187C 条）。これは、ある株主が、会社に対し、他の第三者（必

ずしも株主である必要はない）に会社から利益を受ける権利（beneficial 
interest。以下、説明の便宜上「受益権」という）を与えることを宣言した

場合に、当該株主を指す概念である。制度として株主と受益者の分離が認

められていること、および受益権を与えた株主と与えられた第三者（受益

者）の関係が会社に認識されていることが、名目的株主の特徴である。 
名目的株主が第三者に与えることができるのは、上記 1 で述べた会社か

ら利益を受ける権利（いわゆる自益権）のみであり、下記Ⅴで述べる会社

の経営に参画する権利（いわゆる共益権）を与えることはできない。した

がって、名目的株主は、株主総会における議決権を有しており、また定足

                                                 
25 この点について、日本の国税庁の見解は 2008 年 5 月時点でまだ定まっておらず、今後インド

での会社への配当税の課税を実質的な株主への課税とみなして、株主に外国税控除を認める可能

性がないわけではない。 



       

Copylight (C) 2008 JETRO. All rights reserved.       51 

 

数にもカウントされる。その反面、名目的株主から受益権を与えられた第

三者（受益者）は、株主総会で議決権を行使したり、また少数株主権を行

使することなどはできない。 
前述のとおり、インド会社法上、非公開会社の 低株主数は 2 人以上、

公開会社の 低株主数は 7 人以上と定められているため（12 条 1 項）、日本

企業を含む外国企業が 100％子会社を設立する場合、99％を親会社となる会

社が、1％を名目的株主が保有するなどの方法により、株主数の要件をみた

しつつ、実質的な 100％株主となることが行われている26。ただし、上述の

とおり、この場合でも議決権は名目的株主が保有するため、親会社が議決

権を 100％保有するということはできない。 
   名目的株主の宣言、届出の方法については、インド会社法 187C 条を受け

た 1975 年会社（会社の受益権の宣言）規則（Companies (Declaration of 
Beneficial Interest in Shares) Rules, 1975）に定められている。同規則 3 条によ

れば、名目的株主の宣言およびそれに伴う受益権の授与を行うためには、

以下の手続を全て履行することが必要とされる。 
①名目的株主となる者（受益権を第三者に与える者）が、受益権を第三者

に与えた日から 30 日以内に、同規則の Form1 により、その旨を会社に届

け出ること 
②受益権を与えられた者が、受益権を与えられた日から 30 日以内に、同規

則の Form2 により、その旨を会社に届け出ること 
③会社が、上記①、②の届出を受けた日（いずれか遅い日）から 30 日以内

に、会社登記局（Registrar of Company）に対して、①、②の届出を受けた

ことの報告を行うこと 
 

3 会社の経営に参画する権利 
 
   株主が会社の経営に参画する方法には、大きく分けて①株主総会での議

決権行使、②少数株主権の行使の 2 つが挙げられる。そこで以下、株主総

会の場面と少数株主権行使の場面に分けて、株主の会社の経営に参画する

権利（いわゆる共益権）を概説する。 
   なお、①株主総会での議決権行使について、インド会社法 170 条 1 項は、

株主総会の招集、定足数、議決権行使方法等について定める同法 171 条か

                                                 
26 たとえば、日本企業がインドに 100％子会社の現地法人（非公開会社）を設立する場合、発行

株式数を 1000 株として、998 株を日本企業が、残り 2 株を当初取締役（脚注 21 参照）となる者

が保有し、さらに当該当初取締役が日本企業のための名目的株主となることを宣言するなどの方

法がある。 
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ら 186 条を、公開会社については強行規定（条文上「附属定款で別の定め

ができる」と明文で規定されている場合を除き、附属定款で別の定めをし

たとしても無効）としつつ、非公開会社については任意規定（附属定款で

別の定めをした場合には、そちらが優先される）としている。そのため、

非公開会社については、附属定款に定めを置くことにより、下記に述べる

インド会社法 171 条から 186 条の適用を排除し、自ら定めたルールにより

株主総会を運営することが可能である。 
 

(1) 株主総会 
  

ア 株主総会の種類と開催時期 
 
    インド会社法上、株主総会には、法定株主総会（statutory meeting）、定

時株主総会（annual general meeting）および臨時株主総会（extraordinary 
general meeting）の 3 種類がある。 

法定株主総会は、会社成立後 6 ヶ月以内に開催されなければならず、

法定報告と呼ばれる報告において、引受け株式数や取締役の情報等が当

初取締役（脚注 21、本節の第 2、1、(2)、イ参照）により報告される（165
条）27。法定株主総会を開催する必要があるのは公開会社のみであり、非

公開会社はこれを開催する必要がない（同条 10 項）。 
定時株主総会（166 条）および臨時株主総会（169 条）は、日本の会社

法とほぼ同様の位置づけであり、前者は原則として年 1 回かつ前回の定

時株主総会から 15 ヶ月以内に（ただし、 初の定時株主総会は会社設立

から 18 ヶ月以内に）開催され、決算報告や取締役の選任等の決議が行わ

れる。後者は必要に応じて開催され、開催の目的とされた事項が決議さ

れる。 
定時株主総会の開催時期については、インド会社法上特に規定はない。

もっとも、定時株主総会における決算報告は、日本の決算報告書に相当

する Annual Return と呼ばれる書類の総会への提出、株主による承認とい

うプロセスで行われるところ、Annual Return は会計年度28の末日から 6
                                                 
27 法定株主総会は、会社成立後に開催されるものであって、開催が会社成立の要件というわけ

ではないため、日本の会社法上の創立総会とは性質を異にする。 
28 インド会社法上、一定の業法規制を受けている会社を除き、会計年度は原則として会社が定

款で自由に定めることができる。もっとも、インド税法上、法人税の課税年度が 4 月 1 日から 3
月 31 日までとされていることとの関係上、多くの会社は決算期を 4 月 1 日から 3 月 31 日までと

定めている（もし会計年度を 4 月 1 日から 3 月 31 日まで以外と定めた場合、Annual Return を当

該会計年度に従って、税務上の決算書類を 4 月 1 日から 3 月 31 日までの期間に従って作成する

必要があるため、会計上の手間が 2 度生じることになる。）。なお、定時株主総会の開催頻度が
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ヶ月以内に作成されたものでなければならないとされているため、会計

年度の末日から 6 ヶ月以内というのが事実上の定時株主総会の開催期限

となる。 
定時株主総会は、原則として会社の登記住所または当該登記住所のあ

る市町村内のいずれかの場所で開催されなければならない（166条2項）。

一方、臨時株主総会については、インド会社法上、開催場所の規定がな

く、召集通知に場所を記載しさえすれば、外国で開催することも可能で

あると解されている。 
 

イ 株主総会の召集 
 
    いずれの株主総会も、取締役会の決議により召集され（165 条 2 項、169

条 1 項。定時株主総会については明文規定はない）、召集通知は原則とし

て開催の 21 日前までに株主に対して送付される（165 条 2 項、169 条 1
項、171 条 1 項）。ただし、定時株主総会においては議決権を持つ株主全

ての同意を得た場合、臨時株主総会においては 95％の株主の同意を得た

場合には、召集期間を短縮することも可能である（171 条 2 項）。 
召集通知の送付期限である開催 21 日前よりも前のいずれかの日に、株

主総会の基準日が設定され、当該基準日時点での全ての株主に対して召

集通知が送付される。ただし、株主が死亡した場合や破産した場合等は

当該株主の代理人に対して送付され、またインド国内に登録住所がない

株主において、当該株主が会社の監査役を書類の受取人として指定して

いる場合は、当該監査役に対して送付される（172 条）。 
召集通知には、株主総会の開催日時、場所及び議案が記載され、議案

によっては議案の内容を説明する文書の添付が必要とされる（173 条）。 
 
   ウ 株主総会の議長 
 
    株主総会の議長は、定款に規定（標準附属定款2950 条では、「株主総会

の議長は取締役会の議長が務める」と規定されている）がある場合には

それに従って、規定がない場合には出席株主による多数決により、その

                                                                                                                                               
15 ヶ月に 1 回以上とされていることと対応して、会計年度も 15 ヶ月まで延長することが可能で

ある。定時株主総会の開催期限、会計年度ともに、さらに 3 ヶ月を上限として延長することも可

能であるが、その場合、会社登記局（Registrar of Company）の事前承認が必要となる。 
29 インド会社法の法令に別紙（Schedule 1, Table A）として添付されている附属定款。会社がそ

の適用を一部または全部排除することを明示した独自の定款を採用しない限り、会社の附属定款

として適用される（第 28 条）。第 1 節の第 3、2、(4)、ウ参照。 
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都度選任される。議長の選任は、定款に議決権数を基準として選出する

旨の規定がない限り、出席株主の議決権数ではなく挙手人数を基準とし

た多数決により行われる。 
なお、インド会社法では、議長の選任のみならず、株主総会の議案自

体についても、挙手人数による多数決での決議が原則とされている（下

記オ、(ｲ)参照）。日本の会社法下では、株主総会の議長は基本的には議事

の進行役にとどまり、その権限も議事進行に必要な限度でのみ認められ

ているのに対し、インド会社法下での株主総会の議長には、決議の成否

を 終的に判断する権限が与えられており（178 条）30、また標準附属定

款の規定上、賛否が拮抗した場合の決定権が与えられているなど（下記

カ、(ｴ)参照）、決議の成否自体に影響しうる強い権限が与えられているた

め、議長の決定は日本の場合と比べてはるかに重要な事項となる。    
 
   エ 議事録の作成および会社登記局への報告 
 
    株主総会開催日から 30 日以内に、株主総会の審議、決議についての議

事録を作成し、株主総会の議長が署名する必要がある（193 条）。また、

株主総会における決議内容は、同様に株主総会開催日から 30 日以内に会

社登記局（Registrar of Company）に提出されなければならない（議事録を

添付する形式でも良い）。 
    特に、定時株主総会においては、決算承認が行われるため、貸借対照

表および損益計算書についても、株主総会開催日から 30 日以内に会社登

記局に提出されなければならない（220 条）。公開会社については、提出

した貸借対照表および損益計算書のいずれも、株主以外の者が閲覧する

ことが可能である。一方、非公開会社については、貸借対照表は公開会

社と同様株主以外の者の閲覧対象となるものの、損益計算書は株主以外

の者の閲覧対象となることはない（220 条 1 項）。 
 

オ 定足数および決議方法 
 
   (ｱ) 定足数 
 

いずれの株主総会についても、その定足数は、公開会社については 5
人以上の株主、非公開会社については 2 人以上の株主となる。ただし、

                                                 
30 第 178 条は、議長が宣言した決議の成否やその内訳（全員一致、過半数の賛成等）は、議長

の宣言以外の他の一切の証拠なくして事実とみなされる旨規定している。 
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定款でこれより多い人数を定めている場合、それに従う（174 条 1 項）。

日本の会社法と異なり、保有する議決権の数ではなく、株主の人数で

定足数が定められていることに十分な注意が必要である。 
たとえば、合弁会社において、出資比率（保有議決権数）が日本企

業側 60％、インド企業 40％である場合（この場合、当該合弁会社は必

ず公開会社となる。第 2 節の第 2、2、(1)参照）であっても、株主の人

数（名目的株主を含む。）が日本側 2 人、インド側 5 人であれば、定款

に定足数の加重規定がない限り、インド側の株主が全員出席するだけ

で定足数がみたされてしまう。3 で述べるとおり、株主総会決議は出席

株主のみによる議決権行使により行われるのが原則であるため、公開

会社である合弁会社においてインド側の株主の人数が 5 名を超えてい

る場合、意見の不一致等を理由として日本側の株主が株主総会をボイ

コットしたとしても、インド側の株主のみで株主総会を開催し、普通

決議事項および特別決議事項ともに決議できてしまうことになる。 
そのため、インドで合弁会社を設立する場合、議決権数のみならず

株主数にも注意する必要があり、定款で定足数を加重するなどの対応

が必要となる。 
 

(ｲ) 決議の方法 
 
     ①挙手（showing hands）か投票（poll）か 
 
      株主総会決議は、出席株主による挙手（showing hands）により行

われるのが原則である（177 条）31。決議要件は、下記カで述べると

おり、普通決議につき出席株主の過半数の賛成、特別決議につき出

席株主の 4 分の 3 以上の賛成であるが、挙手による決議が行われる

場合、保有議決権数ではなく挙手人数により決議の成否が決まる。

この点、どのような場合でも保有議決権数を基準として多数決を行

う日本の会社法と大きく異なるため、十分な注意が必要である。 
たとえば、上記(ｱ)の例の合弁会社において、日本側株主およびイ

ンド側株主の全員が株主総会に出席した場合で、インド側株主全員

が賛成挙手し、日本側株主全員が反対挙手した場合、5 対 2 で賛成挙

手者が過半数を超えているため、保有議決権数は日本側株主の方が

上回っているにもかかわらず、普通決議が成立してしまう。また、

                                                 
31 現在のインドの実務上、上場会社であっても、投票による決議が行われる場合はまれであり、

ほとんどが挙手による決議となっている。 
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同じケースで、もし日本側株主が 1 人欠席すれば、4 分の 3 以上の賛

成挙手により、特別決議さえ成立してしまう。 
一方、定款に規定がある場合、およびインド会社法上投票（poll）

による決議が必要とされる場合、株主総会決議は投票により行われ、

この場合には多数決の基準は議決権数となる。インド会社法上、投

票による決議が必要とされるのは、①公開会社において、5 万ルピー

以上の株式資本を有する出席株主または総議決権の 10 分の 1 以上を

保有する出席株主が議長に請求した場合（本節の第 1、3、(2)、ア、

(ｳ)参照）、②非公開会社において、出席株主が 7 人以下の場合出席株

主 1 人以上が、出席株主が 8 人以上の場合出席株主の 2 人以上が議

長に請求した場合、③その他の会社（保証付有限会社、無限責任会

社）の場合、総議決権の 10 分の 1 以上を保有する株主が議長に請求

した場合である（179 条 1 項）。なお、投票による議決権行使が行わ

れる場合、株主はその保有する議決権を不統一行使することができ

る（183 条） 
以上から、日本企業がインドに合弁会社を設立する場合、議決権

を多数保有しているのは日本企業側であるにもかかわらず、インド

企業側に株主の人数を利用して決議を通されてしまうという法的リ

スクを回避する見地から、 
(i)  定款に（定足数は議決権ベースで計算する旨の規定および）

株主総会決議は投票による旨の規定を設ける 
(ii)  株主数を一定以上確保する（これは上記(ｱ)で述べた定足数の

問題に対する対応にもなる） 
(iii)  (i)、(ii)がいずれもインド側合弁パートナー企業により拒否さ

れるなどした場合、株主総会ごとに日本側出席株主が必要に応

じて投票による決議を議長に請求する 
   といった対応が必要となると考えられる。 
    なお、現在のインドの実務上、インド国内の証券取引所に上場し

ている上場会社であっても、投票による議決権行使が行われる場合

はまれであり、ほとんどが挙手による決議となっている32。 
 
     ②議決権行使の基準 
                                                 
32 インド国内の証券取引所の上場規則上、「株主総会における議決権行使の方法を投票とするこ

と」は上場要件とはされておらず、ほとんど全てのインド上場企業は定款に投票の規定を設けて

いない。したがって、インド上場企業の株式を保有する場合で、投票による議決権行使を希望す

る場合、本節の第 1、3、(2)に述べる少数株主権（10％以上の株式保有が要件）を行使して、株

主総会ごとに書面決議を要求することが必要となる。 
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      原則として、株主はその自由な意思に基づいて、賛成または反対

の議決権を行使することができ、また議決権行使を放棄することが

できる。 
      もっとも、インド会社法上、株主と会社の間で、「株主は会社の取

締役会の指示に従ってその議決権を行使する」ことを合意すること

も可能であると解されており33、この場合、株主は、契約上の義務と

して、会社の取締役会の指示に従ってその議決権を行使する必要が

ある。 
      実際に、たとえばインド株式を原株式とする外国発行預託証券

（ADR、GDR 等）においては、原株式の発行体と預託機関との間で、

預託機関（あるいは預託機関を通じた各預託証券保有者）による預

託証券の原株式に係る議決権行使を発行体の取締役会に委ねる旨の

合意がなされていることが多い。さらに、外国発行預託証券の原株

式の発行体が銀行その他の金融機関である場合には、インド準備銀

行の通達により、「預託証券の原株式に係る議決権行使が、発行体の

取締役会の指示に従って行われること（を会社と株主間で合意する

こと）」が、預託証券発行を認める要件にさえなっている（インド準

備銀行による 2007 年 2 月 5 日付通達。RBI/2006-2007/247） 
      なお、上記のような場合において、仮に株主が会社との合意に反

して議決権を行使した場合であっても、インド会社法上は当該議決

権行使は有効であると解され、ただ当該株主による契約違反が問題

となるにすぎない。 
 
     ③代理人（proxy）または代表者（representative）による議決権行使

および郵便投票 
 
      株主総会には、必ずしも株主本人が出席する必要はなく、委任状

（Proxy）により代理人を出席させることも可能である（176条 1項）。

ただし、代理人は株主総会において発言することはできず、議決権

を行使できるのみである。定款に特別の定めがない限り、代理人は

必ずしも当該会社の株主である必要はない。 
株主が法人の場合、当該法人は、取締役会決議により、株主総会

                                                 
33 日本の会社法上は、自己株式に議決権が認められていないこととの均衡や、機関権限分配の

法理に反すると解されることから、このような合意は無効になると解されるが、インド会社法上

はこのような合意も有効であると解されている。 



       

Copylight (C) 2008 JETRO. All rights reserved.       58 

 

に出席する代表者（representative）を選任することができる（187 条

1 項(a)）。この代表者は、代理人とは異なり、株主総会において発言

することができる。したがって、法人株主が、そのインドにおける

100％子会社や合弁会社の株主総会において発言したい場合、あらか

じめ本社の取締役会等において、一定の者を当該法人株主の代表者

として選任し、会社側に通知しておく必要がある。 
日本の会社法と異なり、インド会社法上、株主総会に出席せずに

書面投票で議決権を行使することは原則として認められておらず、

議決権を行使したければ株主総会に出席する必要がある。また、こ

の出席は物理的なものでなければならず、電話会議やテレビ会議に

よる出席は認められていない。ただし、上記の例外として、上場公

開会社については、一定の要件の下で郵便投票を行うことが認めら

れている（192A 条）。 
また、同じく日本の会社法と異なり、インド会社法上は、株主総

会の書面決議は認められていない（なお、取締役会については一定

の要件の下での書面決議が認められている。）。 
 

［ケーススタディ 3］ 
 

Q1 日本企業側の出資比率が 60％、インド企業側の出資比率が 40％である、公開会社

である合弁会社において、日本企業側の株主が 3 人、インド企業側の株主が 4 人で

ある場合、定足数がみたされるのはどのような場合か（定款上、定足数の加重規定

や議決権の行使方法を投票とする規定がないことを前提とする）。 
 

A1 インド会社法上、5 人以上の株主の出席があれば公開会社の株主総会の定足数はみ

たされるため、日本企業およびインド企業側の出資比率にかかわらず、合計で 5 人

以上の株主が出席すれば、定足数はみたされる。 
この場合において、日本企業側の株主が 1 人、インド企業側の株主が 4 人、それ

ぞれ株主総会に出席したとすれば、（日本企業側の株主が 10％以上の株式を保有し

ており、かつ少数株主権の行使として投票を要求しない限り）出席株主の挙手によ

る議決権行使により、インド側企業側側が一致して賛成票を投じれば、普通決議（過

半数の賛成が要件）はもちろん、特別決議（4 分の 3 以上の賛成が要件）も可決さ

れうる。 
 

Q2  日本企業がインドに現地法人を設立するにあたり、10000 株を発行し、うち 9996
株を日本企業が保有することにし、残り 4 株を現地の取締役となるインド人 3 人お



       

Copylight (C) 2008 JETRO. All rights reserved.       59 

 

よび日本人 1 人に保有させた（同現地法人は、ケーススタディ 1 の Q3 の後者の解

釈に基づき、非公開会社として設立されたものとする）。 
この場合において、定足数がみたされるのはどのような場合か（定款上、定足数

の加重規定や議決権の行使方法を投票とする規定がないことを前提とする）。 
 

A2 インド会社法上、2 人以上の株主の出席があれば非公開会社の株主総会の定足数は

みたされるため、日本企業の代表者が出席しない場合であっても、残りの個人株主

のうち 2 人以上が出席すれば、定足数はみたされる。 
この場合において、日本企業側の個人株主が 1 人、インド企業側の個人株主が 2

人、それぞれ株主総会に出席したとすれば、出席株主の挙手による議決権行使によ

り、インド企業側が一致して賛成票を投じれば、普通決議（過半数の賛成）が可決

されうる。なお、この場合、日本企業側の個人株主は、10％以上の株式保有という

要件をみたしていないため、投票を要求することはできない。 
また、株主全員が出席した場合、日本企業の代表者が投票を要求しない限り、出

席株主の挙手による議決権行使により、インド企業側が一致して賛成票を投じれば、

3 対 2 で普通決議（過半数の賛成）が可決されうる。 

 
   カ 普通決議および特別決議の成立要件 
  
    (ｱ) 出席株主による議決権行使 
 
     株主総会決議は、郵便投票が行われた場合を除き、出席株主のみに

よる挙手または投票による議決権行使で行われる。召集手続が適式に

なされた上で定足数をみたしている限り、欠席株主については、その

人数や保有株式数は一切考慮されない。たとえば、非公開会社におい

て、5 人の株主がそれぞれ 30％、30％、30％、5％、5％の株式を保有

している場合に、後二者の株主のみが株主総会に出席して定足数をみ

たせば、合計で 90％を保有する前三者の株主の意思は株主総会決議に

は全く反映されなくなる。 
 
    (ｲ) 株主総会普通決議 
    
     株主総会普通決議は、召集手続が適式になされていること、および

定足数がみたされていることを前提として、出席株主（代理人含む）

の挙手または投票による議決権行使の結果、過半数の賛成が得られた

場合に成立する（189 条 1 項）。 
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厳密に言えば、189 条 1 項は、株主総会普通決議の決議要件を、「過

半数の賛成」ではなく、「反対票を上回る数の賛成票」と定めているた

め、たとえば出席株主の一部が議決権行使を放棄した場合など、「反対」

が増えなかった場合には、「賛成」が有効投票の過半数を超えなくても、

反対の総数さえ超えていれば決議は成立しうることになる。このよう

に、単純な過半数の賛成が決議成立要件となっているわけではないこ

とに注意が必要である。 
なお、定款に規定を設けることにより、決議要件を加重することが

可能であり（緩和することはできない）、そのため、合弁会社の場合、

普通決議事項の中でも当事者にとって重要と考えられる事項について

は、あらかじめ株主全員の賛成が必要である旨を定款に規定しておく

等の対応が考えられる。 
 
    (ｳ) 株主総会特別決議 
    
     株主総会特別決議は、召集手続が適式になされていること（特別手

続の場合、召集通知に特別決議を行う旨が記載されていることも必要

である）、および定足数がみたされていることを前提として、出席株主

（代理人含む）の挙手または投票による議決権行使の結果、4 分の 3 以

上の賛成が得られた場合に成立する（189 条 2 項）。 
日本の会社法上の特別決議と異なり、3 分の 2 以上ではなく、4 分の

3 以上が特別決議の要件となっていることに十分な注意が必要である。

ただし、普通決議と同様、厳密には特別決議の成立要件は「4 分の 3 以

上の賛成」ではなく「反対票の3倍を下回らない（not less than three times）
賛成票」であり、単純な 4 分の 3 以上の賛成が要件となっているわけ

ではない。 
定款に規定を設けることにより、決議要件を厳しくすることが可能

であること、それを利用して合弁会社の運営に一定の縛りをかけるこ

とが可能であることは、普通決議の場合と同様である。 
 
    (ｴ) デッド・ロックの場合の議長の決定権（キャスティング・ボート） 
 

日本企業とインド内国会社とが 50％ずつ出資している合弁会社にお

いては、合弁パートナー相互の意見が食い違った場合、株主総会にお

いて決算等の承認や役員の選任といった普通決議事項が何も決議でき
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ないという事態に陥ることがある（デッド・ロック）34。このような事

態を回避すべく、標準附属定款（第 1 節の第 3、2、(4)、ウ参照）では、

株主総会の議長に普通決議において賛否同数の場合の決定権（キャス

ティング・ボート）が与えられている（標準附属定款 54 条）。 
そのため、上記のような合弁会社において、議長がインド側の人間

である場合（同じく、標準附属定款 50 条により、取締役会の議長は株

主総会の議長となるとされているため、附属定款をそのまま合弁会社

の定款として採用した場合、取締役会の議長が株主総会の議長となる。

本節の第 1、3、(1)、ウ参照）、上記標準附属定款の規定を排除しない限

り、実質的にはインド側が過半数の議決権を取得しているのと同じこ

とになってしまう。このような不利益を避けるため、株主総会の議長

は日本側の人間とする、上記標準附属定款の定めを排除する、重要な

事項については株主全員の合意がなければ決議できないことを定款で

定めておく等の対応が必要となる。 
なお、特別決議の場合、決算承認や役員選任に必要な普通決議と異

なり、決議を行わなければ会社の基本的運営に支障をきたす事項は存

在しないことから、標準附属定款上このような議長の決定権は認めら

れていない。したがって、特別決議において 75％と 25％が拮抗した場

合であっても、標準附属定款に従って議長に決定権が与えられること

はない。 
 
［ケーススタディ 4］ 
 

Q1 日本企業とインド企業の出資比率が 50％ずつである、非公開会社である合弁会社

において（株主数は 2 人）、インド企業側の取締役が株主総会の議長を務める場合、

株主総会普通決議に際して株主両者の意見が食い違った際には、どのような解決が

なされるか。 
 

A1 当該合弁会社が標準附属定款をそのまま採用している場合、標準附属定款 54 条に

より、株主総会の議長に普通決議において賛否同数の場合の決定権（キャスティン

グ・ボート）が与えられているため、議長であるインド企業側の取締役が、（イン

ド企業側に有利な）決定を行うことになると考えられる。 
 

                                                 
34 本文第 1、3、(1)、カ、(ｲ)で述べたとおり、株主総会普通決議の成立要件は反対数を上回る賛

成であるところ、議決権保有数が 50％ずつの場合、一方が提案する議案に他方が反対するとい

うことが相互に行われると、何も決議できなくなってしまう。 
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   キ 普通決議事項 
 

インド会社法上、株主総会での普通決議が必要とされる事項は別紙 3
のとおりである。なお、別紙 3 の列挙事項のうち、「公開会社において」

と冒頭にあるのは、公開会社においてのみ株主総会普通決議が必要とさ

れる事項（非公開会社においては、取締役会決議以下で足りる事項）で

ある。 
重要な普通決議事項は以下のとおりである。 

・既存株式よりも割安価額での株式発行（79 条 2 項） 
・利益配当の承認（173 条） 
・貸借対照表および損益計算書に係る取締役会および監査役の報告の承

認（決算承認）（210 条） 
・監査役の選任（224 条 1 項、2 項(c)、6 項但書）およびその報酬の決定

（同条 8 項） 
・監査役の解任（224 条 5 項） 
・取締役の選任（225 条 2 項、256 条 3 項、257 条 1 項）およびその報酬

の決定（309 条 1 項） 
・マネージング・ディレクター（managing director）、常勤取締役（whole-time 

director）およびマネージャー（manager）等の管理経営取締役35の選任

（269 条および別紙 13） 
・取締役（408 条に従ってインド中央政府により任命された取締役を除く）

の解任（284 条 1 項） 
・3 ヶ月以上不在となる取締役の代わりとなる取締役（代替取締役。

alternate director）を選任する権限を取締役会に与えること（313 条 1 項） 
・附属定款に会社の存続期間が規定されている場合に当該期間を経過し

たことをもって、その他附属定款に規定されている解散事由に該当し

た場合に、自主的に会社清算を行うことの決定（484 条 1 項(a)）36 
 
   ク 特別決議事項 

                                                 
35 これらの取締役は、日本の会社法における代表取締役が保有するのと同様の広範な権限を有

しており、多くの場合創業者が就任している。なお、「常勤取締役（whole-time director）」は、日

本の会社法とインドの会社法では全くニュアンスが異なり、後者においてはマネージング・ディ

レクターと同様の会社経営に関する権限を有する取締役という意味になることに留意が必要で

ある。 
36 附属定款上の存続期間、解散事由に基づかずに会社を自主清算する場合、普通決議では足り

ず、特別決議が必要となる（別紙 4、(25)参照）。 
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インド会社法上、株主総会での特別決議が必要とされる事項は別紙 4

のとおりである。なお、別紙 4 の列挙事項のうち、「公開会社において」

と冒頭にあるのは、公開会社においてのみ株主総会特別決議が必要とさ

れる事項（非公開会社においては、株主総会普通決議または取締役会決

議以下で足りる事項）である。 
重要な特別決議事項は以下のとおりである。 

・基本定款の変更、会社の事業目的の変更および登記上の所在地の州外

への変更（17 条） 
・商号の変更（特別決議に加えて、インド中央政府による承認が必要）（21

条） 
・附属定款の変更（31 条） 
・資本金および準備金の合計額の 10％以上に相当する額の自己株式その

他の自己証券の取得（77A 条 2 項） 
・功労株式（sweat equity）の発行（79A 条） 
・公開会社において、設立から 2 年経過するか、設立後 初に行われた

新株引受権に基づく株式の割り当てから 1 年経過するかのいずれか早

い時期よりも前に既存株主に新株発行を行うこと、および発行時期を

問わず株主以外の第三者に対して新株を発行すること（81 条 1 項、81
条 1A 項）。ただし、転換債務もしくは転換社債を株式に転換する場合

を除く。なお、非公開会社では、第三者に対する新株発行を株主総会

決議なくして行うことができる（81 条 3 項。別紙 3、(4)参照） 
・株式資本の減額（特別決議に加えて、附属定款による権限付与および

裁判所による承認が必要）（100 条） 
・会社が複数のクラスの種類株式37を発行している場合に、当該種類株式

に付与される権利の変更（当該権利を変更しようとする種類株式の株

主総会において、特別決議が成立すれば足りる。）（106 条） 
・会社の登記上の所在地を、現在所在地のある州、町または村の外に移

転すること（146 条） 
・公開会社において、マネージング・ディレクターおよび常勤取締役以

                                                 
37 インド会社法上の種類株式は、①普通株式（equity share）と優先株式（preference share）とい

う大分類（kinds of shares）、および②普通株式（equity share）の中でのクラス株式（class share）
という 2 段階構成になっている（第 85 条および第 86 条）。第 106 条で特別決議の対象となるの

は、②の普通株式中のクラス株式としての種類株式である。なお、インド会社法上、非公開会社

については、上記以外の種類株式も発行可能とされているが（第 90 条第 2 項）、非公開会社にお

ける種類株式発行に関する定款自治についてはあまり議論が進んでいないようであり、非公開会

社において実際に拒否権付株式等の特殊な種類株式が発行された事例はあまりないようである。 
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外の取締役に対する報酬を、一定の状況下において、利益の一定割合

に制限することおよびそれを変更すること（309 条 4 項、7 項）。なお、

非公開会社では、このような取締役の報酬上限規制は課されない（同

条 9 項） 
・公開会社において、会社の払込済み株式資本の 60％または準備金の

100％のいずれか高い方の額に相当する金額を越えて、法人間貸付、投

資または保証を行うこと（372A 条）。なお、非公開会社では、特別決

議なくして上記の貸付、投資または保証を行うことができる 
・裁判所に対する裁判所清算（本章の第 7 節、第 2 参照）の申請（433 条

(a) 
・附属定款上の存続期間や解散事由に基づかない会社の自主清算の決定

（484 条 1 項(b)） 
 

(2) 少数株主権 
 
   株主総会における議決権行使のほか、インド会社法上、少数株主には、

その保有株式割合に応じて以下の少数株主権が認められている。インド会

社法上、行使された場合に会社に対して強い影響を与えうる少数株主権は、

全て 10％以上の株式保有が行使要件となっているため、株式保有割合が

10％を上回るかどうかが、会社に対して少数株主権による影響力を及ぼし

うるかどうかの分水嶺となるといえる。 
以下、10％以上の株式保有を要件とする少数株主権と、全ての株主に対

して認められる少数株主権に分けて概説する。 
 
   ア 10％以上の株式保有を要件とする少数株主権 
 

(ｱ) 種類株式の権利変更に対する異議申立て（107 条） 
 
   種類株式（class share of equity share capital）38に付与される権利が、

当該種類株式の種類株主総会決議により変更される場合、当該種類株

式の 10％以上を保有し、かつ当該種類株主総会決議に対して反対した

種類株主は、会社法委員会（Company Law Board）39に対して、権利変

                                                 
38 ここでいう「種類株式」は、普通株式の中に設定されるクラス株式を意味している。第 2 節

の 1、(2)参照。 
39 数年前の法改正により、会社法委員会（Company Law Board）は内国会社法裁定所（National 
Company Law Tribunal）に改組されることとなったが、2008 年 4 月現在、同改正は施行されてお

らず、したがって現在でも会社法委員会が救済申立て対象の機関となっている。 
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更に対する異議を申し立てることができる。 
 

(ｲ) 臨時株主総会の招集請求権（169 条） 
 
     会社の総議決権の 10％以上を保有する単独または複数の株主は、単

独または共同で、取締役会に対して臨時株主総会を招集するよう請求

することができ、当該請求があった場合、取締役会は臨時株主総会を

招集しなければならない。 
 
    (ｳ) 株主総会における投票（poll）の要求（179 条 1 項(a)） 
 
     株主総会は、定款に投票を認める旨の規定がない限り、挙手により

決議が行われるが（177 条）、公開会社において、5 万ルピー以上の株

式資本を有する株主または総議決権の 10％以上を保有する株主が議長

に請求した場合、定款規定がない場合であっても投票による株主総会

決議が行われる。 
 

(ｴ) インド中央政府に対する会社行為の調査請求権（235 条 2 項） 
 
     200 人以上の株主または会社の総議決権の 10％以上を保有する単独

または複数の株主は、単独または共同で、インド中央政府に対して企

業行為の調査を請求することができる。その場合、インド中央政府は

当事者に告知聴聞の機会を与えた上で、検査官による会社行為の調査

を宣言することができ、インド中央政府が指示する方法で調査、報告

を行う 1 人または複数の検査官を選任することができる。 
 
    (ｵ)  会社法委員会への救済申立て（397 条、398 条） 

 
100 人以上の株主（会社に 100 人以上の株主がいる場合）、全株主の

10％以上の人数の株主（前同）または会社の総議決権の 10％以上を保

有する単独もしくは複数の株主は、会社の行為が公益を害する方法ま

たはいずれかの株主（当該救済申請を行う株主自身を含む）に対して

抑圧的である場合、会社法委員会に対して救済を申立てることができ

る。 
また、同じく、上記人数要件または保有割合要件をみたす株主は、

①会社の行為が公益を害する方法または当該会社の利益に反する方法
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で行われている場合、または②取締役会構成や株主構成の変更その他

一切の理由により、会社の経営または支配に重大な変更が生じ、かつ

その変更を理由として、会社の行為が公益を害する方法または当該会

社の利益に反する方法で行われることが予想される場合、同様に会社

法委員会に対して救済を申立てことができる。 
この会社法委員会への救済申立ては、インド会社法上、日本の会社

法上の株主代表訴訟に相当する機能を有しており40、会社、取締役その

他の関係者は、会社法委員会の裁定に従う必要がある。 
 

(ｶ) インド中央政府に対する取締役選任請求（408 条） 
 
     インド中央政府は、インド中央政府自身による照会に起因してまた

は 100 人以上の株主もしくは会社の総議決権の 10％以上を保有する単

独または複数の株主の申請により行われる会社法委員会の決定に従い、

会社、その株主または公共の利益を保護することを目的として、一定

数の取締役を選任することができる。当該インド中央政府の決定によ

り選任された取締役は、公開会社の場合であってもローテーションで

退任する取締役とはならない41。 
 
   イ 株式保有割合を要件としない少数株主権 
 
    (ｱ) 救済申立て許可申請（399 条 4 項） 
 

上記ア、(ｵ)において、株主が人数要件または保有割合要件をみたさ

ない場合、株主は、インド中央政府に対し、会社法委員会に対して救

                                                 
40 その反面、インド会社法上、日本の会社法上の株主代表訴訟のような訴訟類型は定められて

いない。株主は会社や取締役に対して 1908 年民事訴訟法（Code of Civil Procedure, 1908）に従っ

て損害訴訟を提起することができるが、これらは通常の民事訴訟（クラス・アクションによるも

のも含む。）と同じ手続によるものであり、インド会社法上の特別の訴訟類型によるものではな

い。 
41 本文の本章第 3 節、第 2、1、(2)、ウで述べるとおり、公開会社においては、附属定款上全て

の取締役の任期を定時株主総会ごとの 1 年間と定めない限り、少なくとも全体の 3 分の 2 の取締

役を、ローテーションにより退任する取締役としなければならない（第 256 条第 2 項）。「ローテ

ーションにより退任する取締役」とは、定時株主総会において、古く選任された者から 3 分の 1
またはそれに も近い数ずつ退任する取締役をいい、したがって通常「ローテーションにより退

任する取締役」の任期は 3 年となる。一方、残り 3 分の 1 の取締役については「ローテーション

により退任する取締役」とする必要はなく、その任期は 3 年よりも長いのが通常である。一般的

に、マネージング・ディレクター（通常創業者等が就任）は、「ローテーションにより退任する

取締役」とはならず、その任期は長期にわたる。 
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済を申し立てることの許可を申請することができる。インド中央政府

により申請が認められた場合、人数要件または保有割合要件をみたさ

ない場合であっても、株主は会社法委員会に対して救済を申し立てる

ことができる。 
 
    (ｲ) 書類閲覧等請求権（39 条等） 
 
     全ての株主は、会社に対してその基本定款および附属定款の写しの

交付を請求することができる（39 条）。 
また、全ての株主は、通常の営業時間内において、会社に備置され

ている株主名簿、社債権者名簿、年次報告書等の書類を閲覧すること

ができる（163 条）。さらに、株主総会議事録を閲覧することもできる

が（196 条）、取締役会議事録の閲覧は認められていない 
さらに、全ての株主は、会社の貸借対照表、損益計算書および監査

報告書の写しを受領する権利を有する（219 条）。     
 

ウ その他 
 
    インド会社法上、ある会社の 90％以上の株式を保有した株主は、一定

の手続を踏むことにより、残りの少数株主の保有する株式を全て自己に

売却させることにより、少数株主をスクイーズ・アウトすることができ

るとされている（395 条）。したがって、その反面として、少数株主によ

る株式保有割合が 10％を超えていれば、この多数株主によるスクイー

ズ・アウトを防止することができる。 
また、臨時株主総会においては 95％の株主の同意を得た場合には、召

集期間を短縮することが可能とされているが（171 条。なお、定時株主総

会の招集期間短縮には議決権を持つ株主全ての同意が必要）、その反面と

して、少数株主による株式保有割合が 5％を超えていれば、多数株主が召

集期間の短縮なくして臨時株主総会を開催できなくなる。 
これらは、少数株主権ではないが、「他の株主が一定以上の株式を保有

した場合に行使できる権利または法的効果を発生させない」という効果

を有する、株式保有の消極的結果というべきものである。 
 
第 2 取締役および取締役会 

 
 1 取締役 
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(1) 人数 

 
取締役の数は、公開会社においては 3 人以上とされており、非公開会社

においては 2 人以上とされている（252 条 1 項、2 項）。 
公開会社において、12 人を超える数の取締役を選任する場合または附属

定款で定めた取締役の人数を超える数の取締役を選任する場合、インド中

央政府の認可が必要となる（259 条）。一方。非公開会社については、12 人

を超える数の取締役を選任する場合または附属定款で定めた取締役の人数

を超える数の取締役を選任する場合のいずれにおいても、インド中央政府

の認可は不要である（ただし、後者の場合、定款違反となるため、当該選

任は無効となると解される）。 
したがって、一般的に、公開会社においては、3 人以上 12 人以下の人数

を取締役の人数として、また非公開会社においては 2 人以上任意の数（選

任予定の数）を取締役の人数として、それぞれ附属定款に定めることにな

る。 
 
  (2) 選任および解任ならびに任期 
   
   ア 選任および解任 
    

インド会社法上、公開会社、非公開会社を問わず、取締役は、株主総

会の普通決議により選任される（255 条）。なお、公開会社においては、

取締役選任決議は、個別の取締役ごとに行われなければならず、全員を

一括で選任または不選任とすることは認められていない（263 条） 
ただし、例外として、5000 万ルピー以上の資本金を有し、かつ 1000 人

以上の少数株主（small shareholders。公開会社において、額面 2 万ルピー

以下の株式を保有する株主をいう）を有する公開会社においては、当該

少数株主により所定の方法で選任された者を取締役とすることができる

（253 条 1 項） 
公開会社については、取締役に就任しようとする者は、取締役選任が

予定されている株主総会の14日以上前までに、会社に対して、自己が取

締役候補者となることについての自著による表明の通知を行わなければ

ならず、これを怠った場合、取締役に選任されることができない（257条
1項）。非公開会社については、この規制は課せられない（257条2項）。 

    また、公開会社については、取締役に選任された者が取締役に就任す
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る場合、就任承諾書を会社登記局に提出しなければならないが（264 条 1
項）、非公開会社においてはその必要はない（第 264 条第 3 項）。 
会社の取締役の情報は、会社登記局に登記されなければならず、取締

役の変更または取締役の情報の内容に変更があった場合、30 日以内に変

更の届出を行う必要がある（303 条）。登記すべき情報は、氏名、父親の

姓名（既婚女性の場合、夫の姓名）、住所、国籍、職業、他の会社の取締

役を兼ねている場合その内容、生年月日（公開会社のみ）等である。 
いずれの取締役（下記イで述べる方法により選任された取締役を含む）

も、公開会社、非公開会社を問わず、原則として株主総会普通決議によ

り解任することができる（284 条）。 
      
   イ 特別な方法による選任 
 
    また、会社設立時の当初株式の引受人のうち、個人である者は、 初

の株主総会（法定株主総会を除く）で取締役が適式に選任されるまでは、

取締役の地位にあるものとみなされる（当初取締役。254 条）。 
    あらかじめ附属定款により、取締役会に対して附属定款で定める取締

役の上限数まで取締役を選任する権限が与えられている場合、取締役会

決議により、当該上限数の範囲内で取締役を選任することが認められる

（260 条。本条に基づいて選任される取締役は、追加取締役（additional 
director）と呼ばれる）。追加取締役の任期は、選任後 初に来る株主総会

までとなる。 
    取締役が任期途中で辞任したり資格を喪失するなどして（資格喪失事

由については、下記ウ参照）、取締役に空席（casual vacancy）が生じた場

合、当該取締役の残任期を務める取締役は、株主総会普通決議ではなく、

取締役会決議により選任される（262 条）。この場合の後任の取締役の任

期は、前任者の任期と同じとなる。 
    また、取締役が少なくとも 3 ヶ月間取締役会が通常開催される州の外

にいるために、取締役会に出席できない場合、取締役会において当該取

締役の代替取締役（alternate director）を選任することができる（313 条）。

代替取締役は、代替対象となる取締役（以下、説明の便宜上、「原取締役」

という）の不在の期間中、原取締役に代わり、取締役としての業務執行

を行い、また取締役会に出席する。代替取締役の任期は原取締役の任期

と同じであるが、任期の途中で原取締役が州内に戻ってきた場合、代替

取締役は退任しなければならない。この代替取締役の退任後、原取締役

が再度州を離れる場合、あらためて取締役会により代替取締役が選任さ
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れることになる。後述のとおり、取締役会の承諾を得ずに取締役会を一

定以上欠席した場合、取締役の資格喪失事由となるため、合弁会社にお

いて、日本側取締役がインドから離れる場合、代替取締役を選任してお

くか、少なくとも欠席について取締役会の書面による承諾を得ておくこ

とが望ましい。 
    さらに、一定の場合には、少数株主権の行使の結果として、インド中

央政府により取締役が選任されることもある（会社法 408 条。第 1、3、
(2)、ア、(ｶ)参照） 

   
ウ 取締役の任期 
 
取締役の任期について、公開会社の場合、附属定款において「定時株

主総会ごとにすべての取締役が退任する」旨を定めた場合、取締役の任

期は次の定時株主総会までの 1 年間となる。一方、定款にそのような規

定を設けていない場合、定員の 3 分の 2 以上の数の取締役を、ローテー

ションにより退任する取締役とする必要がある（256 条）。 
「ローテーションにより退任する取締役」となった取締役は、任期の

長い者から 3 分の 1 ずつ（またはそれに も近い数ずつ）定時株主総会

において退任していく必要がある。その結果、「ローテーションにより退

任する取締役」の任期は通常 3 年間となる。一方、残り 3 分の 1 の取締

役については、この「ローテーションにより退任する取締役」には該当

せず、附属定款の規定により、その任期を 3 年以上とすることも可能で

ある。一般的には、マネージング・ディレクター（通常は会社の創業者

またはその一族であることが多い）は、「ローテーションにより退任する

取締役」とはならず、比較的長期の任期（4 年から 5 年など）で任命され

る取締役となることが多い。 
    なお、非公開会社の取締役の任期については上記のような制限はなく、

附属定款の規定により原則として自由に任期を定めることができる。非

公開会社において、取締役の任期の上限は特に存在しないが、一般に 10
年を超える任期を設定する会社は少ないようである。 

    当初取締役、空席が生じた場合の取締役、追加取締役および代替取締

役の任期は、それぞれ上記イで述べたとおりである。 
    さらに、取締役の任期中に下記に述べる一定の事由が生じた場合、当

該取締役は取締役としての資格を喪失し、その任期は当該事由が生じた

時点で終了する（283 条 1 項。vacation of office）。非公開会社の場合、附

属定款に規定することにより、これら以外の事由を資格喪失事由とする
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こともできる（第 283 条 3 項。なお、その反対解釈として、公開会社に

ついては、これら以外の事由を附属定款の規定により資格喪失事由とす

ることはできないと解されている）。下記(3)で述べる取締役の適格要件

も参照されたい。 
   ①附属定款上、一定数の株式保有が取締役となるための要件となってい

る場合において、指定された一定期間内に、取締役がその要件となっ

ている一定数の株式を取得しなかった場合 
   ②取締役が、裁判所により心身薄弱者の認定を受けた場合 

③取締役が破産申請を行った場合 
④破廉恥な行為（moral turpitude）を行ったとして有罪判決を受け、6 ヶ

月以上の懲役判決を宣告された場合 
⑤取締役が株式の引受人となっている場合に、払込みの期限から 6 ヶ月

を過ぎても、当該取締役が当該株式の払込みを行わなかった場合 
⑥取締役会の承諾を得ずに、(i)3 回連続で取締役会を欠席した場合、また

は(ii)3 ヶ月間にわたって全ての取締役会を欠席した場合。本号の適用

において、3 回の取締役会が開催されるまでに 3 ヶ月以上の期間が経過

した場合、(ii)は適用されず(i)が適用される。また、3 ヶ月以内に 3 回以

上の取締役会が開催された場合、(i)は適用されず(ii)が適用される。 
   ⑦（公開会社において）295 条に違反して、取締役またはその関係者が、

自身の利益のために会社から貸付、保証または担保提供を受けた場合 
   ⑧299 条に違反して、取締役の利害関係の開示を行わなかった場合 
   ⑨203 条の規定により、裁判所から取締役不適格者の認定を受けた場合 
   ⑩284 条に基づいて、株主総会普通決議により解任された場合 
   ⑪取締役選任が、会社内にオフィスを持っていることまたは会社から雇

用されていることを条件としていた場合に、オフィスの保有をやめ、

または雇用関係を解消した場合 
     
    上記のうち、日本企業が特に注意すべき任期終了事由は⑥（283 条 1 項

(g)）である。日本の会社法上は、取締役会を比較的長期にわたって欠席

したとしても、そのこと自体が（任務懈怠とみなされることはあるにし

ても）直ちに取締役の資格喪失事由とはならないのに対し、インド会社

法上は、取締役会の承諾を得ずに一定以上の取締役会を欠席した場合、

その事実自体が取締役の資格喪失事由とされている。 
実際に、日本企業とインド企業の合弁会社において、日本企業が選任

した取締役が取締役会を欠席し続けていたところ、両者の関係に問題が

生じた後、合弁会社のインド企業側の取締役が、日本企業側の取締役が
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取締役会に欠席し続けていたことを理由に 283 条 1 項(g)による資格喪失

を主張し、日本企業側の取締役を合弁会社から排除したという事例が報

告されている。この事例では、日本企業側の取締役は日本におり、合弁

会社の運営がうまくいっていること、およびインドに出張する時間が取

れないことなどを理由に取締役会を欠席し続けていたものであるが、日

本企業とインド企業との関係に問題が生じるに至って、「取締役会から欠

席の承諾を得ずに取締役会を欠席し続けた」という形式的理由をもって、

日本企業側の取締役が排除されてしまったものである。この事例におい

て、日本企業側の取締役は、283 条 1 項(g)の規定を認識しておらず、取締

役会を欠席するのに取締役会から書面での承諾を得ていなかった。その

ため、取締役会から欠席の承諾を得たことを証明できないまま、資格喪

失の主張が通ってしまったものである。 
以上から、取締役会を欠席する場合、取締役会が数ヶ月に 1 回の頻度

で開催されている場合には 3 回連続での欠席は避け、また 3 ヶ月以内に 3
回以上の頻度で開催されている場合には、その全てに欠席することは避

けるべきである。また、やむをえず取締役会を欠席する場合でも、必ず

取締役会から当該欠席を承認する旨の書面を取得しておくべきである。

さらに、長期の欠席が予想される場合、代替取締役を選任するなどの措

置を講じるべきである。 
 
 
［ケーススタディ 5］ 
 

Q1 日本企業とインド企業の合弁会社において、1 月 1 日、3 月 1 日、5 月 1 日に、そ

れぞれ取締役会がインド国内で開催されたが、日本企業側の取締役はいずれも取締

役会の承諾を得ることなく欠席した。この場合、取締役の資格喪失事由となるか。 
 

A1 資格喪失事由となる。 
設問の場合、取締役会が 3 回開催されるまでに 4 ヶ月が経過しており、これを全

て欠席することは、283 条 1 項(g)の「3 回連続で取締役会を欠席する」という取締

役の資格喪失要件をみたすためである。 
 

Q2 日本企業とインド企業の合弁会社において、1 月 1 日、1 月 15 日、2 月 1 日、2 月

15 日、3 月 1 日、3 月 15 日に、それぞれ取締役会がインド国内で開催された。日

本企業側の取締役は 2 月 1 日、2 月 15 日、3 月 1 日の取締役会を、取締役会の承諾

を得ることなく 3 回連続で欠席した。この場合、取締役の資格喪失事由となるか。 
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A2 資格喪失事由とならない。 
設問の場合、3 ヶ月以内に 6 回の取締役が開催されていることから、これらを全

て欠席しない限りは、283 条 1 項(g)の「3 ヶ月間にわたって全ての取締役会を欠席

した場合」という取締役の資格喪失要件をみたさないためである。 
3 回の取締役会が開催されるまでに 3 ヶ月以上の期間が経過した場合には、3 回

連続で取締役会を欠席することが資格喪失事由となるが、3 ヶ月以内に 4 回以上の

取締役会が開催される場合には、その 3 ヶ月間に全ての取締役会を欠席することが

資格喪失事由となるためである。 
 

Q3 日本企業とインド企業の合弁会社において、1 月 1 日、2 月 1 日、3 月 1 日に、そ

れぞれ取締役会がインド国内で開催された。日本企業側の取締役は、いずれも取締

役会の承諾を得ることなく欠席した。この場合、取締役の資格喪失事由となるか。 
 

A3 3 月 1 日の時点では資格喪失事由とならないが、4 月 1 日を経過した時点で資格喪

失事由となる。 
設問の場合、1 月 1 日から 3 月 1 日までは 2 ヶ月間であるため、これらを全て欠

席したとしても、「3 回の取締役会が開催されるまでに 3 ヶ月以上の期間が経過し

ていること」という要件をみたさないため、3 月 1 日の時点では、283 条 1 項(g)の
「3 回連続で取締役会を欠席する」という取締役の資格喪失要件はみたさない。 

もっとも、4 月 1 日が経過した時点で、「3 ヶ月以内に 3 回以上の取締役会が開催

されていること」という要件をみたすことになってしまい、その結果、283 条 1 項

(g)の「3 ヶ月間にわたって全ての取締役会を欠席した場合」という取締役の資格喪

失要件をみたすことになる。 
このような時間の経過による資格喪失要件の充足を避けるためには、3 ヶ月以内

に 3 回の取締役が開催される場合、少なくとも 1 回については出席するか、少なく

とも欠席につき取締役会の書面による承諾を得ておくべきである。 
 

 
  (3) 取締役の適格要件 
 

インド会社法上、個人であること、および成人（インド法上は 18 歳以上）

であることの両要件をみたしていれば、取締役の不適格要件に該当しない

限り、誰でも取締役になることができる（253 条）。 
国籍を問わないため、日本人でもインド内国会社の取締役に就任するこ

とが可能であり、またインドの居住者である必要もない。ただし、銀行、
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保険会社等一定の業種については、いわゆる業法規制により、インドの国

籍保有者でなければマネージング・ディレクター（下記(5)参照）になるこ

とができない等の制約がある。 
インド会社法上の取締役の不適格要件は、以下のとおりである（274 条 1

項）。非公開会社については、附属定款に規定することにより、これら以外

にも不適格要件を定めることができる（274 条 3 項。その反対解釈として、

公開会社についてはこれら以外の不適格要件を附属定款で定めることはで

きないと解されている）。 
①裁判所により心身薄弱者の認定を受けた者 
②免責前の破産者 
③破産申請後、破産手続中の者 
④破廉恥な行為（moral turpitude）を行ったとして有罪判決を受け、6 ヶ月

以上の懲役判決を宣告され、かつ判決から 5 年が経過していない者 
⑤株式の引受人となっている場合に、当該株式の払い込みを懈怠した者 
⑥203 条の規定により、裁判所から不適格者との認定を受けた者（過去に会

社設立、運営、清算に関して有罪判決を受けた者などが該当） 
  ⑦公開会社において、3 事業年度にわたって年次報告書（annual return）等

の提出を懈怠した者、1 年以上社債の利息や配当等の支払いを懈怠するな

どした者 
 

さらに、取締役は同時に 15 社を超える会社の取締役を兼ねてはならない

とされているため（275 条）、すでに 15 社の取締役に就任している場合、原

則として別の会社の取締役となることはできない。ただし、「15 社」の中に

は、公開会社の子会社または持株会社でない非公開会社、無限責任会社

（unlimited company）等の一定の会社は含まれない（278 条）。 
 
  (4) 取締役の権限 
 

インド会社法上、会社代表権限および業務執行権限を有しているのは第

一次的には取締役会（Board of Directors）であり、個々の取締役は、取締役

会による明示または黙示の授権に基づいて、それぞれ会社を代表し、業務

を執行する権限を有する。すなわち、個々の取締役は、少なくとも対外的

には、会社代表権限および業務執行権限を有している。 
取締役会による授権の有無は会社の内部的な事情であり、特に黙示的な

ものの場合には外部からは窺い知れないため、第三者保護の観点から、取

締役が取締役会の授権に基づかずに会社代表行為や業務執行行為を行った
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場合であっても、会社は当該取締役の行為について原則として責任を負う

と解されている（なお、このような取締役の行為に対する会社の表見責任

の考え方は、取締役の選任が事後的に違法、無効であったことが判明した

場合であっても、無効とされるまでの取締役の行為については有効とみな

す 290 条にも現れている）。 
また、附属定款に規定することにより、取締役の会社代表権限および業

務執行権限を内部的に制限することが可能であるが、判例上、附属定款上

取締役の権限を制限する特別な規定がある場合でも、その規定による制限

は善意の第三者には対抗できないことが示されている。そのため、定款上

に「業務執行権限はマネージング・ディレクターのみが有する」等の規定

を置いて、個々の取締役の業務執行権限を制限したとしても、その制限は

原則として善意の第三者には対抗できない（このことは、日本の会社法上、

代表取締役の権限に内部的に加えた制限は原則として善意の第三者に対抗

できないとされていることに類似する。）。なお、会社の附属定款は登記書

類として一般の閲覧に供されているが、そのことは第三者の悪意を擬制す

るものではなく、個別具体的な事情において第三者が附属定款上の権限制

限につき善意でありさえすれば、取締役の表見責任が認められる。 
このように、取締役会による授権の有無や附属定款上の権限制限規定の

有無が、会社の内部的な事情として原則として取締役の会社代表行為およ

び業務執行行為の有効性に影響を与えないことは、取締役の対外的な会社

代表権限および業務執行権限を担保するものである。なお、取締役会の授

権を欠いて、または附属定款上の権限制限規定に反して、会社代表行為お

よび業務執行行為を行うことは、会社の内部的には、取締役の善管注意義

務違反等の問題を構成する。 
このように、インド会社法上、個々の取締役が対外的な会社代表権限お

よび業務執行権限を有しているということは、日本の会社法上、取締役会

設置会社においては個々の取締役は原則として取締役会の構成員にすぎず、

取締役会のみが意思決定機関（執行機関は代表取締役）とされており、個々

の取締役には原則として会社を代表する権限がないことと大きく異なる。 
なお、当初取締役、追加取締役および代替取締役等の特別な方法で選任

された取締役についても、株主総会普通決議で選任された取締役と同じ権

限を有しており、これらの取締役の権限を、他の取締役に比べて制限する

ということは認められない（ただし、附属定款の規定により、全ての取締

役の権限を一括して制限することは可能である）。  
 
  (5) 取締役の種類 
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   ア マネージング・ディレクター（managing director）および常勤取締役

（whole-time director） 
 
    上記(4)で述べたとおり、インド会社法上、個々の取締役は、対外的な

会社代表権限および業務執行権限を有する。そのため、インド会社法上

は、日本の会社法上の代表取締役（representative director）に直接対応す

る概念は存在しない（個々の取締役が会社を代表して業務を執行する権

限を有する以上、会社代表機関および業務執行機関としての代表取締役

を置く必要がないためである。）。 
その一方、取締役会による包括的な授権を受ける取締役として、株主

総会普通決議により、マネージング・ディレクター（managing director）
を選任することが認められている（269 条）。上述のとおり、通常の取締

役でも対外的な会社代表権限および業務執行権限を有することには変わ

りがないが、マネージング・ディレクターは取締役会から包括的な授権

を受けていること、したがって対外的のみならず内部的にも会社代表権

限および業務執行権限を有することが明確である点に特徴がある。その

ため、マネージング・ディレクターによる会社代表行為および業務執行

行為は、通常必ず会社に効果帰属する。 
マネージング・ディレクターの権限を附属定款で制限することは可能

であるが、当該制限につき善意の第三者には対抗できないこと、附属定

款は登記書類であって一般の閲覧に供されているが、そのことは第三者

の悪意を擬制するものではないこと、したがって個別具体的な事情にお

いて第三者が附属定款上の権限制限につき善意でありさえすれば、マネ

ージング・ディレクターの表見責任が認められることは、上記(4)で述べ

た取締役の表見責任の問題と同様である。 
また、マネージング・ディレクターと同時に、または単独で、常勤取

締役（whole-time director）を選任することも可能である42。常勤取締役は、

マネージング・ディレクターと同様、取締役会から包括的な授権を受け

ていることが通常であり、したがって対外的のみならず内部的にも会社

代表権限および業務執行権限を有する取締役であると認識されている。

すなわち、インド会社法上、常勤取締役は単なる「常勤の取締役」とい

うニュアンスではなく、マネージング・ディレクターに次いで内部的に

権限を有し、会社代表権限および業務執行権限を有する取締役であると

                                                 
42 ただし、マネージング・ディレクターを選任せずに、常勤取締役のみを選任している会社は、

実務上あまり見受けられない。 
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理解されている。 
マネージング・ディレクターおよび常勤取締役の不適格要件は、以下

のとおりである（267 条）。なお、マネージング・ディレクターおよび常

勤取締役は取締役でもあるため、上記(3)で述べた不適格要件も適用され

る。 
①免責前の破産者または過去に破産宣告を受けたことがある者 
②債権者から支払い猶予（suspense）を受けたことがある者 
③破廉恥な行為（moral turpitude）を行ったとして有罪判決を受けたこと

がある者 
 
さらに、公開会社において、以下の要件をみたさない者を、公開会社

のマネージング・ディレクターまたは常勤取締役に選任する場合には、

インド中央政府の認可を得る必要がある（269 条 2 項、インド会社法別紙

13（schdule XIII））。 
   ①一定の法令上の罰則により、懲役刑の判決を受け、または 1000 ルピー

超の罰金を受けたことがないこと 
②1974 年外国為替保護および密輸禁止法（Conservation of Foreign 

Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974）に基づく勾留

を受けたことがないこと 
   ③25 歳以上 70 歳未満であること 
   ④2 つ以上の会社において経営者（マネージング・ディレクターであるだ

けでは足りず、経営的立場にある者（managereal person）をいう）であ

り、その会社から報酬を受領している者 
   ⑤インド居住者であること（マネージング・ディレクターとなりうる「イ

ンド居住者」の要件は、満１年以上継続してインドに居住しているこ

と） 
 
なお、取締役ではないが、マネージャー（manager）も、取締役会から

包括的授権を受けた者として認識されている（384 条）。マネージング・

ディレクターおよび常勤取締役が、取締役の地位を有し（したがって、

もともと対外的な会社代表権限および業務執行権限を有している）、かつ

内部的に取締役会から包括的な授権を受けている者をいうのに対し、マ

ネージャーは、取締役ではないが取締役会から包括的な授権を受けたこ

とにより、対外的および内部的に会社代表権限および業務執行権限を有

している者をいう。 
マネージャーについては、その権限および経営上の地位から、取締役
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に準じて、公開会社におけるマネージャーの兼任上限数（386 条）や、報

酬の上限（387 条）が定められている。なお、非公開会社についてはこれ

らの制限は適用されない（388 条）。 
インドにおいて、マネージング・ディレクター、常勤取締役およびマ

ネージャーは、会社の内部において会社の主導権を握っている者（会社

設立者やその一族等）が就任することが多く、「マネージング・ディレク

ター」という役職の重みは、日本の代表取締役に相当する。また、マネ

ージング・ディレクターと日本の代表取締役とは、前者が並存的、後者

が独占的という相違はあるものの、いずれも会社代表権限および業務執

行権限を有している点で共通している。そのため、インドにおけるマネ

ージング・ディレクターは、日本における代表取締役に相当する役職で

あると理解して差し支えないと思われる。 
 

   イ 選任 
 
マネージング・ディレクターの選任は、取締役会決議事項ではなく、

株主総会普通決議事項とされている（269 条）。この点、日本法上、代表

取締役の選任が取締役会決議事項とされていることと異なる。なお、既

に他の会社のマネージング・パートナーまたはマネージャーとなってい

る者を、会社のマネージング・パートナーまたはマネージャーに選任す

る場合においては、株主総会普通決議に加えて、取締役会で全員一致の

賛成決議を得る必要がある（316 条 2 項、386 条 2 項）。 
公開会社においては、マネージング・ディレクター、常勤取締役また

はローテーションで退任する取締役以外の取締役の選任に関する規定

（基本定款、附属定款、契約いずれの規定であるとを問わない）を修正

する場合、インド中央政府の認可が必要とされる（268 条）。 
全ての会社が必ずマネージング・ディレクター、常勤取締役またはマ

ネージャーを選任しなければならないというわけではなく、資本金が

5000 万ルピー以上の公開会社についてはマネージング・ディレクター、

常勤取締役またはマネージャーの選任が法律上強制されている一方、資

本金が 5000 万ルピー未満の公開会社および非公開会社については必ずし

もこれらを選任する必要がない（269 条 1 項）。このように、マネージン

グ・ディレクターの選任が必須でない（資本金 5000 万ルピー以上の公開

会社であっても、常勤取締役を選任すればマネージング・ディレクター

を選任する必要はない）ことからも、インド会社法上のマネージング・

ディレクターの位置づけと、日本の会社法上の代表取締役の位置づけの
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相違が窺える。 
なお、公開会社において、マネージング・ディレクター、常勤取締役

またはマネージャーを選任する場合、当該選任についてインド中央政府

の承認を得ることが必要とされている（269 条 2 項）。上記アで述べたと

おり、マネージング・ディレクター、常勤取締役およびマネージャーは、

会社の内部において会社の主導権を握っている者が就任することが多い

ことから、少なくとも公開会社（通常、上場会社または一定の業法規制

を受ける会社がこれにあたる）においては、これらの者の選任につき一

定程度インド政府のコントロールを及ぼそうとする趣旨であると考えら

れる。 
マネージング・ディレクター、常勤取締役またはマネージャーが選任

された後であっても、個々の取締役が対外的な会社代表権限および業務

執行権限を失うわけではなく、取締役が会社を代表して業務を執行でき

ることに変わりはない。もっとも、付属定款上、マネージング・ディレ

クター（または常勤取締役もしくはマネージャー）以外の取締役による

業務執行を禁じる旨の規定がある場合、当該取締役の業務執行行為は定

款に違反するものとして、善管注意義務違反を構成する可能性がある。 
マネージング・ディレクターの任期は、公開会社においては 長 5 年

とされているが、任期満了時の再任は可能とされている（317 条 1 項、2
項および 3 項）。また、非公開会社においては任期の上限は特に定められ

ていない（同条 4 項）。 
 

(6) 取締役の義務および責任 
   
   ア 取締役の義務 
 
    (ｱ) 一般的義務 

 
インド会社法上、会社の取締役は、善管注意義務、忠実義務、能力

発揮義務、勤勉義務、責任を回避しない義務、競業避止義務等43を負う。

これらは、本質的にはいずれも日本の会社法上の善管注意義務や忠実

義務と同様の義務である（能力発揮義務や勤勉義務等も、結局は善管

注意義務や忠実義務に還元される）。 
また、取締役は取締役会の構成員であるため、善管注意義務の一環

                                                 
43 上場公開会社の取締役については、さらに上場を適切に維持する義務や継続開示を適切に行

う義務等が課せられる。もっとも、これらも結局は善管注意義務に還元されるといえる。 
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として取締役会に出席し、審議および議決権行使を行う義務を負う。 
 

    (ｲ) 利益相反取引における情報開示義務 
 
上記で述べた一般的義務のほか、取締役は、類型化された義務とし

て、利益相反取引における情報開示義務を負う。 
すなわち、取締役は、直接的または間接的に、会社との間で会社と

自身の利益が相反する可能性のある取引を行う場合（会社との間で自

己または第三者のために契約を締結する場合等）、その事実を取締役会

において開示する義務を負う（299 条）。取締役がこの開示義務を怠っ

た場合、上限 5 万ルピーの罰金が課せられる。 
公開会社の取締役会は、開示された利益相反取引が会社側の行為を

要するものである場合（当該取締役と会社間の契約の締結など）には、

開示された情報をもとに会社として当該行為を行うかどうかの決定を

行う44。この決定を行うための取締役会決議には、当該情報を開示した

利害関係を持つ取締役は参加することができず、取締役会の定足数に

も算入されない（300 条）。なお、非公開会社については、この規定は

適用されない（同条 2 項）。 
なお、上記に従って取締役から開示された利益相反取引の内容、当

事者、契約内容、取締役会の決議の日付、取引の承認に賛成または反

対した取締役の氏名等の情報は、会社において記録されなければなら

ない（301 条）。 
 
    (ｳ) 貸付、保障および担保の差入れの禁止 
 

公開会社においては、利益相反取引規制の一種として、会社が取締

役またはその一定の関係者に対して貸付、保証、担保の差入れを行う

ことは、インド中央政府の事前承認を得た場合を除いて禁止されてい

る（295 条）。この規制は、非公開会社には適用されない。 
具体的に、貸付、保証および担保差入れが禁止される者は、以下の

とおりである（インド会社法 295 条 1 項）。ただし、下記②から④につ

いては、親子会社間の取引となる場合には、適用されない。 

                                                 
44 この取締役会の決定は、あくまで「会社がその取引にかかる行為を行うか否か」についての

決定であって、取締役の利益相反取引を承認するための決定ではない。この点、同じく利益相反

取引の承認について規定する日本の会社法第 356 条第 1 項第 2 号は、「取締役による利益相反取

引」それ自体の承認について規定していることと対比される。 
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①会社の取締役もしくは親会社の取締役またはそれらの親族 
②取締役またはその親族が出資者となっている会社 
③当該取締役がコントロールできる議決権が 25%以上を超えている会

社 
④取締役が取締役、マネージング・ディレクターまたはマネージャー

を務める会社 
 
   イ 取締役の責任 
 

取締役が、インド会社法上の諸義務に違反し、当該違反により会社に

損害を与えた場合には、民事上の損害賠償責任を負う。もっとも、イン

ド会社法上、日本の会社法上の株主代表訴訟のような訴訟類型は定めら

れていない。株主は会社や取締役に対して 1908 年民事訴訟法（Code of 
Civil Procedure, 1908）に従って損害訴訟を提起することができるが、これ

らは通常の民事訴訟（クラス・アクションによるものも含む。）と同じ手

続によるものであり、インド会社法上の特別の訴訟類型によるものでは

ない。（脚注 40 参照） 
また、取締役は、民事上の責任のほか、刑事罰も負う。インド会社法

の特徴として、取締役その他の会社役員（officer）の義務について定める

規定は、多くの場合義務違反があった場合の罰則45も同時に定めており、

手続違反を含むほとんどの義務違反のケースにおいて、取締役や会社秘

書役等の役員個人に対して刑事罰が課される可能性がある。日本の会社

法では、手続違反の場合、行政罰としての過料が課されるだけであるの

に対し（日本会社法 976 条）、インドの会社法では手続違反であっても刑

事罰が課されることに注意する必要がある。 
    これらの罰則は、「義務を懈怠した役員（officer who is in default）」に対

して課されるものとされているが、どのような場合に「義務を懈怠した」

と言えるかについては個々のケースごとに異なり、必ずしも明確な基準

があるわけではない。もっとも、インド会社法 5 条は、懲役や罰金等の

刑事罰による処罰に際して、「義務を懈怠した役員」とみなされる者を規

定している。同条によれば、マネージング・ディレクター、常勤取締役、

マネージャー、会社秘書役その他一定の要件をみたす者については、会

社による義務懈怠行為が生じた場合、「義務を懈怠した役員」とみなされ、

実際にそれらの者がどのような行動をとっていたかにかかわらず、当該

                                                 
45 多くの場合、6 ヶ月以下の懲役もしくは 5 万ルピー以下の罰金またはその併科が罰則として定

められている。 
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義務懈怠について責任がある者とみなされ、処罰対象となる。そのため、

現地法人や合弁会社において、マネージング・ディレクターや常勤取締

役の地位にある者は、義務違反が生じた場合には、実際の勤務状況その

他にかかわらず、「義務を懈怠した役員」として、個人として刑事訴追さ

れ、刑事罰を追及される可能性があることに、十分に注意すべきである。 
    一方、これらに該当しない平取締役等の会社役員については、義務懈

怠は擬制されず、刑事訴追を行う側が当該役員の義務懈怠を立証する必

要がある。この場合、訴追された取締役等は、違反行為が故意によるも

のではなかったこと、および違反を防止するために相当の注意を尽くし

たことを立証できれば（必ずしも立証義務はないが、防御手段の 1 つと

して立証できれば）、通常法的責任を問われることはない。 
 

(7) 取締役の報酬 
 

取締役の報酬は、インド会社法 198 条の規定に従い、附属定款の規定ま

たは株主総会普通決議により決定される（309 条 1 項）。ただし、附属定款

上、特別決議による決定が要求されている場合には、特別決議が必要とさ

れる。 
取締役の「報酬（remuneration）」には、会社が取締役のための負担した各

種費用も含まれる。具体的には、会社が取締役の住居費のために支出した

費用、取締役に供与する便益や物のために支出した費用、取締役の義務や

履行すべきサービスを会社が代わって履行するために支出した費用、なら

びに会社が取締役およびその家族のために支出した保険や年金の費用は、

いずれも取締役の「報酬」に含まれる（198 条説明書き(a)から(d)） 
   公開会社については、取締役およびマネージャーに対する報酬総額の上

限が定められており、その上限額は当期純利益の 11％とされる（198 条 1
項）。会社がこの上限額を超える報酬を支払う場合、インド中央政府の事

前承認が必要となる（同条 4 項）。一方、非公開会社についてはそのような

上限規制はない。この規制の趣旨は、公開会社は通常上場会社か業法規制

を受ける会社であり、公共の利害に関係することが多いことから、これら

の会社について過大な報酬による会社資産の流出を避ける点にある。 
さらに、公開会社においては、マネージング・ディレクター、常勤取締

役以外の取締役に対する報酬の上限額が、①マネージング・ディレクター、

常勤取締役またはマネージャーを選任している会社については当期純利益

の 1％、②その他の会社については当期純利益の 3％とされている。会社が

この上限額を超える報酬を支払う場合、インド中央政府の事前承認ととも
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に、株主総会特別決議による承認を得る必要がある（309 条 4 項、7 項）。

一方、非公開会社では、これらの取締役に対する報酬の上限規制は課され

ない（同条第 9 項）。この規制の趣旨は、公開会社について、経営に実質的

に関与しない取締役に対する過大な報酬の支払いを防止する点にある。 
公開会社におけるマネージング・ディレクターおよび常勤取締役の報酬

は、毎月定額払いもしくは当期純利益の一定割合、またはそれらの併用に

より支払われる（309 条 3 項）。ただし、「当期純利益の一定割合」という報

酬の定め方をする場合、当該割合はマネージング・ディレクターまたは常

勤取締役である取締役 1 人あたり当期純利益の 5%を超える数字であっては

ならず、かつ取締役全員の合計で 10％を超えてはならない。 
一方、公開会社におけるマネージング・ディレクターおよび常勤取締役

以外の取締役に対する報酬は、取締役会ごとの支払いか、月額定額方式に

よる支払いかのいずれかの方法で支払われる（309 条 2 項） 
なお、公開会社がいったん定めた取締役報酬を増加させる場合、インド

中央政府の認可が必要となる（310 条）。また、同じく公開会社において、

取締役の再任または取締役のマネージング・ディレクターもしくは常勤取

締役への就任に際して、その報酬を増加させる場合、インド中央政府の認

可が必要となる（第 311 条）。 
  

2 取締役会 
   

(1) 定義 
 

インド会社法上、取締役会（Board of directors）は「会社の取締役の総称」

として定義されており、日本の会社法のように「取締役とは別個独立の会

社の機関（個々の取締役は取締役会の構成員にすぎない）」とはされていな

い（252 条 3 項）。そのため、個々の取締役は、取締役会の構成員であると

同時に、独自の対外的な会社代表権限および業務執行権限も有している（上

記 1、(4)参照）。 
上記定義から、インド会社法上、「取締役会非設置会社」という概念は存

在しない。非設置会社の制度が存在しないのではなく、そもそもの「取締

役会」の概念が異なるため、公開会社であれ非公開会社であれ、取締役が

複数いる会社は、必ず取締役会（Board of directors）を持つということにな

る。 
 

  (2) 人数および定足数 
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取締役の 低数が、公開会社においては 3 人以上とされており、非公開

会社においては 2 人以上とされていること、および上限数が公開会社、非

公開会社のいずれについても原則として 12 人とされていることから（252
条、259 条。上記 1、(1)参照）、取締役会の構成員の数も、原則この範囲に

収まる。 
取締役会の定足数は、取締役全員の数の 3 分の 1（端数が出る場合、切り

上げ）または 2 人のいずれか多い方と定められている（287 条）。なお、定

足数について、議題に関して利益相反が生じる取締役については、定足数

にはカウントされず、その結果議論や議決のための投票に加わることがで

きない。なお、予定されていた取締役会の日時に定足数が揃わなかった場

合、取締役会は自動的に 1 週間後の同じ曜日、同じ時刻に延期される（288
条）。また、後述の書面決議を行う場合、決議時点でインド国外にいる取締

役は定足数にカウントされない。 
 
  (3) 取締役会の召集と開催 
 

インド会社法上、取締役会は原則として 3 ヶ月に 1 回以上かつ 1 年に 4
回以上開催しなければならないとされている（285 条）。この開催は会合形

式で行われなければならず、書面決議（289 条）を持ってこれに換えること

はできない（取締役会の書面決議については、下記(5)参照）。 
いずれの取締役も、いつでも取締役会を招集することができる。取締役

会の召集通知は書面で行われる必要があり、召集手続の省略は認められて

いない（286 条 1 項）。インド会社法上、召集通知の発送時期について明文

規定はないが、判例上、たとえば数時間前の招集通知など、取締役が当該

通知を受け取った後、取締役会に出席するのに十分な時間が与えられない

場合には、召集通知は無効となると解されている。召集通知が無効となっ

た場合、それに続いて開催された取締役会も無効となるため、招集通知は

十分な余裕をもって取締役に送達される必要がある。 
召集通知は、インド国内にいる取締役については方法を問わず渡せばよ

く、インド国外にいる取締役については、当該取締役が通常インドにおい

て居所としている場所（usual address）に送達する必要がある（286 条）。こ

の召集通知の送達を召集通知担当の役員が怠った場合、1000 ルピーの罰金

が課される。 
取締役会は必ずしも会社の本店所在地で開催される必要はなく、インド

国内のその他の場所、あるいは外国で開催することも可能である。ただし、
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取締役会は現実の会合形式で開催される必要があり、電話会議やビデオ会

議による開催は認められていない。 
取締役会の議長は、通常取締役会決議により選任される（標準附属定款

76 条参照）。 
取締役会が開催された場合、議事録が作成、保管されなければならない

（193 条）。 
   
  (4) 取締役会の権限 
 

日本の会社法上は、取締役会は意思決定機関であり、執行機関は代表取

締役（または取締役）とされているが、インド会社法上、取締役会（Board 
of directors）それ自体が意思決定機関であるとともに執行機関を兼ねている

（291 条）。個々の取締役の対外的な会社代表権限および業務執行権限が、

この取締役会の業務執行権限およびその明示または黙示による授権に由来

するものであることは、上記 1、(4)で述べたとおりである。 
取締役会の権限は、法令や定款で株主総会やその他の会社の機関（監査

役、会社秘書役等）に留保されている権限以外のほぼ全ての権限に及び、

これらについて決議を行うとともに、決定した事項を執行する（291条1項）。

また、株主総会の決議により、既に行われた取締役会の行為を無効とする

ことはできないとされている（同条 2 項）。 
取締役会で決議すべき事項のうち、特に重要なものについてはインド会

社法 292 条に列挙されており、これらについては、必ず会合形式の取締役

会により決議され、執行されなければならず、後述の書面決議による決議

は認められていない（292 条 1 項）。 
①株式の払い込みを行わない株主に対する払込請求 
②自己株式の買取り 
③社債の発行 
④借入 
⑤会社資金の投資 
⑥融資 

 
   さらに、インド会社法上、下記の事項については、取締役会決議により

決定されなければならないとされている。 
①取締役に空席（casual vacancy）が生じた場合の取締役の選任（262 条。上

記 1、(2)、イ参照）。 
②ある取締役と利益が相反する契約の締結の承認（297 条 4 項） 
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③既に他の会社のマネージング・パートナーまたはマネージャーとなって

いる者を、会社のマネージング・パートナーまたはマネージャーに選任

する際の、取締役全員一致の賛成による承認（316 条 2 項、386 条 2 項。

上記 1、(5)、イ参照） 
④（公開会社において）企業間融資および投資（Inter-corporate loans and 

investments）を行う際の、取締役全員一致の賛成による承認（372A 条） 
⑤債務弁済見込宣言（488 条 1 項。第 7 節、第 3、2、(1)参照） 

   
その他、取締役による利益相反情報の開示を受けること（299 条。上記 1、

(6)、ア参照）、および取締役の保有株の開示を受けること（308 条）も、取

締役会により行われなければならない。 
 

一方、取締役会の権限を制限する規定として、公開会社においては、取

締役会が下記の行為を行うにあたっては、株主総会普通決議による同意が

必要とされる（293 条 1 項。なお、非公開会社においては、取締役会は株主

総会普通決議を経ることなく下記事項を行うことができる。）。 
①会社の事業の一部または全部の譲渡、貸与または放棄 
②取締役の会社に対する期限が到来した債務の支払への猶予期間の付与 
③第三者に会社資産を強制取得された場合に、当該強制取得に際して受領

した対価を投資すること 
④会社の資本金および準備金の合計額を超える金額の借受け（一時貸付を

除く） 
⑤50,000 ルピーまたは平均純利益の 5％のいずれか大きい金額を超える金

額を、会社の事業に直接関係しない慈善基金その他の基金に寄付するこ

と 
 
  (5) 取締役会の決議要件 
 

取締役会の決議要件について、インド会社法上明文の規定はない。もっ

とも、一般に、附属定款において決議要件は出席取締役の過半数の賛成と

されている（標準附属定款 74 条参照）。もちろん、附属定款で、一般的に

または特定の事項につきこれよりも厳しい決議要件を定めた場合、それに

従う。また、上述のとおり、既に他の会社のマネージング・パートナーま

たはマネージャーとなっている者を、会社のマネージング・パートナーま

たはマネージャーに選任する場合（316 条 2 項、386 条 2 項）や、公開会社

において企業間融資および投資（Inter-corporate loans and investments）を行
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う場合（372A 条）には、取締役の全員一致による決議が必要となる。 
取締役会決議を書面決議で行うことも可能とされている（289 条）。日本

の会社法上は、取締役の書面決議は取締役全員の賛成が議案の成立要件と

されているが（したがって、全員一致で賛成の場合以外は可決できない）、

インド会社法上は、通常の会議による決議と同様、過半数の賛成があれば

決議できることが特徴である。ただし、インド会社法上の書面決議の場合、

決議時点でインド国外にいる取締役は定足数にカウントされず、決議にも

参加することはできない。 
インド会社法上の取締役会の書面決議の成立要件は以下のとおりである。 

①決議すべき議題に関する書類が、その添付書類とともに全ての取締役に

回覧されていること（ただし、インド国外にいる取締役については、そ

の取締役が通常インドの居所とする場所に送付すれば足りる） 
②①の回覧の時点で、インド国内にいる取締役の数が、取締役会の定足数

をみたしていること（インド国外の取締役は、定足数にカウントされな

い） 
③書面により、定足数にカウントされたインド国内にいる取締役の過半数

の賛成が得られること 
 
   なお、上記(4)で述べたとおり、払込請求、自己株式の買取り、社債発行

等の一定の事項については、書面決議を行うことはできない（292 条 1 項）。 
 
 
［ケーススタディ 6］ 
 

Q1 取締役が 10 人いる会社において、ある時点で、3 人がインド国内におり、残り 7
人はインド国外にいた。この時点で取締役会の書面決議を行うことはできるか。 

 

A1 できない。 
   取締役会の定足数は、取締役全員の数の 3 分の 1（端数が出る場合、切り上げ）

または 2 人のいずれか多い方と定められている（287 条）。設問の場合、取締役数

は 10 人であることから、その取締役会の定足数は 4 人となる。したがって、イン

ド国内に 4 人以上いる場合でなければ、取締役会書面決議はできない。 
 

Q2 取締役が 10 人いる会社において、6 人がインド国内におり、残り 4 人がインド国

外にいる時点で、取締役会書面決議を行うべく書類の回覧を行った。書面決議が成

立するのはどのような場合か。 
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A2 定足数にカウントされた 6 人のうち、過半数（4 人）が賛成した場合。 
インド国外にいる 4 人は、そもそも定足数にカウントされておらず、したがって議

決にも参加することができない。あくまで、インド国内におり、したがって定足数

にカウントされた取締役の過半数の賛成により、書面決議は成立する。 

 
 
  (6) 取締役小委員会 
 

取締役会はその決議により、その権限を取締役で構成される委員会（イ

ンド会社法上特別に規定される委員会ではなく、会社自身が任意に設置す

る委員会。以下、説明の便宜上「取締役小委員会」という。）に委譲（delegate）
することができる。 
上記(4)で述べた取締役会決議事項（書面決議禁止事項）の中でも、借入、

会社資金の投資および貸付については、取締役小委員会への権限委譲が明

文で認められている（292 条 1 項）。もちろん、これら以外の事項について

も、取締役会による権限委譲決議があれば、権限委譲が禁止される事項で

ない限り、取締役小委員会に権限を委譲することが可能である。通常、あ

る程度規模のある会社は、公開会社、非公開会社を問わず、複数の取締役

小委員会を設置して、取締役会からの権限委譲を行い、経営の専門分化を

行っていることが多い。 
取締役小委員会の定足数や決議要件、書面決議の要件は、会社の内部規

則により定められ、その内容は通常取締役会のものに準じる。 
一般的に、適法に権限委譲を受けた取締役小委員会で決議された事項に

ついては、附属定款上特別な規定がない限り、そのまま取締役会決議と同

等の効力を有するものとみなされ、同じ決議事項について再度取締役会決

議を経る必要はない。 
取締役小委員会の会合が開催された場合、議事録が作成、保管されなけ

ればならない（193 条）。 
 
第 3 監査役および監査委員会 

 
 1 監査役 

 
  (1) 定義および人数 
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インド会社法上、監査役（auditor）は、会社の会計監査および監査意見の

表明の権限を有する一方、業務監査権限は有していない（227 条）。この点

で、インド会社法上の監査役は、原則として業務監査権限を有する日本の

会社法上の監査役とは大きく異なっており、むしろ会計監査人に近い存在

であるといえる。 
インド会社法上、業務監査を行うとされているのは、後述の監査委員会

（基本的に取締役により構成される）である。すなわち、インド会社法上

の監査役および監査委員会は、日本の会社法上の会計監査人および委員会

等設置会社における監査委員会に相当するといえる（なお、インド会社法

上、会計監査人という機関は存在しない）。 
その会計監査人としての性格から、インド会社法上、監査役は 1 人で足

りると解されている。 
 
  (2) 適格要件および不適格要件 
 

インド会社法上の監査役は、日本の会社法上の会計監査人に相当するこ

とから、個人で監査役となりうるのは、原則として 1949 年インド勅許会計

士法（Chartered Accountants Act, 1949）に基づく勅許会計士の資格を有する

者のみとされている（226 条） 
また、日本の会社法上は監査役になりうるのは個人だけであるが、イン

ド会社法上は個人のみならず会計事務所（firm）自体も監査役になることが

可能である。この点も、インド会社法上の監査役の会計監査人としての性

格を示唆するものである。 
なお、上記要件をみたすものであっても、以下のいずれかに該当する者

は、監査役に就任することはできない（226 条 3 項）。監査役に選任された

後にこれらの不適格要件をみたすに至った場合、その時点で任期が終了し

たものとみなされ、監査役を退任したものとみなされる。 
①企業（body corporate） 
②当該会社の役員または従業員 
③会社の共同出資者または被雇用者 
④会社から 1000 ルピー超の貸付または保証を受けている者 
⑤当該会社の議決権付証券（株式など）を保有している者 

 
(3) 選任および解任ならびに任期 

 
監査役は、定時株主総会における普通決議により選任され、その任期は
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次回の定時株主総会までの 1 年間とされている（224 条 1 項）。ただし、会

社設立後 初に選任される監査役は、会社登記後 1 ヶ月以内に取締役会に

より選任され、その任期は 初の定時株主総会までとされる（同条 5 項）。

取締役会が選任しなかった場合、 初の株主総会（法定株主総会を除く）

において、 初の監査役が選任されることになる。 
監査役の選任においては、会社が一方的に監査役を選任するということ

はできず、選任の前に監査役候補者から選任についての同意書面を取得し

ておく必要がある。会社は、選任から 7 日以内に監査役として選任した者

に対して選任通知を送付する（224 条 1 項）。会社から「監査役」として選

任された者は、選任通告から 1 ヶ月以内に、会社登記局（Registrar of 
Company）に対して書面で当該選任を受諾したか辞退したかを通知する必要

がある（同条 1-A）。もっとも、上述の通り、選任前に監査役候補者の同意

書面を取るため、実際に辞退が生じるのは、健康上の問題など急な事情の

変化が生じた場合のみであるのが通常である。 
1 人の個人または会計事務所が監査役を兼任できる会社数には制限があ

る（同条 1-B、1-C）。一般的には、公開会社の監査役となる場合、他に監査

役に選任されている会社の数が、当該公開会社自身も入れて 10 社以下であ

る必要がある。ただし、他の全ての会社の資本金が 250 万ルピー以下であ

れば、20 社まで兼任可能である46。 
監査役は再任が原則とされており、以下の各場合に当てはまる場合を除

いて、監査役は再任されなければならないとされる（224 条 2 項）。 
①監査役が再任不適格となった場合 
②監査役が自ら再任を辞退する書面を会社に提出した場合 
③株主総会において、前任の監査役を再任しないこと、およびその代替と

して新たな監査役を選任することを明示的に決議した場合 
④新任の監査役を選任するための決議を、当該監査役の死亡等の理由によ

り行うことができなかった場合（その後に、さらに別の者を新任の監査

役として選任する意図があることを想定） 
 

また、会社が定時株主総会で監査役を選任しなかった場合、インド中央

政府が会社の代わりに監査役を選任する（224 条 3 項）。このインド中央政

府による選任権限行使のため、会社は、監査役を選任しなかった定時株主

総会から 7 日以内に、その事実をインド中央政府に通知しなければならず、

                                                 
46 このような兼任制限から、個人会計事務所においては、実務上、事務所の若手勅許会計士を

顧客企業の監査役に選任させつつ、実際の会計監査は当該会計事務所の経験ある勅許会計士が行

う（あるいは若手勅許会計士を監督して監査させる）ということが行われている。 
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これを怠った場合には取締役に対して 5000 ルピーを上限とした罰金が課さ

れる（同条 4 項）。 
監査役が、不適格要件をみたすに至った等の理由で退任した場合、取締

役会が代わりの監査役を選任する。この代わりの監査役の任期は、退任前

の監査役と同じであり、したがって、次回の定時株主総会までである（224
条 6 項）。一方、監査役が、自発的に辞任した場合、取締役会が代わりの監

査役を選任することはできず、再度の選任は株主総会の普通決議でのみ行

うことができる。そのため、監査役が任期途中で自発的に辞任した場合、

会社は臨時株主総会を招集して代わりの監査役を選任する必要がある。 
会社が監査役を自由に解任することはできず、監査役をその任期中に解

任する場合、株主総会普通決議に加えてインド中央政府の事前承認が必要

となる（224 条 7 項）。実務上、この事前承認を得るためには一定の正当な

理由（監査役の職務怠慢、会計監査事務上の過誤の存在等）が必要であり、

特に理由もなく解任することは事実上認められていない。 
 

(4) 監査役の権限および責任 
 
   監査役は、会社の会計監査を遂行する義務を負っており、そのために必

要な行為を行う権限を有している。 
具体的には、監査役は、本社に保管されているものであるかどうかを問

わず、いつでも会社の会計帳簿（books and accounts and vouchers）を閲覧す

ることができる。また、取締役に対し、監査義務を果たすために必要と考

えられる資料や情報の提供を要請することができる（227 条 1 項）。また、

会計監査を遂行するために特に情報を入手することが重要と考えられる、

会社の借入れ状況や投資状況等の一定の事項については、質問権限が明文

で認められている（同条 1A 項） 
   さらに、監査役は、これらに基づいて監査報告書を作成する義務をおっ

ており（227 条 2 項）、監査報告書には、一定の事項および監査意見を付す

ることが求められる（同条 3 項）。 
   監査役が、これらの義務の履行を怠った場合、1 万ルピーを上限とした罰

金が課される（233 条）47。 
 

(5) 監査役の報酬 

                                                 
47 なお、会社は、監査役の会計監査の遂行に協力する義務を負っており、この協力義務を怠っ

た場合、その義務懈怠についての責任者には、5000 ルピーを上限とした罰金が課される可能性

がある（第 232 条）。 
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監査役の報酬は、原則として株主総会普通決議により決定される。ただ

し、監査役が株主総会普通決議ではなく、取締役会決議またはインド中央

政府により選任された場合には、それぞれその選任者により決定される

（224 条 8 項）。 
なお、監査役の報酬には、監査役の業務遂行のために必要な費用（expense）

も含まれると解されている（同条項）。 
 
 2 監査委員会 

   
(1) 設置および構成 

 
会社のうち、資本金 5000 万ルピー以上の公開会社については、監査役の

ほか、監査委員会（Audit Committee）と呼ばれる委員会を会社内に設置す

る必要がある（292A 条）。一方、この設置要件をみたさない公開会社や非

公開会社が、インド会社法上の「監査委員会」を設置することは認められ

ていない48。 
監査委員会は、少なくとも 3 名以上の取締役から構成される必要があり、

かつ構成員の 3 分の 2 は、マネージング・ディレクターでも常勤取締役で

もない取締役でなければならない（292A 条 1 項）。下記(2)で述べるとおり、

監査委員会は業務監査権限を有していることから（その意味で、監査委員

会は日本の会社法上の委員会等設置会社における監査委員会に相当する）、

経営に中心的に携わるマネージング・ディレクターや常勤取締役が、多数

メンバーとなっているのは好ましくないためである。実務上は、監査委員

会の構成員となる取締役は、いわゆるマネジメント担当の取締役ではなく、

社外取締役その他の監査を主たる業務とする取締役であることが多く、経

営陣から一歩離れた視点で会社の業務を監査できると見られる者が構成員

となるのが一般的である。 
監査委員会は、取締役会決議において定められた規約（書面によるもの

である必要がある）に基づいて活動し（292A 条 2 項）、その構成員の中か

ら議長を選出する（同条 3 項）。監査委員会の議長は、定時株主総会に出席

し、監査に関する事項を説明する義務を負う（同条 10 項）。監査委員会が

開催された場合、議事録が作成、保管されなければならない。 
このように、インド会社法上の監査委員会は監査役ではなく取締役を構

                                                 
48 任意の委員会として、監査委員会という名称の取締役小委員会を設置することは勿論可能で

あるが、その取締役小委員会にはインド会社法上監査委員会に認められる権限は認められない。 
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成員とし、かつその活動が取締役会の定める規約に基づく点で、取締役会

および取締役からの独立が制度上保障されている日本の会社法上の監査役

または監査役会とは大きく異なる。ただし、日本においても委員会等設置

会社においては、監査委員会は取締役会の下に設置されるため、インド会

社法上の監査委員会は、日本の会社法上の委員会等設置会社における監査

委員会に相当するといえる。日本の会社法上の監査役制度（取締役とは異

なる監査役という独自の役職を設け、監査役に監査業務を担当させる制度）

は比較法的には珍しい制度であり、世界的には、取締役会（監査一元制の

場合）または取締役により構成される監査委員会（監査二元性の場合）に

より監査業務が担われる制度が多く見られるため、インドの監査委員会制

度はむしろ世界の趨勢に沿った制度であるともいえる。 
 
 

  (2) 監査委員会の権限 
  

会社の業務監査の実効性の確保という観点から、監査委員会には相当程

度強い独立の権限が与えられている。 
会社の年次報告書（Annual Return）は必ず監査委員会に開示されなければ

ならず（292A 条 4 項）、監査役、内部監査人（下記(3)参照）および財務担

当の取締役は、監査委員会の会議に出席する義務がある（同条 5 項）。ただ

し、監査役、内部監査人および財務担当の取締役は、監査委員会の構成員

ではないことから、会議において意見は述べられるものの、監査委員会の

議決に参加することはできない。 
監査委員会は、年次報告書および半期報告書の提出前ごとに、監査役と

内部統制システムおよび監査範囲について話し合わなければならず、また

内部統制システムが遵守されるように監視しなければならない（292A 条 6
項）。 
また、監査委員会は、法令で定められた事項および取締役会の定める監

査委員会規約上の目的を達成するために必要な全ての調査を行う権限を有

しており、全ての会社の内部情報を閲覧し、また必要がある場合には外部

の専門家の意見を聞くことができる（同条 7 項）。 
財務事項（財務書類についての監査意見表明を含む）について、監査委

員会が表明した意見は取締役会を拘束し、もし取締役会が当該意見に従わ

ない場合には、その理由を取締役会において記録の上、株主に対して開示

しなければならない（292A 条 8 項、9 項）。 
会社が、監査委員会についての上記規定に違反した場合、当該違反に至
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らしめた責任のある役員に対して、1 年以内の懲役もしくは 5 万ルピーを上

限とした罰金が課され、またはそれらが併科される可能性がある（292A 条

11 項）。 
 
 3 内部監査人 
 

上記 1 および 2 で述べた監査役、会計監査人とは別に、インド会社法上、

内部監査人（Internal Auditor）と呼ばれる役職が存在する。 
内部監査人は、会社が、コンプライアンスの観点から、その内部規則等に

より内部監査を行う権限を与えた者をいい、会社の任意により設置される役

職である。したがって、会社によっては設置されていないこともある。 
内部監査人の権限は、これを設置する会社の内部規則により定められるた

め、一定ではないが、一般的には業務監査または会計監査の一部を遂行する

権限が与えられていることが多い。 
 
第 4 会社秘書役 

 
1 概念および権限 

 
会社秘書役（Company Secretary）とは、文書管理、株主管理、法令遵守等を

その主要な任務、権限とするインド会社法上の役職をいう。 
会社秘書役のいる会社から対外的な文書が発行される場合、会社秘書役の

名前で出されるか、会社秘書役の認証を受けているかのいずれかであるのが

一般的である。また、会社秘書役は、コンプライアンスの責任者として、会

社に法令に違反する事項がある場合の処罰対象とされていることが多い。 
会社秘書役は、日本の会社法上は存在しない概念、役職であるが、英米法

系の会社法では会社の重要な役職とされており、その地位は高い49。 
 

2 設置義務 
 

インド会社法は、資本金（授権資本価額ではなく、実際に払い込まれた資

本金）が 2000 万ルピー以上の会社については、社内に常勤の会社秘書役

（whole-time secretary）を持たなければならない旨規定している（383A 条）。

会社の取締役が 2 人である場合、取締役が会社秘書役を兼任することは禁止

される（同条 1 項本文）。 
                                                 
49 日本でいえば、取締役兼総務部長程度の地位、権限を有している。 
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また、資本金が 100 万ルピー以上 2000 万未満の会社については、常任の会

社秘書役を社内に持つ必要はないが、会社がインド会社法の全ての規定を遵

守していることついての証明書を、外部の会社秘書役から取得し、会社登記

局に提出する必要がある（同条 1 項但書）。この証明書は、インド会社法施行

規則上の一定の書式を用いて、定められた期間および条件に従って記載され

る必要があり、また、証明書を発行する外部の会社秘書役は、発行する時点

で実際に他の会社の常任の会社秘書役に就任している者である必要がある。

さらに、この証明書の写しは、定時株主総会に提出される、取締役会の報告

書に添付されなければならない。これらの規定の趣旨は、一定以上の規模を

有しつつ、法令遵守の責任者たる会社秘書役を持たない会社について、一定

のコンプライアンスを確保するという点にある。 
これらの規定に違反した場合、改善されるまで 1 日 大 500 ルピーの罰金

が課される可能性がある。 
 

3 資格要件 
 

常勤の会社秘書役として社内で活動し、または非常勤の会社秘書役として

証明書発行等を行うためには、資格要件として、会社秘書役課程（Company 
Secretary Degree）と呼ばれる資格を有し、かつインド会社秘書役協会（Institute 
of Company Secretaries of India）という機関に登録する必要がある。 
インドにおいて、会社秘書役課程は、弁護士や勅許会計士資格（Chartered 

Accountant）と同様の公的資格であり、受験者数に対する合格率は 2~3％と、

資格試験としての難易度は高い。また、試験に合格しただけでは会社秘書役

課程の有資格者としてインド会社秘書役協会に登録することはできず、登録

するためには、試験合格後 15 ヶ月のインターンシップが必要となる（この点、

日本の公認会計士の会計士補制度に類似する）。 
このような資格取得難易度から、会社秘書役の資格を有する人材の数は限

られており、2000 万ルピー以上の資本金要件をみたす日本企業の現地法人や

合弁会社の中には、常勤の会社秘書役の確保に苦しんでいるところも少なく

ない。 
実務上は、月に 1、2 回程度出社してもらうことを条件に会社秘書役として

契約し、これをもって「常勤の会社秘書役」の要件をみたしたものとしてい

る例も少なからず見受けられる。ただし、これが厳密にインド会社法の要請

をみたしていると見られるかどうかは疑問である。もっとも、日本企業の現

地法人や合弁会社において、会社秘書役の常勤性が正面から問題にされたと

いう事例は、これまでのところ報告されていない。 
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第 4 節 利益配当およびロイヤリティ送金規制 

 
第 1 利益配当 

 
 1 利益配当（中間配当）の限度額および手続 

  
会社は、減価償却が行われた後の利益の範囲で利益配当の宣言および支

払いを行うことができる（205 条 1 項）。ただし、株式額面総額の 10％を超

える金額の配当を宣言する場合、会社はその利益のうち一定の割合を準備

金（reserves）に充当しなければならない（同条 2A 項）。したがって、配当

可能利益の額が株式額面総額の 10％を超える場合、会社は、利益を全て利

益配当に回すということはできない。 
利益配当は、取締役会決議を経て、取締役会により株主総会に提案され、

株主総会普通決議により承認される（173 条）。なお、株主総会は、取締役

会が提案した額を超える配当を承認することはできない。 
一方、中間配当（interim dividends）については、取締役会決議のみで決

定し、宣言および支払いを行うことができる（205 条 1A 項）。中間配当は、

中間配当の宣言が行われた日から 5 日以内に中間配当口座に積み立てられ

た配当資金の中から行われる（同条 1B 項）。中間配当には、利益配当に適

用される限度額の定めその他の規定が準用されるため（同条 1C 項）、限度

額、未払いの場合の対応等は、通常の利益配当と同様である。 
利益配当（中間配当を含む）は、会社の定める基準日の時点で株主名簿

に登録されている株主に対して支払われ、それ以外の者に支払われること

は原則として認められていない（206 条）。 
また、利益配当（中間配当を含む）は、配当として株式自体が割り当て

られる（bonus share）場合を除き、現金で行われなければならない（205 条

3 項）。 
 
 2 未払いの配当の処理 
  
  配当が宣言されたものの、会社の事務処理の遅れや株主が所在不明であ

る等の理由により、配当の支払いが行われない場合がある。インド会社法

は、未払いの期間に応じて、それぞれ会社の義務を定めている。 
   まず、配当宣言後 30 日以内に支払いが行われなかった場合、会社は、30

日経過した日から 7 日以内に、「未払い配当口座（Unpaid Dividend Account）」
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と呼ばれる未払い配当積立てのための銀行口座に、当該未払い配当額を入

金しなければならない（205A 条）。いったん未払い配当口座に積み立てら

れた配当については、会社は手をつけることができない。 
さらに、配当宣言後 7 年経過したにもかかわらず、株主の所在不明等に

より配当の支払いが行われなかった場合、会社は、当該未払い配当を、イ

ンド中央政府が設立する投資家教育保護基金（ Investor Education and 
Protection Fund）と呼ばれるファンドの口座に移転しなければならない

（205A 条 5 項、205C 条）。投資家教育保護基金の口座に移転された、未払

い配当金は基金の一部となり、その時点で、当該未払い配当を受け取るべ

き株主の配当受領権は消滅する。 
   上記のとおり、いったん配当が宣言された金額については、未払いのま

ま長期間経過したとしても、会社に還元されるということはない。 
 
 3 配当の際の注意点 
 

第 3 節の第 1、2、(1)で述べたとおり、1961 年所得税法上、配当を受領し

た株主が配当について所得税を課税されることはない反面、利益配当を行

った会社には、配当を行ったこと自体に対する税金として配当税は課され

る。2008年5月現在、配当税の法定税率は15％であり（実効税率は16.995％）、

配当額に対してこの税率を乗じた金額が、配当税として会社から徴収され

る。 
   配当税の原資が本来配当に回されるべき利益であることから生じる、日

本における実質的二重課税の問題は、本節の第 3 節の第 1、2、(1)で詳しく

述べたとおりである。 
なお、日本国内の株主が配当を日本で受領する場合、インド国内から外

国への送金となるため、インド外国為替管理法に基づいて、外国送金につ

いてのインド準備銀行の承認が必要となる場合がある。 
 
第 2 ロイヤリティ送金規制 

 
1 インド外国為替管理法上の規制としてのロイヤリティ送金規制 

 
本項で取り上げるロイヤリティ送金規制とは、日本企業が現地法人または

合弁会社に技術や商標等のライセンスを行った場合に、当該ライセンスに対

して行われるロイヤリティの支払い、送金に対するインド外国為替管理法上

の規制である。 
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したがって、厳密には、本項のロイヤリティ送金規制はインド会社法とは

直接の関係はないが、日本企業がインドに進出するにあたり、現地法人（合

弁会社を含む。）との間で技術やノウハウ、商標その他についてのライセンス

契約を締結し、ロイヤリティ収入を得ることにより、利益配当を通じてでは

なくロイヤリティ収入を通じて投下資本を回収するという手法をとることは

広く行われており、利益配当と並んで多くの日本企業の関心が強いところで

あると思われる。 
  そのため、本項では、投下資本の回収の一方法という見地から、インド外

国為替管理法上の規制としてのロイヤリティ送金規制を解説することとする。 
 
 2 規制の概要 
 

ロイヤリティ収入に対しては、ライセンスの内容ごとに一定の限度で自動

承認による送金、支払受領が認められる。なお、株式取得の場合、自動承認

による投資の場合であっても、インド準備銀行に対する事後届出が必要とさ

れるが、ライセンス契約において自動承認による送金、支払受領が認められ

る場合、インド準備銀行に対する事後届出の必要はない。 
自動承認が適用されるライセンス契約の対象となるのは、技術、ノウハウ、

商標、デザイン等であり、それらが国外または国内で特許や商標として登録

されているかどうかは問わない（ただし、商標については、第三者による使

用を防止してライセンス契約の実効性を確保するため事実上インド国内でも

登録する必要があると考えられる50。）。 
インドの現地法人から外国投資家へのロイヤリティの支払いは、ライセン

スの内容ごとに、それぞれ下記イに述べる限度で自動承認による送金、支払

受領が認められる。 
  
 3 自動承認によるロイヤリティ支払いの上限 
 

ライセンス契約の内容が、技術やノウハウ（特許等を取得しているもので

あるかどうかを問わない）を許諾するものである場合、①一括して支払う金

額が 200 万米ドルを超えず、かつ②ライセンシーであるインド現地法人の国

内売上の 5％および輸出売上51の 8％を超えない限度で、インド内国会社から

                                                 
50 インドは、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に加盟していないため、国際登録

されている商標であっても、インド国内で登録する必要がある。なお、インドで商標登録を行う

場合の所要期間は、出願から 2、3 年程度である。出願から登録まで数年かかるのは、登録管理

当局において、大量の未処理案件が滞留しているためである。 
51 ここでいう「売上」とは、税額控除後税抜きの金額を意味する。商標、デザイン許諾の場合
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外国ライセンサーへの自動承認による送金、支払受領が認められる（プレス

ノート（press note）521998 年 19 号および 2003 年 2 号参照）。 
また、ライセンス契約の内容が、商標やデザインを許諾するものである場

合、ライセンシーであるインド内国会社の国内売上の 1％および輸出売上の

2％を超えない限度で、自動承認によるインド内国会社から外国ライセンサー

への送金、支払受領が認められる（プレスノート 2002 年 1 号参照）。 
上述のとおり、外国ライセンサーは、ロイヤリティの支払額が上記限度を

超えない限り（すなわち自動承認での支払いが認められる限り）、インド準備

銀行に対して、事後届出その他の届出を行う必要はない。 
一方、それぞれのライセンス契約において、ロイヤリティが上述の上限を

超える場合、送金、支払受領について、インド内国会社と外国ライセンサー

とがライセンス契約に基づく技術提携のみを行っている場合にはインドプロ

ジェクト承認委員会（Project Approval Board）の事前承認が、インド内国会社

と外国ライセンサーとが技術提携に加えて資本提携をも行っている場合には

インド投資促進委員会の事前承認が、それぞれ必要となる。 
なお、これらの規制は、インド外国為替管理法に基づく為替管理のための

規制であるため、当事者がライセンス契約の準拠法をどのように定めるかに

かかわらず適用を受ける。  
 

 

                                                                                                                                               
も同様。 
52 インド政府により発行される通達の一種。インド政府が示す法令の解釈基準であることから、

（日本における通達、ガイドラインと同様）実務上は法令と同様の拘束力を有する。 
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第 5 節 会社備置書類 

 
第 1 書類備置義務 

 
 インド会社法およびその関連法令上、会社は、さまざまな書類を（主と

してその登記上の所在地に）備置、保管しなければならない。会社がこの義

務に違反した場合、書類保管の責任者に対して、（過料等の行政罰ではなく）

罰金または懲役といった刑事罰が課される可能性がある。 
 第 2 以下では、会社がどのような事業を営んでいるかにかかわらず、イ

ンド会社法に基づいて一般的に備置が要求される書類について概説している。

会社が営む事業によっては、当該事業を規律する法令（いわゆる業法その他

の規制法）により、さらに他の書類の備置、保管義務が課せられている可能

性もあるので注意が必要である。 
 なお、書類のうち、取締役等による署名がなされているものなど、性質

上紙ベースで保管しなければならないと解されるものを除き、全ての備置、

保管書類は電磁的記録により保管することが可能である。したがって、たと

えば株主名簿（150 条）などは、必ずしも印刷して紙ベースで保管する必要は

なく、電磁的記録としてパソコンその他の記録媒体中にデータ保管されてい

れば足りる。 
 
第 2 備置すべき書類 

 
1 会計帳簿 

 
会社は、その登記上の住所に会計帳簿（books of account）を備え置かなけれ

ばならない（209 条 1 項）。この会計帳簿には、以下の事項が記載されていな

ければならない。 
①会社が受領し、または支出した全ての金額、 
②会社が売却または購入した全ての商品の金額 
③会社の資産および負債 
④会社が複数の事業を行っている場合、事業別の明細 

 
会計帳簿はその関連書類とともに、少なくとも 8 年間保管されなければな

らず（209 条 4A 項）、この義務に違反した場合、文書管理の責任者に対して 6
ヶ月以下の懲役または 10000 ルピー以下の罰金が課される可能性がある（同
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条 5 項）。 
会社登記局およびインド中央政府は、いつでもこれらの会計帳簿および関

連書類を検査（inspection）することができる（209A 条）。 
 

2 各種議事録 
 

会社は、その開催した株主総会、取締役会および取締役小委員会の議事録

（minute）を、その登記上の住所において保管しなければならない（193 条、

196 条）。保管期間について特に定めはなく、したがって、これらの議事録は、

会社が存続する限り保管され続けなければならない。 
株主は、いつでも株主総会議事録を閲覧する権利を有するが、取締役会議

事録の閲覧は権利としては保障されていない（196 条。第 3 節の第 1、3、(2)、
イ参照）。 

 
 

3 その他備置すべき書類 
  

その他、インド会社法上、会社の登記上の住所に備置すべき書類は以下の

とおりである。 
 

書類の種類 保管期間 根拠条文

会社設立認証書（Certificate of Incorporation） 無期限（会社が

存続する限り） 
34 条 
35 条 

営業開始証明書（Certificate of Commencement of 
Business）（公開会社のみ） 

無期限（会社が

存続する限り） 
149 条 

基本定款（Memorandum of Association） 無期限（会社が

存続する限り） 
12 条 

附属定款（Articles of Association） 無期限（会社が

存続する限り） 
26 条 

株主名簿（Register of Members） 無期限（会社が

存続する限り） 
150 条 

社債権者名簿（Register and Index of Debenture Holders） 社債償還後 15
年間 

152 条 

（附属定款に基づいて外国で株主名簿または社債権

者名簿を保管する場合の）外国名簿（Foreign Register）
外国での保管を

やめるときまで 
157 条 

自己証券の買取記録簿（Register of Securities Bought 無期限（会社が 77A 条 
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Back） 存続する限り） 

会社資産に対する課金記録簿（Register of Charges） 無期限（会社が

存続する限り） 
143 条 

貸借対照表（Balance Sheet）、損益計算書（Profit and 
Loss Statement）、取締役報告書（Director’s Report）お

よび監査役報告書（Auditor’s Report） 

株主総会提出の

日から 8 年間 
209 条 

年次報告書（Annual Return）および添付書類の写し 会社登記局提出

日から 8 年間 
159 条 

会社名で保有しない株式または証券に対する会社の

投資記録簿（Register of Investment） 
無期限（会社が

存続する限り） 
49 条 

取締役の利益相反取引に係る契約の記録簿（Register 
of Contractrs） 

無期限（会社が

存続する限り） 
301 条 

取締役、マネージング・ディレクター、マネージャー

および会社秘書役名簿（Register of Directors, Managing 
Director, Manager and Secretary） 

無期限（会社が

存続する限り） 
303 条 

取締役による会社の株式保有の記録簿（Register of 
Directors’ Shareholding） 

無期限（会社が

存続する限り） 
307 条 

企 業 間 融 資 及 び 投 資 の 記 録 簿 （ Register of 
Inter-Corporate Loans and Investments） 

無期限（会社が

存続する限り） 
372A 条 

合 併 書 類 お よ び 合 併 消 滅 会 社 の 会 計 帳 簿 等

（Documents relating to Amagmation and Amalgamated 
Company） 

インド中央政府

による処分の許

可が出るまで 

396A 条 
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第 6 節 組織再編 

 
第 1 組織再編の種類 

 
インド会社法上、組織再編の方法には、大きく分けて、①当事者間の合意に

よる組織再編と、②裁判所（高等裁判所）が関与する組織再編がある。 
当事者間の合意による組織再編は、当事者間の契約その他の合意のみにより

行われる組織再編であり、後述のとおり、私的事業譲渡（sulmp sale by private 
arrangemet）53がこれにあたる。一方、裁判所が関与する組織再編は、裁判所へ

の申請を通じて行われる組織再編であり、合併（amalgamation）54、会社分割

（demerger）55および裁判所が関与する事業譲渡がこれにあたる。 
特に裁判所が関与する組織再編については、インド会社法上、まとめて「ア

レンジスキーム（Scheme of Arrangement）」と呼ばれており、同法 391 条から 394
条までに規定されている。ただし、後述のとおり、組織再編に関する定めは、

会社法施行規則やインド所得税法等の諸規定に負うところが多い。 
以下、当事者間の合意による組織再編と、裁判所が関与する組織再編に分け

て解説する。 
なお、いわゆる M&A の手法としては、事業譲渡、合併および会社分割のほか

にも資産譲渡、株式取得等の方法があるが、本稿では、インド会社法上の制度

としての組織再編に絞って解説することとする。 
 
第 2 当事者間の合意による組織再編 

 
 1 概観 

  
インド会社法上、当事者の合意のみにより行うことが認められる組織再編

は事業譲渡（sulmp sale）のみである。 
上記第 1 で述べたとおり、事業譲渡は、当事者の合意による方法のほか、

裁判所が関与する方法により行うこともできる。両者を区別するため、当事

者の合意による事業譲渡は、私的事業譲渡（sulmp sale by private arrangemet）
と呼ばれることがある。 

                                                 
53 インドでは、事業譲渡を表す英語として、busines transfer よりも slump sale が用いられること

が多い。 
54 インドでは、合併を表す英語として、merger よりも amalgamation が用いられることが多い。 
55 インドでは、会社分割を表す英語として、spin-off や corporate split よりも demerger が用いら

れることが多い。 
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 2 事業譲渡（私的事業譲渡） 

 
  (1) 定義 
 

事業譲渡に関する重要な定義は 1961 年インド所得税法において行われて

いる56。具体的には、事業譲渡は同法 2 条 42C 項に定義されており、事業

（undertaking）は同条 19AA 項に定義されている。 
それによれば、事業とは、全体として引き受けられている事業活動

（business activity taken as a whole）と定義されている。この事業の全部また

は一部を、他の事業体に対して移転するのが、事業譲渡となる。 
 
  (2) 手続 
 

公開会社が譲渡会社となる事業譲渡を行う場合、全部譲渡であっても一

部譲渡であっても、譲渡会社は、取締役会決議および株主総会普通決議に

おいて、事業譲渡契約の承認その他の形式で事業譲渡を承認しなければな

らない（第 293 条 1 項(a)）。さらに、この場合において、譲渡会社が上場会

社である場合、株主総会決議は郵便投票（postal ballot）で行われる必要があ

るとともに、株主総会決議に先立って当該会社が上場している証券取引所

に対して報告が行われる必要がある。 
一方、譲渡会社が非公開会社である場合、株主総会決議は不要であり、

事業の全部譲渡であっても取締役会決議で決定することが可能である。 
また、譲受会社の側について、インド会社法上、譲受会社は、公開会社、

非公開会社を問わず、事業の全部譲受けの場合であっても株主総会決議ま

では不要であり、取締役会決議のみを経れば足りるとされている。 
事業譲渡の対価は、事業評価額相当の現金で支払われる必要があり、譲

受会社が株式を発行する方法による支払いは認められていない57。 
 
  (3) 効果 
 
   ア 権利義務および契約上の地位の承継 
                                                 
56 インド会社法上の組織再編にかかる用語が 1961 年インド所得税法で定義されているのは、日

本と同様、組織再編に適用される優遇税制があるためである。 
57 ただし、実務上、株式発行の方法により対価を支払う方法が取られる場合がある。この場合、

特に裁判所が関わる事業譲渡において、税務上の優遇措置を受けることができるかについて、解

釈が分かれている。 
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事業譲渡の効果は、譲渡対象事業における権利義務および契約上の地

位の包括的な承継である。 
もっとも、私的事業譲渡の場合、日本法の場合と同様、事業譲渡の効

果を第三者に対抗するためには、原則として事業譲渡についての債権者

の個別同意が必要となる。 
 
   イ 登録、認可、事業ライセンス等の承継 

 
私的事業譲渡であると裁判所の関与する事業譲渡であるとを問わず、

譲渡会社が保有していた登録、認可、事業ライセンス等が事業譲渡に伴

って譲受会社に移転することはなく、譲渡会社および譲受会社が、それ

ぞれの監督官庁に事業譲渡による登録、認可、事業ライセンス等の移転

を申請し、それが認可される必要がある。 
 
   ウ 従業員の承継 

 
譲渡事業に従事していた従業員は、以下の要件がみたされている場合

には、事業譲渡に伴って、原則として個別の同意なくして譲受会社に承

継される。 
①事業譲渡後においても承継される労働者の従事する業務に変更がない

こと 
②労働条件が事業譲渡前よりも不利にならないこと 
③労働者を承継する譲受会社が、事業譲渡契約上、退職金（当該事業譲

渡がなければ受領できていたであろう退職金と同額である必要があ

る）の支払い義務を引き受けていること 
 
上記の要件がみたされていない場合、譲受会社は個別の同意なくして

労働者を承継することができず、譲渡会社は退職を希望する労働者に対

して、1947 年産業紛争法（Industrial Dispute Act, 1947）25F 条に従って退

職金を支払うなどの手続を行う必要がある58。 

                                                 
58 1947 年産業紛争法（Industrial Dispute Act, 1947）25F 条は、通常解雇一般を規定する条文であ

る。同条によれば、会社が労働者を解雇（retrenchment）する場合、①1 年以上継続勤務した労

働者に対する 1 ヶ月以上前の通告、②1 年以上継続勤務した労働者に対する退職補償金（勤続年

数に各年の 15 日分の賃金相当額を乗じた額）の支払い、さらに③インド政府への届出が必要と

される。なお、ここでいう「労働者」とは、インド労働法上の概念である「workman」を意味し

ており、「non-workｍman」については同条による保護対象とはならない。第 7 節、第 4、1 参照。 
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エ 税務上の効果 
 
私的事業譲渡においては特筆すべき税務上の効果はなく、譲受会社は、

譲渡会社の繰越欠損金を引き継ぐことはできず、また事業譲渡に伴って

承継される固定資産の含み益に対するキャピタルゲイン課税を回避する

こともできない。さらに、譲受会社は営業権の償却費を損金参入するこ

ともできない。 
 

(4) メリットとデメリット 
 
   組織再編手法として私的事業譲渡を用いることのメリットとしては、当

事者の合意のみで事業譲渡を行うことができることから、事業譲渡手続自

体を簡単かつ迅速に行うことができるという点が挙げられる。 
一方、私的事業譲渡のデメリットとしては、まず、事業譲渡に伴う権利

義務および契約上の地位の移転について、債権者の個別同意が必要となる

ため、債権者が多数いる場合には、同意取得のために多大な手間がかかる

という点が挙げられる。また、税務面でのデメリットとして、私的事業譲

渡の場合、譲受会社が譲渡会社の繰越欠損金を引き継ぐことができないこ

と、事業譲渡に伴って承継される固定資産の含み益に対するキャピタルゲ

イン課税を譲受会社が回避することができないこと、および譲受会社が営

業権の償却費を損金参入することができないことなどが挙げられる。 
 
第 3 裁判所が関与する組織再編 

 
 1 概観 

 
(1) 裁判所が関与する組織再編の種類 
 
インド会社法上、裁判所（高等裁判所）が関与する組織再編には、合併

（amalgamation）、会社分割（demerger）および裁判所が関与する事業譲渡が

ある。これらの組織再編は、裁判所への申請、認可という手続を経て行わ

れる59。 

                                                 
59 2002 年の会社法改正により、上記各組織再編の申請先は、裁判所（Court）から内国会社法裁

定所（National Company Law Tribunal）に変更されているが、2008 年 5 月現在、同改正は未施行

であるため、現時点でも組織再編の申請先は裁判所である。なお、脚注 39 参照。 
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事業譲渡を行う場合、裁判所が関与する事業譲渡のほか、上記第 2 で述

べた私的事業譲渡の方法によることも可能であるが、合併および会社分割

については必ず裁判所に対する申請により行う必要がある。 
 

  (2) 共通のメリットとデメリット 
 
裁判所が関与する組織再編に共通するメリットは、以下のとおりである。 

①譲渡会社、合併消滅会社または分割会社の権利義務及び契約上の地位が、

債権者による個別同意の取得その他の行為なくして、自動的に譲受会社、

合併存続会社または分割承継会社に移転する。 
②合併消滅会社または分割会社の全ての登録、認可、事業ライセンス等が、

特段の手続なくして、合併存続会社または分割承継会社に移転する（事

業譲渡の場合、裁判所が関与する事業譲渡であっても、これらは移転し

ない）。 
③組織再編計画（裁判所が関与する組織再編において裁判所に提出される

組織再編の計画書）は、一度裁判所で認可されると会社の株主および債

権者を法的に拘束するため、手続が進めやすい。 
 

一方、裁判所が関与する組織再編に共通するデメリットは、以下のとお

りである。 
①裁判所の審査および認可、公告、利害関係人による異議申立て等のプロ

セスを経ることが必要となるため、時間がかかる。裁判所が関与する組

織再編を行う場合、規模が小さいものであっても少なくとも 4 ヶ月から

半年程度かかるのが通常である。 
②事業譲渡契約、合併契約および分割契約の内容や、交渉の結果等、重要

な事項が裁判所において全て公開されてしまうため、秘密保持が確保で

きない。 
③組織再編計画が、認可の過程で裁判所に修正される可能性があり、その

修正が当事者にとって好ましくないものである可能性がある。ただし、

組織再編の当事者は、裁判所による修正が受け入れ難いときには組織再

編計画を撤回することができる。 
 

(3) 上場会社の場合 
 

上場会社が、裁判所が関与する組織再編を行おうとする場合、その計画

について裁判所の認可を得るだけでは足りず、裁判所に組織再編計画が提
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出される少なくとも 1 ヶ月前までに、当該上場会社が上場している証券取

引所に組織再編計画が提出される必要がある。さらに、証券取引所におけ

るさまざまな段階での開示規制に服するとともに、インサイダー取引規制

にも注意する必要がある。 
  裁判所が関与する組織再編において、上場会社が合併消滅会社または分

割会社となり、非上場会社が合併存続会社または分割承継会社となる場合、

一定の条件をみたせば、合併存続会社または分割承継会社は、新規に株式

上場の手続を経ることなく、合併存続会社または分割承継会社が上場して

いたのと同じ証券取引所に上場することができる。かかる条件には、合併

存続会社または分割承継会社の株式資本の少なくとも 25％が合併消滅会社

または分割会社の一般株主に割り当てられること、合併存続会社または分

割承継会社の合併前の株式資本について 1 年間譲渡が禁止されること、さ

らに合併存続会社または分割承継会社の発起人の保有する株式資本につい

て 3 年間譲渡が禁止されること、などが含まれる。 
  一方、上場会社が合併存続会社または分割承継会社となる場合、通常、

合併存続会社または分割承継会社が合併または分割に際して発行する株式

の譲渡が禁止されることを条件に、当該新規発行株式の自動上場が認めら

れる。 
 
以下、組織再編行為ごとに分けて解説を行う。 

 
 2 事業譲渡 

 
  (1) 定義 
 
   私的事業譲渡の場合と同じである（上記第 2、2、(1)参照） 
 
  (2) 手続 
 

会社の認可手続および対価の支払いについては、私的事業譲渡の場合と

同じである（上記第 2、2、(2)参照）。 
ただし、裁判所が関与する事業譲渡の場合、譲受会社の登記上の住所を

管轄する高等裁判所（High Court）に対して事業譲渡に関する組織再編計画

が提出され、認可される必要がある。 
 
  (3) 効果 
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   ア 権利義務および契約上の地位の承継 
 

私的事業譲渡の場合と異なり、裁判所が関与する事業譲渡の場合、譲

渡会社の権利義務および契約上の地位は、債権者による個別同意の取得

その他の行為なくして、譲受会社に承継される。 
 
   イ 登録、認可、事業ライセンス等の承継 

 
私的事業譲渡の場合と同様、譲渡会社が保有していた登録、認可、事

業ライセンス等が事業譲渡に伴って譲受会社に移転することはない。 
 
   ウ 従業員の承継 

 
 私的事業譲渡の場合と同様である。  
 
エ 税務上の効果 
 
私的事業譲渡の場合と同様である。 

 
(4) メリットとデメリット 

 
   組織再編手法として裁判所が関与する事業譲渡を用いる 大のメリット

は、譲渡会社の権利義務及び契約上の地位が、債権者による個別同意の取

得その他の行為なくして、自動的に譲受会社に移転する点にある。 
   一方、デメリットには、上記 1、(2)で述べたもののほか、私的事業譲渡の

場合とほぼ同様の税務上のデメリットがある。 
   このように、裁判所が関与する事業譲渡は、その手続において、会社分

割と同程度の手間と時間がかかるにもかかわらず、得られるメリットが少

ない（ライセンスや認可が譲受会社に移転しない、税務上デメリットがあ

るなど）ことから、実務上はほとんど利用されていない。通常の場合、裁

判所が関与する組織再編の方法をとるにもかかわらず、あえて会社分割で

はなく事業譲渡を選択する理由に乏しいためである。 
 
 3 合併 
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  (1) 定義 
 

インド会社法上の合併（Amalgamation）は、1961 年インド所得税法 2 条

1B 項により定義されている。長文の定義であるが、要約すると、全ての資

産および負債が合併消滅会社から合併存続会社に引き継がれ、かつ原則と

して合併消滅会社の 10 分の 9 を超える株式の株主が合併存続会社の株主と

なることが、「合併」であるとされる。 
 

(2) 手続 
 

合併を行う場合、合併存続会社の登記上の住所を管轄する高等裁判所

（High Court）に対して、合併に関する組織再編計画を提出する必要がある。 
申請受理後、裁判所が主体となって、合併存続会社および合併消滅会社

の株主総会および債権者集会を招集する。この株主総会および債権者集会

において、それぞれ 4 分の 3 以上の賛成が得られること（すなわち、株主

総会においては特別決議が成立すること）が、会社における合併承認の要

件となっている60。この場合における「4 分の 3」は、株主については、そ

の保有する議決権数（合併承認決議においては、原則が議決権数による多

数決となる（株主の頭数による多数決ではない））に基づいて、債権者につ

いては、全体の債権額に対してその債権者が保有する債権額に基づいて、

それぞれカウントされる。株主の保有する株式が種類株式かどうか、また

は債権者の保有する債権が劣後債権もしくは優先債権であるかどうか等は

考慮されず、原則として全ての株主および債権者が平等に扱われる。 
合併の対価は合併存続会社の株式である必要があり、合併存続会社は合

併の対価として新株を発行し、合併消滅会社の株主に対して割り当てるこ

ととなる。なお、現金は対価として認められず、日本の会社法のような合

併対価の柔軟化は図られていない。 
その他具体的な合併手続の手順は、別紙 5 のとおりである。 
合併手続の所要期間は、合併存続会社および合併消滅会社の規模により

変動しうるものの、少なくとも 4 ヶ月から半年程度はかかるのが通常であ

る。 
 

                                                 
60 実務上、4 分の 3 以上の同意書（Letter of Consent）を各株主および債権者から取得して裁判所

に提出した場合、会合形式の株主総会および債権者集会は省略することができるとされている。

インド会社法上は、基本的に株主総会の書面決議を認めていないため、債権者はもちろん株主に

ついても同意書さえあれば、会合が省略できるというのは実務上きわめて大きなメリットである。 
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  (3) 効果 
 

ア 権利義務および契約上の地位の承継 
 

合併において、合併存続会社は、合併消滅会社の権利義務及び契約上

の地位を、債権者による個別同意の取得その他の行為なくして、合併消

滅会社から承継する。 
 
   イ 登録、認可、事業ライセンス等の承継 

 
事業譲渡の場合と異なり、合併においては、合併消滅会社の全ての登

録、認可、事業ライセンス等は、原則として合併存続会社に移転する。 
もっとも、全くの無条件で移転するわけではなく、当該登録、認可、

事業ライセンス等のそれぞれの根拠法に基づく届出その他の手続を行う

ことは必要とされる。なお、これらの手続は、組織再編の申請を受けた

裁判所の下にて行われるのが通常である。 
 
   ウ 従業員の承継 

 
 事業譲渡の場合と同じ条件に基づき、合併存続会社は合併消滅会社の

従業員を承継する。 
 
エ 税務上の効果 
 
合併においては、以下の要件を全てみたす場合には、合併存続会社は

合併消滅会社の繰越欠損金を承継することができる。 
①合併消滅会社において、繰越欠損金を生じさせた事業が合併前に 3 年

以上営まれていること、および承継される固定資産の 75%以上が合併

の 2 年前から保有されていること 
②合併存続会社において、合併後少なくとも 5 年間は合併消滅会社の事

業を継続すること、および合併後少なくとも 5 年間は合併消滅会社の

固定資産の 75％以上を保有し続けること。 
③合併消滅会社が、製造業、加工業、ソフトウェア開発業その他指定さ

れた一定の事業を営んでいること（なお、合併消滅会社が営んでいる

のが商社事業やサービス事業であった場合など、指定事業に該当しな

い場合には繰越欠損金の承継は認められない） 
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また、合併消滅会社から合併存続会社が承継する固定資産の含み益に

対するキャピタルゲイン税は、以下の要件を全てみたす場合には非課税

となる。 
①合併消滅会社において、承継される固定資産の 75%以上が合併の 2 年

前から保有されていること 
②合併存続会社において、合併後少なくとも 5 年間は合併消滅会社の事

業を継続すること、および合併後少なくとも 5 年間は合併消滅会社の

固定資産の 75％以上を保有し続けること 
 

上記に見られるとおり、キャピタルゲイン税が非課税となる要件は繰

越欠損金の承継のための要件と重なっているため、繰越欠損金の承継が

認められる場合、キャピタルゲイン税も非課税となる。 
 

(4) メリットとデメリット 
 
   組織再編手法として合併を用いることのメリットとしては、上記 1、(2)

で述べた共通のメリットのほか、繰越欠損金の承継およびキャピタルゲイ

ン税の非課税が認められる可能性があるといった税務上のメリット、当事

者が上場会社の場合、自動上場が認められる可能性がある（上記 1、(3)参照）

とのメリットなどがある。 
   一方、デメリットについては、上記 1、(2)で述べたとおりである。 
 

4 会社分割 
 
  (1) 定義 
 
   インド会社法上の会社分割（Demerger）は、合併と同じく 1961 年インド

所得税法において定義されており、同法 2 条 19AA 項にその定義がある。

こちらも合併と同様長文の定義であるが、要約すると、譲渡事業に関する

全ての資産および負債が簿価にて分割会社から分割承継会社に承継され、

かつ原則として分割会社の 4 分の 3 以上の株式の株主が分割承継会社の株

主となること、分割承継会社が分割会社に対して承継事業の対価として株

式を発行すること、会社分割後の事業が存続すること、同法 72A 条 5 項（損

失の引継ぎ条項）の条件に沿った会社分割がなされること等の要件がみた

されているものが、「会社分割」であるとされる。 
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(2) 手続 

 
会社分割の手続は合併の手続と同様である（合併手続については、別紙 5

参照）。 
対価について、会社分割の場合、分割承継会社は、会社分割の対価の支

払方法として、①新株を発行し、分割会社の株主に対して割り当てる方法

（日本の旧商法上の人的分割（日本の会社法上の物的分割と剰余金として

の株式の配当の組み合わせ）に相当）、または②新株を発行し、分割会社に

割り当てる方法（日本の会社法上の物的分割に相当）のいずれかを選択す

ることができる。もっとも、下記(3)エで述べるとおり、インド法上、会社

分割において②の物的分割の方法をとった場合、繰越欠損金の承継が認め

られなくなるなどの税務上のデメリットが生じるため、①の人的分割型の

方法が取られるのが一般的である。 
所要期間については、合併の場合とほぼ同様である。 
 

  (3) 効果 
 

ア 権利義務および契約上の地位の承継 
 

会社分割において、分割承継会社は、会社分割に係る組織再編計画に

おいて特定された分割対象事業にかかる権利義務及び契約上の地位を、

債権者による個別同意の取得その他の行為なくして、分割会社から承継

する。 
 
   イ 登録、認可、事業ライセンス等の承継 

 
会社分割の場合、会社分割後も分割会社は存続するのが通常であるた

め、分割会社が保有していた登録、認可、事業ライセンス等は、当然に

は分割承継会社には承継されない。したがって、会社分割の場合、会社

分割手続と平行して、分割会社が保有する登録、認可、事業ライセンス

等の根拠法に基づき、これらを分割承継会社に承継させる手続を行うこ

とが必要となる。もっとも、合併の場合であっても届出手続は必要とさ

れること、会社分割の場合に登録、認可、事業ライセンス等の承継が拒

まれることは通常ないことから、実務上、手続は合併の場合と大きな相

違はない。 
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   ウ 従業員の承継 

 
 事業譲渡および合併の場合と同じ条件に基づき、合併存続会社は、会

社分割に係る組織再編計画において特定された分割対象事業に従事して

いた合併消滅会社の従業員を承継する。 
 
エ 税務上の効果 

 
    会社分割においては、以下の要件を全てみたす場合には、分割承継会

社は分割会社の繰越欠損金を承継することができる。ただし、会社分割

の場合、会社分割後も分割会社は存続することから、分割会社の繰越欠

損金の全てを承継できるわけではなく、分割対象事業の規模に応じて繰

越欠損金の分割がなされることになる。 
①分割承継会社が、分割会社に対する会社分割の対価の支払方法として、

新株を発行して分割会社の株主に対して割り当てる方法（いわゆる人

的分割）をとっていること 
②分割会社の株式持分の 4 分の 3 以上に対応する株主が、分割承継会社

の株主となっていること 
 

なお、分割会社から分割承継会社が承継する固定資産の含み益に対す

るキャピタルゲイン税は、上記と同じ要件を満たした場合に非課税とな

る。したがって、分割承継会社が分割会社の繰越欠損金を承継した場合、

同時に分割承継会社が分割会社から承継する固定資産の含み益に対する

キャピタルゲイン税も非課税となる。 
 

(4) メリットとデメリット 
 
   組織再編手法として会社分割を用いることのメリット、デメリットは、

基本的に合併の場合と同様である。ただし、合併の場合、会社の事業全体

が対象となるのに対し、会社分割の場合、会社分割に係る組織再編計画に

おいて特定された分割対象事業が対象となる。 
   同じ事業の部分的譲渡である事業譲渡と比べると、権利義務および契約

上の地位や登録、認可、事業ライセンス等の承継が認められること、なら

びに税務上のメリットがあるなどの点で利点が大きい。特に裁判所の関与

する事業譲渡と比べると、両者の手続上の手間にはそれほど大きな相違が
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ないにもかかわらず、会社分割の方が大きなメリットを得られることから、

実務上は、いわゆる業法等による特別な規制がない限り、裁判所が関与す

る事業譲渡の手法が採用されることはない。 
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第 7 節 会社の清算 

 
第 1 清算の方法 

 
インド会社法上、会社の清算（winding up）の方法には、①裁判所の命令によ

る清算（winding up under the order of the court。以下「裁判所清算」という）、お

よび②自主清算（voluntary winding up）の 2 種類の方法がある（第 425 条）。 
裁判所清算とは、インド会社法の定める一定の事由が生じた場合に、関係者

の申請に従い、裁判所61（通常高等裁判所だが、高等裁判所の命令により地方裁

判所に権限が移管されることもある）の命令、イニシアティブにより会社が清

算される場合の清算方法をいう。一方、自主清算とは、会社が株主総会決議に

おいて会社清算を決議し、当該決議に従って会社が清算される場合の清算方法

をいう。 
 裁判所清算においては、裁判所が主体となって清算手続を進め、会社清算人

も裁判所が公共清算人（official liquidator）の中から選任する。一方、自主清算

の場合においては、会社が主体となって清算手続を進め、会社清算人は株主総

会および債権者集会の決議により選任される。 
 裁判所清算は、会社が債務超過の場合、会社の状態が違法となった場合、会

社が違法行為を行った場合など、会社を清算することが公共の利益に合致する

と判断される場合に選択される。会社自身が裁判所清算を申し立てるというこ

とは、債務超過の場合を除いては、通常はない。一方、自主清算は、特に理由

がなくとも会社が内部的な手続を経てさえいれば行うことができる。一般に、

日本企業の現地法人が会社の清算を行う場合、こちらが選択されると考えられ

る。 
以下、裁判所清算と自主清算とを分けて、その要件と手続につき解説する。 

 
第 2 裁判所清算 

 
1 要件 

 
裁判所清算（winding up under the order of the court）は、どのような場合にも

選択しうる清算方法ではなく、以下に述べる一定の要件をみたす場合にのみ

                                                 
61 2003 年のインド会社法改正により、法令上は、内国会社法裁定所（National Company Law 
Tribunal）が命令主体となるとされているが、2008 年 5 月現在、同改正は未施行であるため、現

時点では未だ命令主体は裁判所となっている。なお、脚注 39 および 59 を参照 
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選択することができる（433 条）。 
①株主総会特別決議により、会社を裁判所清算により清算する旨が決議され

た場合 
②会社登記局への法定報告を怠った場合や、法定株主総会の開催を怠った場

合（法的株主総会については、第 3 節の第 1、3、(1)、ア参照） 
③会社設立後 1 年以上事業を開始しない場合または事業を中止した場合 
④株主の数が、法の定める 低株主数（公開会社について 7 人、非公開会社

について 2 人）を下回った場合 
⑤会社がその負債を返済できない場合 
⑥裁判所が、会社が清算されるべきであると判断した場合 
⑦5 年間続けて貸借対照表および損益計算書または年次報告書を会社登記局

に提出しなかった場合 
⑧会社が、インドの主権や独立、州の安全、外国との友好関係、公の秩序、

体制またはモラルに反する行動を行った場合 
⑨インド会社法 424G 条に基づき、会社が財務破綻産業会社（Sick Industrial 

Company）と認定され、かつ財務面で今後の回復は不可能であると判断され

たことにより、裁判所が清算相当であると認めた場合 
 

上記のうち、⑥がいわゆる一般条項であり、他の条項に該当しない場合で

あっても、⑥に該当するとみなされる場合には、裁判所清算の要件がみたさ

れたと判断されることがある。判例および解釈上、⑥に該当すると解釈され

ているものとしては、以下のような場合がある。 
(a)デッド・ロックにより、会社が運営不能に陥った場合 
(b)会社の事業目的が達成できないことが明らかになった場合 
(c)会社が事業を継続できなくなった場合 
(d)多数株主が少数株主の権利を蔑ろにしていると認められる場合 
(e)会社が組織的に詐欺的行為その他の違法行為を行っていると認められる場

合 
(f)会社の解散が公共の利益に合致すると認められた場合 

 
2 手続 

   
  裁判所清算に関するインド会社法上の条文は 433 条から 483 条まであり、

その手続は細かく規定されているが、以下では手続の概要のみ解説すること

とする。 
裁判所清算は、裁判所に対する申立てにより行われる（439 条）。すなわち、
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裁判所清算においても、裁判所が、申立てもないのに職権で自ら清算命令を

出すということはない。 
  申立て主体となりうるのは、会社、債権者、株主、会社登記局、インド中

央政府などである（439 条 1 項）。もっとも、債務超過の場合を除いては、会

社が自ら裁判所清算を申立てることは稀であり、第三者の申立てにより手続

が開始するのが通常である。 
裁判所清算の申請は、所定のフォームに、会社の状況についての陳述書

（statement of affairs。以下、説明の便宜のため、「状況陳述書」という。）を添

付して行う必要がある（439A 条 1 項）。会社自身以外から裁判所清算の申請

がなされた場合で、会社が清算に反対しているときには、会社は申請書に添

付された状況陳述書に対する反論の状況陳述書を提出することができる

（439A 条 2 項）。 
裁判所は、上記申請の受付後、清算申請を審理する。裁判所が清算相当と

認めた場合には、全ての債権者および出資者を保護することを目的として、

清算命令（order for winding up）が出される（447 条 1 項）。また、裁判所は、

清算命令の日から 2 週間以内に、公共清算人オフィスおよび会社登記局に、

清算命令が出たことを通知する。 
清算命令の通知を受け、あらかじめ公共清算人（official liquidator）として

インド中央政府から選任されていた者の中から（448 条）、事件配転に従って

特定の者が会社清算人に就任する（449 条）。 
清算命令から 21 日以内に、会社の取締役その他一定の地位にあった役員は、

会社清算人に就任した公共清算人に対し、以下の事項を内容とする状況陳述

書を提出しなければならない（第 454 条 1 項、2 項）。 
①会社の資産 
②会社の負債 
③債権者の氏名、所在および職種ならびに債権の概要（担保債権か無担保債

権か、担保の概要など） 
④会社に起因するその他の債務 
⑤その他公共清算人が必要とする情報 

 
会社清算人に就任した公共清算人は、当該状況陳述書の記載を元に、会社

について調査を行うとともに清算事務を進め、清算命令から 6 ヶ月以内に裁

判所に対して暫定報告書を提出する（455 条）。暫定報告書には、以下の事項

が記載される必要がある（同条 1 項）。 
①資本金額ならびに資産および負債の額 
②裁判所清算に至るまでの過程において、会社に何らかの失敗があった場合、
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その失敗の内容 
③会社の設立、運営および失敗について、更なる質問調査を行う必要がある

と思料される場合、その旨 
 
  暫定報告書提出後も、会社清算人に就任した公共清算人は調査および清算

事務を進め、必要があれば再度報告書を裁判所に提出する。 
これらの調査および清算事務を行うため、会社清算人に就任した公共清算

人には広範な権限が認められており、会社の資産売却の権限はもちろん、係

属中の訴訟を遂行する権限、清算手続中に必要な範囲で事業を継続する権限、

その他会社の清算に必要な一切の行為を行う権限が認められている（457 条）。 
この会社清算人に就任した公共清算人の強大な権限に鑑み、その権限の濫

用を防止する見地から、裁判所は、清算手続の進行中、検査委員会（committee 
of inspection）を設置し、公共清算人の行為を監視させることができる（464
条）。 
公共清算人が全ての清算事務を終えた場合、または裁判所が配当原資の不

足等により、これ以上清算事務を進めても無益であると判断した場合（日本

法上の手続廃止に相当）、裁判所は清算結了命令（order of dissolution）を出す

（481 条）。当該清算結了命令の日をもって、裁判所清算による会社清算は終

了したものとみなされる（インド会社法 481 条）。 
 
 3 管轄 

 
裁判所による清算命令および清算結了命令は、当該命令を出した裁判所が

どの州の裁判所であるかにかかわらず、全ての裁判所に援用されうる（482 条）。

これは、裁判所による清算手続への関与を全国で統一的に取り扱うための措

置である。 
なお、清算命令や清算結了命令に対する抗告その他の異議申し立ては、通

常の管轄の原則に従い、当該命令が出された地方裁判所または高等裁判所の

管轄に従って行われる（483 条）。 
 
第 3 自主清算 

 
1 要件 

 
インド会社法 484 条は、会社の自主清算が行われる 2 つの場合を、以下の

とおり規定している。 
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①附属定款に規定された会社の存続期間（なお、存続期間の規定は必要的記

載事項ではない）を経過した場合、または附属定款に規定されている会社

清算事由に該当した場合に、会社が株主総会普通決議により自主清算を行

うことを決定したとき（484 条 1 項(a)） 
②会社が株主総会特別決議（4 分の 3 以上の賛成）により、自主清算を行うこ

とを決定したとき（484 条 1 項(b)） 
 

自主清算（voluntary winding up）は、これらの株主総会決議が行われたと同

時に開始する（486 条）。自主清算開始後は、会社は原則として全ての事業を

停止する必要があるが、自主清算が結了するまでは権利義務の主体となるこ

とができる（487 条）。 
 
 2 手続 

 
  (1)  債務不存在宣言または債務弁済見込宣言 
 

自主清算に関するインド会社法上の条文は 484 条から 560 条まであり、

その手続は細かく規定されているが、裁判所清算と同様、以下では手続の

概要のみ解説することとする。 
自主清算が株主総会で決議されるに先立ち、会社の取締役会（取締役が 1

人の場合、当該取締役。以下同じ）は、宣誓供述書（affidavit）により、会

社に債務が存在しないことの宣言（以下、説明の便宜上、「債務不存在宣言」

という）または取締役が当該宣言において定める一定期間内（ただし、清

算手続開始後 3 年以内である必要がある）に、全ての債務を弁済できる見

込みであることの宣言（以下、説明の便宜上、「債務弁済見込宣言」という）

を、裁判所において行うことができる（488 条 1 項）。 
債務不存在宣言または債務弁済見込宣言は、自主清算の株主総会決議の

日に先立つ 5 週間以内に行われる必要があり、このこの期間よりも前ある

いは後になされた債務不存在宣言または債務弁済見込宣言は無効となる

（488 条 2 項(a)）。 
また、債務不存在宣言または債務弁済見込宣言を行うにあたっては、上

記宣誓供述書のほか、以下の書類が揃っている必要がある（488 条 2 項(b)）。 
①監査済みの、前期末から債務不存在宣言または債務弁済見込宣言前の一

定の日までの損益計算書および当該一定の日時点での貸借対照表（「債務

不存在宣言または債務弁済見込宣言前の一定の日」とは、実務的に可能

な限り債務不存在宣言または債務弁済見込宣言に近い日をいう） 
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②債務不存在宣言または債務弁済見込宣言日時点での、資産および負債の

明細書（statement） 
③①および②についての監査報告書 

 
取締役会は、債務不存在宣言または債務弁済見込宣言後、上記宣誓供述

書および添付書類を、会社登記局に提出する。 
後述のとおり、債務不存在宣言または債務弁済見込宣言がなされている

かどうかにより、自主清算の方式が「株主の自主清算（members' voluntary 
winding up）」となるか「債権者の自主清算（creditors' voluntary winding up）」
となるかが定まり、その後の手続に相違が生じる。 
 そのため、取締役会が債務不存在宣言または債務弁済見込宣言を合理的

な根拠なく行った場合について、6 ヶ月以下の懲役もしくは 5 万ルピー以下

の罰金または両者の併科が罰則として定められている（同 488 条 3 項）。さ

らに、債務弁済見込宣言の「合理的な根拠の有無」については推定規定が

存在し、債務弁済見込宣言から 5 週間以内に自主清算の株主総会決議が行

われたが、債務弁済見込宣言において定められた期間内に弁済が行われな

かった場合には、債務弁済見込宣言は合理的な根拠なく行われたものと推

定される（同条 4 項）。 
 これは、事実上、期間内に債務弁済が完了しなかったことについての結

果責任を問うものであり、したがって、債務弁済見込宣言を行う場合、同

宣言の期間内に債務を確実に弁済できるかどうか、十分に検討する必要が

ある。 
 
  (2) 株主の自主清算と債権者の自主清算 
   

債務不存在宣言または債務弁済見込宣言が行われた上で、株主総会決議

により自主清算が開始した場合、インド会社法上、その自主清算は「株主

の自主清算（members' voluntary winding up）」と呼ばれる。一方、この債務

不存在宣言または債務弁済見込宣言が行われずに、株主総会決議により自

主清算が開始した場合、インド会社法上、その自主清算は「債権者の自主

清算（creditors' voluntary winding up）」と呼ばれる（同 488 条 5 項）。 
株主の自主清算の場合、株主の意思に従って比較的自由に自主清算を進

められるのに対し、債権者の自主清算の場合、債権者の意思が重視される

ことから債権者集会における意思決定等の手続が必要となる。株主の自主

清算の手続は、インド会社法 489 条から 498 条まで、債権者の自主清算の

手続は、同法 499 条から 509 条までに、それぞれ規定されている。 
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  (3) 株主総会決議後の清算手続 
 
   株主の自主清算であると債権者の自主清算であるとを問わず、自主清算

の株主総会決議が行われた場合、当該株主総会の議事録は、会社登記局に

提出されるとともに、新聞紙面上で公告されなければならない。 
その後、株主の自主清算の場合、会社清算人（liquidator）が、株主総会決

議により選任され、報酬額も同時に定められる（490 条）。通常、この会社

清算人の選任決議は、自主清算の株主総会決議と同じ機会に行われる。一

方、債権者の自主清算の場合、会社清算人は、債権者集会および株主総会

の双方で選任される必要がある（502 条）。債権者集会と株主総会が、異な

る人物を会社清算人として選任した場合、債権者集会の選任が優先される

（同条 2 項）。 
会社清算人の選任後、取締役会は、会社登記局に対して選任した会社清

算人について届出を行い、また株主総会議事録を公告したのと同じ新聞紙

上に会社清算人の選任を公告しなければならない。 
会社清算人は、清算事務を遂行し、清算手続において会社の全ての資産

を売却するとともに負債の全てを弁済し、かつ資本金の返還を行う。さら

に余剰金がある場合、出資比率に応じて株主に分配する（510条から512条）。 
株主の自主清算の場合、会社清算人は、会社清算手続中、必要に応じて

債権者集会や株主総会を招集、開催することができる（495 条、496 条）。

一方、債権者の自主清算の場合、会社清算人は、会社清算手続中に少なく

とも 1 回以上債権者集会を召集する必要がある（同 500 条）。 
債権者の自主清算において、あるいは自主清算に際して会社の資産が全

ての債務を弁済するに満たない場合においては、税金や労働者への賃金等、

一定の優先債権から弁済が行われる（530 条）。また、債務が全て弁済され

た後の資本の返還において、残資産が全ての資本の返還に満たない場合に

は、優先株式（preference share）などの一定の優先資本から返還が行われる。 
 
  (4) 終株主総会 
 

自主清算において、会社清算人は、清算手続を通じて全ての清算行為（資

産売却、負債弁済、資本返還、余剰金分配）を終えた後、 終株主総会（final 
meeting）を召集、開催する（497 条、509 条）。この 終株主総会は、清算

人による清算過程の説明を目的として開催される（497 条 1 項、509 条 1 項） 
終株主総会の議事録は、会社登記局に提出されるとともに、株主総会
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議事録および会社清算人選任を公告したのと同じ新聞紙上に公告されなけ

ればならない。 
終株主総会の終了後、会社清算人は、自主清算に関する報告書を、公

共清算人オフィスに対して提出し、事件の配転を受けた公共清算人はその

精査を行う。公共清算人による精査の結果、当該会社清算が、債権者もし

くは出資者の利益または公共の利害に反すると認められた場合、当該公共

清算人は裁判所に対してその旨を報告する。かかる報告に対する裁判所の

審査が終了するまでは、会社の清算結了は認められない（497 条 6 項以下、

509 条 6 項以下）。 
一方、公共清算人の精査の結果、特に問題がないと認められた場合、会

社清算人は 終株主総会の議事録を会社登記局に提出して、自主清算手続

を全て終える。 終株主総会の議事録が会社登記局に提出された時点で、

自主清算手続は結了し、会社は法的に存在しなくなる。 
以上を踏まえた、株主の自主清算のモデル手順を別紙 6 にまとめたので、

参照されたい。 
 
第 4 会社の清算に係る諸問題 

 
 1 労働法上の問題 

 
会社清算は、それが裁判所清算であれ自主清算であれ、会社という事業体

が消滅することから、従業員の失業を伴う。インド労働法上、会社清算に伴

う従業員の失職は、会社の側からの解雇と同様とみなされており、したがっ

て会社清算を行う場合、事前に従業員の解雇手続を経る必要がある。 
従業員のうち、1947 年インド産業紛争法（Industrial Dispute Act, 1947）の「労

働者」の定義62に該当しない者（non-workman）については、そもそも労働法

の保護の対象とはならず、会社との関係も通常のインド契約法に従って規律

されるのみであるため、インド契約法に従って契約解除の交渉を行うべきこ

とになる。 
一方、同法上、「労働者」の定義に該当する者については、1947 年インド産

業紛争法による労働者保護の対象となるため、同法 25F に従って、解雇

（retremchment）の手続を経る必要がある。具体的には、会社清算に伴う解雇

                                                 
62 1947 年インド産業紛争法第 2 条により、「手作業的、非熟練的もしくは熟練的、技術的、作業

的、事務的または監督的業務のために雇用された雇用者をいう」と定義されている。ただし、 
①経営的または管理者的立場（managerial or administrative capacity）にある者、または②賃金月

額が 1600 ルピーを超えており、かつ監督者的立場（supervisory）にある者など、一定の者につ

いては、上記「workman」の定義から除外される。 
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日の 1 ヶ月前までに、雇用している労働者に対してその旨を予告するととも

に、州政府に事前届出を行う必要がある。さらに、解雇日までに 1 年以上継

続して勤務した労働者に対しては勤続年数に 15 日分の賃金を乗じた補償金（1
年目の給料の 15 日分＋2 年目の給料の 15 日分＋3 年目の給料の 15 日分とい

うように加算していく）を支払う必要がある。 
また、会社が、その事業所、工場等において 100 人以上の労働者を雇用し

ている場合、1947 年インド産業紛争法上、事業廃止については州政府の事前

認可（「届出」ではない）が必要とされる。さらに、州によっては、事業所、

工場等の撤退について認可を必要とする独自の規制が課せられており、この

ような場合には、事業所、工場等の労働者の数にかかわらず、会社を清算し

て事業を廃止するためには、州政府の事前認可を取得する必要がある。 
しかしながら、州政府は、現地の雇用や税収入の確保の観点から、これら

の認可を出すことに消極的である傾向があり、州政府から事業廃止の事前認

可を取得することは困難であることが多い。そのため、実務上は、100 人以上

の労働者を雇用している会社を清算、撤退する場合、労働者の数が 100 人を

割り込むまで、好条件を付した自主退職を募るとの方法が採られることが多

い。 
また、事業から撤退するにあたり、会社を清算するのではなく、株式を合

弁相手あるいは第三者に譲渡することにより、会社を存続させつつインドか

ら撤退するという方法が採られることもある。インド国内企業に対して株式

を売却する場合、一定の価格ガイドラインに従った取引が必要となる。 
 
 2 インド外国為替管理法上の問題 

 
日本企業の現地子会社または合弁会社を清算する場合、現地の資産を全て

処理した後に残る金額を本国に送金する必要があるが、この送金については

インド準備銀行（RBI）の事前認可が必要とされる（これは、支店や駐在員事

務所の閉鎖の場合も同様である）。 
  しかしながら、インド準備銀行の送金認可を得ることは必ずしも容易では

なく、債務が残っている場合や、会社について訴訟が係属するなど紛争が生

じている場合には、送金認可の取得が困難となる場合がある。。また、特段の

問題がない場合であっても、送金額が大きい場合には送金認可に時間がかか

ることもある。 
 
 

本文以上 
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別紙1 
 

非公開会社への適用除外規定一覧 
 
（本別紙において、各項目の文章記載部分は公開会社に適用される規定内容を、

文末括弧内の条文は、当該規定が非公開会社において適用除外となる根拠条文

を表す） 
 

(1) 会社設立時の株式割当の際に、会社登記局に趣意書（statement iin lieu of 
prospectus）を提出しなければならないとする規定（70条3項） 

(2) 自己株式の購入や親会社の株式購入のための借入れの禁止（77条2項） 
(3) 株主総会特別決議なくして、または株主決議普通決議およびインド中央

政府の認可なくして、第三者に対して新株発行を行ってはならないとする

規定（81条3項(a)） 
(4) 種類株式についての各種規定（株式の種類を資本株式（equity share）お

よび優先株式（preference share）の2種類とする規定（85条）、新株として

発行できる株式の種類も上記2種類に限定される旨の規定（86条）、株式の

議決権に関する規定（87条）、インド会社法の施行時にすでに存在した過

度の議決権に関する規定（89条））（90条2項） 
(5) 一定の場合における、会社法委員会（Company Law Board）の事前許可な

しでの株式の売買の禁止（111条13項） 
(6) 会社登記局による営業開始証明書（Certificate of Commencement of 

Business）の交付前の業務開始の禁止（149条7項） 
(7) 法定株主総会（statutory meeting）の開催義務（165条10項） 
(8) 株主総会の招集、定足数、議決権行使等について定める171条から186条
を強行規定（条文上「附属定款で別の定めができる」と明文で規定されて

いる場合を除き、附属定款で別の定めをしたとしても無効）とする規定（170
条1項(ii)） 

(9) 取締役およびマネージャーに対する報酬の合計上限金額を当期純利益の

11％とする規制（198条1項） 
(10) 会社登記局に提出した損益計算書を、株主以外の者が閲覧できるとする

規定（220条1項） 
(11) 取締は3名以上でなければならないとする規定（252条2項。なお、同項は、

公開会社以外の会社も 低2人以上の取締役を持たなければならない旨定

めているため、非公開会社についても 低2人以上の取締役を選任する必要

がある） 
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(12)  定員の3分の2以上の数の取締役を、ローテーションにより退任する取締

役（任期の長い者から3分の1またはそれに も近い数ずつ、定時株主総会

において退任していく取締役）としなければならないとする規定（255条1
項） 

(13) 取締役に就任しようとする者は、取締役選任が予定されている株主総会

の14日以上前までに、会社に対して、自己が取締役候補者となることにつ

いての自著による表明通知を行わなければならないとする規定（257条2項） 
(14) 12人を超える数の取締役を選任する場合または附属定款で定めた取締役

の人数を超える数の取締役を選任する場合、インド中央政府の認可が必要

となる旨の規定（259条） 
(15) 取締役選任においては、個別の取締役ごとに株主総会普通決議による選

任決議を行わなければならないとする規定（263条1項） 
(16) 取締役に選任された者について、就任承諾書を会社登記局に提出しなけ

ればならないとする規定（264条3項） 
(17) 附属定款に、取締役となるための株式取得要件（share qualification）を定

めた場合における、取締役選任手続についての規定（266条5項、273条） 
(18) マネージング・ディレクター、常勤取締役またはローテーションで退任

する取締役以外の取締役の選任に関する規定（基本定款、附属定款、契約

いずれの規定であるとを問わない）を修正する場合、インド中央政府の認

可が必要とされる旨の規定（268条） 
(19) インド会社法別紙13（schdule XIII）の要件（一定の法令上の罰則により

処罰を受けた事がないこと、25歳以上70歳未満であること、インド居住者

（ここにいう「インド居住者」の要件は、満12ヶ月以上継続してインドに

居住していること）であること等）をみたさない者を、公開会社のマネー

ジング・ディレクターまたは常勤取締役に選任する場合に、インド中央政

府の認可を得る必要があるとする規定（269条2項、インド会社法別紙13
（schdule XIII））。 

(20) 取締役の不適格要件の限定列挙（274条3項が、非公開会社については、

附属定款に規定することにより、同条1項に規定される以外の不適格要件を

定めることができる旨規定していることの反対解釈として、公開会社につ

いてはこれら以外の不適格要件を附属定款で定めることはできないと解さ

れている。274条3項）。 
(21) 1人が15社を超える会社の取締役を兼任することの禁止（278条） 
(22) 取締役の資格喪失事由の限定列挙（283条3項が、非公開会社 について

は、附属定款に規定することにより、同条1項に規定される以外の事由を資

格喪失事由とすることもできる旨規定していることの反対解釈として、公



       

Copylight (C) 2008 JETRO. All rights reserved.       129 

 

開会社については、これら以外の事由を附属定款の規定により資格喪失事

由とすることはできないと解されている。283条3項）。 
(22) 監査委員会の設置義務（292Ａ条1項） 
(23) 取締役会の権限の制限（293条1項。なお、別紙3の(19)を参照） 
(24) インド中央政府の事前承認なしに、会社が取締役またはその一定の関係

者に対して貸付、保証および担保の差入れを行うことの禁止（295条2項） 
(25) 利益相反取引において、利益が相反する取締役が、当該利益相反取引に

ついての取締役会決議に参加することの禁止（300条2項） 
(26) 会社登記局に登記される取締役情報において、取締役の誕生日を記載し

なければならないとする規定（303条1項） 
(27) マネージング・ディレクター、常勤取締役以外の取締役に対する報酬の

上限額規定（309条9項。なお、別紙4の(18)を参照） 
(28) 取締役報酬を増額の方向で変更する場合に、インド中央政府の認可を必

要とする規定（310条）。 
(29) 取締役の再任または取締役のマネージング・ディレクターもしくは常勤

取締役への就任に際して、その報酬を増加させる場合に、インド中央政府

の認可を必要とする規定（311条） 
(30) 既に他の会社のマネージング・パートナーまたはマネージャーとなって

いる者を、会社のマネージング・パートナーまたはマネージャーに選任す

る場合において、取締役会全員一致の賛成のほか株主総会普通決議を必要

とする規定（316条2項、386条2項） 
(31) マネージング・ディレクターの任期を 長5年とする規定（317条4項） 
(32) 純利益の確定方法および減価償却費の計算に関する一定の規定（349条、

350条および355条） 
(33) 公開会社において、会社の払込済み株式資本の60％または準備金の100％

のいずれか高い方の額に相当する金額を越えて、法人間貸付、投資または

保証を行う際に、取締役会全員一致の賛成のほか、株主総会特別決議を必

要とする規定（372A条8項） 
(34) マネージャーの兼任上限および報酬上限規定（388A条） 
(35) インド中央政府が、取締役会の構成を変更できるとする規定（409条3項） 
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別紙2  

非公開会社（Private Company）設立モデル手順 

 
※ 以下は、マハラシュトラ州での設立モデル手順を念頭に置いている。デリ

ー連邦直轄領その他の州、地域においては、別途の手続が必要となる可能性

もあるため、留意されたい。 
 
STEP 1 電子署名認証（Digital Signiture Certificate (DSC)）の取得 
 
 2008 年 5 月現在、会社設立申請は、一部の手続を除き、全てインド企業省

（Ministry of Company Affairs (MCA)）のウェブサイト 
http://www.mca.gov.in/index.html 

を通じたオンライン申請で行われている。 
会社設立のための一連のオンライン申請においては、仮 DIN の取得申請を除

き、設立申請の全てのステップにおいて、取締役となる者（発起人）の電子署

名を提出する申請書フォームに添付することが必要とされるため、設立手続を

開始するに先立って、電子署名の作成を行い、電子署名認証（Digital Signiture 
Certificate (DSC)）を取得する必要がある。 
電子署名認証を取得する場合、電子署名の作成と認証登録を代行する専門の

登録請負業者（10 社程度）のいずれかに依頼する必要がある。登録請負業者は、

電子署名を作成し、それを当該署名者の署名として当局に認証登録する。 
専門の請負業者に依頼して、印鑑の代わりに電子署名を作成、認証登録し、

これをオンラインでの書類提出に貼付（添付）するというイメージである。 
 電子署名の作成と認証登録が完了した後、請負業者から CD ロム、メモリース

ティックといった記録媒体に電子署名が記録されたものを受領する。これをコ

ンピュータに挿入し、オンライン申請の画面上の署名欄をクリックすると、署

名の選択画面が出るので、自己の署名を選択すると、オンライン上の署名欄に

電子署名が貼付される。 
 
STEP 2 取締役識別番号（Director Identification Number (DIN)）の取得 
 

1 仮 DIN（provisional DIN）の取得 
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 インド企業省のウェブサイトから、オンラインで仮 DIN（provisional DIN）の

申請を行う（なお、後述のとおり、本 DIN の申請の際は、会社を設立しようと

する地域（州）を管轄する会社登記局に対して、書類で申請する必要がある）。 
 
 (1) ユーザー登録 

 
インド企業省のウェブサイトからオンライン申請を行う場合、 初にユー

ザー登録を行う必要がある。 
  ユーザー登録は、インド企業省のウェブサイトのポータルサイト 

http://www.mca.gov.in/index.html 
の一番右にある「New User Registration」をクリックして行う。 
 ユーザー登録を行うことにより、支払領収書（challan。下記２、(1)、イ参

照）による申請手数料の支払いが可能となる。 
  
 (2) 仮 DIN の取得申請 

 
ユーザー登録完了後、仮 DIN の取得申請を行う。 

  仮 DIN の取得申請は、DIN 申請の窓口サイト

http://www.mca.gov.in/MinistryWebsite/dca/din/DIN.htm 
の左のタブの「Apply for DIN」をクリックして行う。 

  クリック後の画面のうち、FORM DIN-1 に、必要事項を記入し Submit をク

リックする。なお、この FORM DIN-1 には、電子署名を貼付する必要はない。 
FORM DIN-1 中、*マークのついた項目（氏名、父親の名前、生年月日、現

住所等）は全て記入する必要がある。 
なお、本籍地（Permanent residential address）の郵便番号について、本籍地

の郵便番号は住民票に記載されていないことから、本 DIN の取得の段階（下

記２参照）で、本籍地の郵便番号について別途証明を求められることもある。 
必要事項が全て適切に記入されていれば、Submit の後、画面上で仮 DIN が

記入された FORM DIN-1 が表示される。これをプリントアウトし、本 DIN の

取得申請の際に会社登記局に提出する。 
 
2 本 DIN の取得 

 
仮 DIN から 60 日以内に、会社を設立しようとする地域（州）を管轄する会

社登記局に対して、正式な DIN（以下、説明の便宜上、「本 DIN」という）

の取得を書面で申請する必要がある。 
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申請後、本 DIN が承認されるまでの期間は、通常 1 週間程度であるが、会

社登記局の案件処理状況によっては 4 週間程度かかることもある。なお、申

請審理の進捗状況については、インド企業省のウェブサイトで確認すること

ができる。 
新会社の取締役就任予定者の属性（外国人かインド人か、インド居住者か

非居住者か）により、必要書類が異なるため、以下、場合を分けて説明する。 
 

(1) 共通の必要書類（取締役の属性にかかわらず必要となる書類） 
 
  ア FORM DIN-1 
 

上記 1、(2)の手順に従って作成した、仮 DIN が記入された FORM DIN-1
の写真貼付欄に、DIN 申請者のパスポートサイズ（45mm×35mm）の写真 1
枚を貼付し、かつ署名欄 2 箇所に署名する（必ず枠内に署名する必要があ

る）。 
 
  イ 支払領収書（challan） 
 

申請手数料（別表参照）の支払のため、オンラインの支払い画面で表示

される支払領収書（challan）を FORM DIN-1 に添付する。 
支払領収書（challan）の支払いは、小切手で行うこと、クレジットカード

を利用して行うこと、いずれも可能である。 
小切手で支払う場合、銀行に challan と呼ばれる支払領収書と小切手とを

持参し、数日後に手数料支払済みの領収書（銀行のスタンプが押される）

を受領する。この領収書を、他の必要書類に添付して、会社登記局に提出

する。 
一方、クレジットカードで支払う場合、オンラインで支払い、支払い後

の画面をプリントアウトして、会社登記局に提出する。 
 

(2) 個別の必要書類 
 
  以下のそれぞれの場合、上記(1)で述べた共通の必要書類に加え、各項目に

列挙した書類が必要となる。 
 
ア インド入国経験がない外国人が取締役となる場合（非居住者である外国

人が、インド国外在住のまま、インド内国会社の取締役となる場合） 
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①DIN 申請者の住民票の原本 1 部 
②①の住民票の英訳 1 部 
③②が①の英訳であることの宣言（Declaration） 
④DIN 申請者のパスポートのコピー（写真記載のページおよび 終ページ

のコピーに加え、（インド未入国であるが）インド入国ビザを保有してい

る場合、当該ビザのページのコピーも必要となる） 
  
①、②および③については、まとめて日本の公証人役場またはインド大

使館による公証を受ける必要がある。また、④についても、当該コピーが

真正なパスポートのコピーであることの宣言（Declaration）およびその公証

を求められることがある。 
また、上記①から④に加えて、第三者による DIN 申請者の住所証明が要

求されることがある。その場合、第三者が「to whomsoever it may concern」
という表題で、会社登記局の担当者宛に住所証明のレターを発行する等の

対応が必要となる。なお、既に会社が成立している場合で、新しく取締役

になる者が本 DIN 取得真正を行う場合、当該会社のマネージング・ディレ

クターが、当該新規に取締役になる者の住所について宣言（Declaration）を

行うことで代替することもできるようである。 
 
イ インド居住者（原則としてインドに 183 日以上居住している者）ではな

いが、短期商用ビザを取得している外国人が取締役となる場合 
 

①DIN 申請者の住民票の原本 1 部 
②①の住民票の英訳 1 部 
③②が①の英訳であることの宣言（Declaration） 
④DIN 申請者のパスポートのコピー（写真記載のページ、 終ページのコ

ピー、インド入国ビザのページおよび入国スタンプ掲載のページのコピ

ーが必要となる） 
 

上記アの場合と異なり、短期商用ビザを取得している者が本 DIN の取得

申請を行う場合、上記全ての書類について公証を受けることは不要である。 
また、上記①から④に加えて、第三者による DIN 申請者の住所証明が要

求されることがあることは、上記アと同様である。 
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ウ  インド居住者（原則としてインドに 1 年以上居住している者）である外

国人またはインド在住のインド人が取締役となる場合 
 

①DIN 申請者の居住許可（Residential Permit。インドに継続して 180 日以上

居住する場合、インドに入国 14 日以内に、外国人登録機関（FRRO）に

おいて、居住許可を取得する必要がある）のコピー 
②DIN 申請者の PAN カード（PAN カードとは、個人の基本税務番号であ

る Permanent Account Number（PAN）の番号を記載した納税者カードをい

う）のコピー 
③DIN 申請者のインド居住を証明する書類（住居の賃貸契約書、電気料金

の請求書、銀行の取引証明等)の写し 
④DIN 申請者のパスポートのコピー（写真記載のページ、 終ページのコ

ピー、インド入国ビザのページおよび入国スタンプ掲載のページのコピ

ーが必要となる） 
 
STEP 3 商号承認申請 
 
商号承認申請は、設立しようとする会社の所在地を管轄する会社登記局に対

し、インド企業省のウェブサイトを通じて、オンラインで 1956 年一般規則およ

びフォームの Form 1-A（商号承認の申請書）を提出することにより行う。 
使用しようとする商号が、既存の会社の商号（インド国内であると外国のも

のであるとを問わず、また親会社を含む）に類似している場合、当該商号承認

申請にあたって、商号の使用につき異議がない旨のレター（No Objection Letter）
の提出が必要となる。 

Form 1-A には、設立しようとする会社について、以下の各事項を記載する必

要がある（なお、申請の種類では、「incorporating a new company」を選択する）。  
①申請者および発起人（Promoter。会社設立後に株主となる者）の氏名、職業お

よび住所 
②商号を登録する州名および当該州の会社登記局の名称 
③公開会社、非公開会社の別 
④商号を希望する順に 3 つ（州によってはそれ以下またはそれ以上）記載する。

予備商号を希望しない場合、記載不要 
⑤事業目的 
⑥商号と会社の主たる事業目的が一致していることの確認 
⑦政府系機関か否かの確認 
⑧取締役の詳細（DIN、氏名、父親の氏名、現住所、本籍地、国籍、職業）。公
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開会社の場合、 低取締役 2 人分について記載が必要となる。 
⑨授権資本額 
 
また、このほか、添付書類として、 

①設立を法律事務所、コンサルティング事務所、会計事務所等に依頼した場合、

当該事務所に対する委任状 
②申請手数料の支払領収書（Challan）。なお、この支払領収書記載の番号（SRN）

は、後の会社設立登記申請で必ず必要となる。 
③商号名が、国内、国外を問わず、既存の会社に類似している場合には、当該

会社からの商号の使用につき異議がない旨のレター（No Objection Letter） 
をオンラインで提出する（①および③については PDF ファイルにして添付し、

②については SRN で支払い確認が行われる。）必要がある。 
 
上記のうち、③については商号承認申請しようとする者の本国の公証人役場

またはインド大使館での認証が必要となる。 
書類に不備がなければ、通常申請から 1、2 週間程度で、会社登記局から希望

する商号を承認するかどうかについての通知が、メールおよび書面で行われる。 
 
STEP 4 会社設立登記申請 
 
 商号承認を取得後、会社設立登記申請を行い、会社登記局から設立証明書

（Certificate of Incorporation ）を取得する必要がある。 
 商号承認申請と同様、会社設立登記申請は、インド企業省のウェブサイト 
http://dca.nic.in/steps.htm 
を通じたオンライン申請により行う。 
 会社設立登記申請には、以下に述べる 3 つの Form の提出およびそれらの添付

書類の提出が必要となる。オンラインで提出される全ての Form には、設立登記

申請者の電子署名の貼付が必要となる。 
また、添付書類のうち、インド国外で作成されたものについては、全て当該

作成国における公証役場またはインド大使館での認証が必要となる。 
 
１ Form１ 

 
  (1) 趣旨および記載事項 
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Form１は、会社設立に際して、インド会社法上の手続を完了したことの

宣言である。その記載内容は以下のとおりである。 
①商号承認申請において利用した支払領収書（Challan）記載の番号（SRN） 
（番号入力時に自動的に申請社名が反映される） 

②授権資本額、発行済み株式数、株式額面総額 
③引受人（Subscriber。FORM1A で発起人である者を記載。なお、法人の場

合、会社設立のための委任状を保有している者の情報を記載する） 
  ④氏名、父親の氏名、国籍、生年月日、職業、パスポート番号、現住所（本

籍と一緒である場合記載不要）、本籍、メールアドレス 
   ※法人の場合、氏名については「○○Company Through 氏名」と記載 
  
   記入完了後、印紙税（税額については別表参照）の支払いのために印紙

税局（Stamp Office）でスタンプを受け、PDF 化して、(2)の添付書類ととも

に提出する。 
 
  (2) 添付書類 
   
   Form1 の添付書類は以下のとおりである。 

なお、全ての添付書類の提出には印紙税がかかる（税額については別表

参照）。印紙税局（Stamp Office）でスタンプを受けた書類を PDF にし、Form
１に添付する。 

 ①基本定款（Memorandum of Association。発起人２人の署名を記載の上、オ

リジナルとコピーを一部ずつ提出。なお、 終ページには、株主の詳細

（住所・氏名・父親の名前・保有株数等）その他の記載が必要となるが、

これらは全て手書きで行われる必要がある） 
  ②附属定款（Articles of Asssociation。同じく、発起人２人の署名を記載の上、

オリジナルとコピーを一部ずつ提出。同様に、 終ページには、株主の

詳細（住所・氏名・父親の名前・保有株数等）その他の記載が必要とな

るが、これらは全て手書きで行われる必要がある） 
  ③取締役（発起人）による会社設立を決議する取締役会議事録（会社設立

決議書） 
 ④委任状（弁護士、会計士、コンサルタントその他会社設立に際して授権

を受けた者に対する委任状を提出） 
 
 ２ Form 18 
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  (1) 趣旨および記載事項 
 

   Form 18 は、設立された会社の住所登録申請である。記載事項は以下のと

おりである。 
①発起人の現在のオフィスの住所 

  ②商号承認申請において利用した支払領収書（Challan）記載の番号（SRN） 
（番号入力時に自動的に申請社名が反映される） 

  ③新会社の住所 
  ④所轄の警察署の住所 
 
   また、Form18 については、会計士または会社秘書役により、当該内容が

申請であることについての証明を得る必要があり、これらの者の電子署名

の貼付が必要となる。 
 
  (2) 添付書類 
   
   新会社の住所について第三者の宣言（declaration。「この会社の住所はこ

こにある」ということを記載した書類）を添付する。 
 
３ Form 32 

 
  (1) 趣旨および記載事項 

 
   Form 32 は、取締役情報を登録するフォームである。記載事項は以下のと

おりである。 
①商号承認申請において利用した支払領収書（Challan）記載の番号（SRN） 
（番号入力時に自動的に申請社名が反映される） 

②取締役の人数（創立時の取締役数） 
③各取締役の DIN 
④会社秘書役の情報（会社秘書役を雇用しない場合、記載不用） 

 
   また、Form18 と同様、Form32 については、会計士または会社秘書役によ

り、当該内容が申請であることについての証明を得る必要があり、これら

の者の電子署名の貼付が必要となる。 
なお、Form32 は、取締役が選任されるたびに、当該選任日から 30 日以内

の提出が必要とされる。 
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  (2) 添付書類 
   
   ①取締役の就任承諾書（Consent Letter。取締役全員の就任承諾書を 1 つの

PDF に集約する必要がある） 
   ②商号使用を正式に認める会社登記局からのレターの写し 
   
 
注意事項 
・申請費用は、全て支払領収書（challan）を通じて支払う。クレジットカードで

支払った場合、支払証明として、challan 番号を控えることが必要となる。 
・インド企業省のウェブサイトで、申請状況を確認することができる。 
・オンライン申請の容量は 2.5MB まで。それ以上は申請できないため、データ

の圧縮が必要となる。 
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別紙２別表 （申請手数料および登記手数料一覧） 
 

試算表 A 附属定款登記手数料 

 

100,000Rs 4,000Rs 

10,0001Rs ～ 500,000Rs 100,000 超 10,000Rs 毎に 300Rs 

500,001Rs ～ 5,000,000Rs 10,000Rs 毎に 200Rs 

5,000,001Rs ～ 10,000,000Rs 10,000Rs 毎に 100Rs 

10,000,001Rs ～ 10,000Rs 毎に 50Rs 

上限 20,000,000Rs 

試算表 B 印紙代 

 

印紙代 

500,000RS 毎に 1,000Rs 

 

 

申請手数料一覧 

会社設立登記

申請 
FORM1 

500 Rs（ROC） 
 
添付書類 +  STAMP OFFICE 提出書類 STAMP 

OFFICE 
ROC 総 合 計

（Rs） 
FORM1〈コピー〉 100+10

（押印手

数料） 

 110 

申請内容 申請手数料 

DIN 申請 
Form DIN-１ 

500 Rs（ROC） 

商号承認申請 
FORM1A 

500 Rs（ROC） 
添付書類 
POA(power of attorney) 
No objection letter（必要な場合のみ）  
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MOA(定款) 200+10

（押印手

数料） 

試算表

A※ 

210+A 

AOA(付属定款) 試算表

B※+10 

500 500+ 

B+10 

POA(power of attorney) 100+10

（押印手

数料） 

 110 

取締役会決議書（会社設立） 100+10

（押印手

数料） 

 110 

Total 550+B 500+A 1050+A+B
 

FORM18 500 Rs（ROC） 
添付書類  
Registration Letter  

FORM32 500 Rs（ROC） 
添付書類 
Consent Letter 
添付書類  
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別紙3  
 

株主総会普通決議事項一覧 
 

「公開会社において」と冒頭にあるのは、公開会社においてのみ株主総会

普通決議が必要とされる事項（非公開会社においては、取締役会決議以下で

足りる事項）である。 
 
(1) 会社の登記商号が、他の会社の登記商号と同一または類似している場

合に、インド中央政府の事前承認を得て登記商号を変更すること（22 条

1 項(a)）63 
(2) 事業内容説明書（prospectus）またはその代替書面（statement）におい

て言及されている、重要な契約の条件を変更すること（61 条） 
(3) 既存株式よりも割安価額での株式発行（79 条 2 項） 
(4) 公開会社において、インド中央政府の承認を得て、設立から 2 年経過

するか、設立後 初に行われた新株引受権に基づく株式の割り当てから 1
年経過するかのいずれか早い時期よりも前に既存株主に新株発行を行う

こと、および発行時期を問わず第三者に対する新株発行を行うこと64（81
条 1A 項(b)）。なお、非公開会社では、第三者に対する新株発行を株主総

会決議なくして行うことができる（81 条 3 項(a)。ただし、既存株式より

も割安価額で発行する場合、上記(3)に従い、株主総会普通決議が必要と

なる。） 
(5) 株式資本（share capital）65の変更。下記の全ての場合を含む（94 条 2

項） 
ア 会社が適切と考える金額まで株式資本を増加させる場合 
イ 株式資本の全部または一部を併合および分割することにより、もと

の株式数よりも株式数を増やす場合 
ウ 払込み済み株式の全部または一部をストック（stock）66に転換する場

合、および当該ストックを再度いずれかの額面の払込み済み株式に転

                                                 
63 商号の変更は、本来特別決議事項とされているが（別紙 4、(3)参照）、他の会社の登記商号に

抵触する場合の商号変更は、普通決議により行うことができる。 
64 中央政府の承認なしに第三者に対して新株発行を行う場合、株主総会特別決議が必要となる

（別紙 4、(9)参照）。 
65 払込み済み株式によって構成される資本をいう。日本法上の資本金の概念に相当する。 
66 ストック（stock）とは、インド会社法上の概念であり、一部または全部の払い込み株式が法

的に一体に統合されたものをいう（Morrice v. Aylmer, (1875) LR7HL717, 724）。ストックに統合さ

れた株式は、解体の手続を経ない限り、個別に償還することなどできない。もっとも、株式資本

との区別が曖昧であるということもあり、近年はストックの制度が利用されることは稀である。 
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換する場合 
エ 株式を小額の株式に分割する場合 
オ 引き受けがなされなかった株式を消滅させる場合 

(6) 株式資本を有する無限責任会社が、有限責任会社として登記する場合

に、株式資本の額面価額（nominal amount）を増加させること、およびま

だ払込みの請求が行われていない株式資本の部分について、会社清算が

あった場合または会社清算を目的として行われる場合を除いて、今後も

払込み請求を行わない旨を決定すること（98 条） 
(7) 償還された社債（redeemed debentures）を再発行し、または消滅させる

こと（会社が償還された社債を消滅させない旨を決議した場合、当該会

社は当該償還された社債を再発行したものとみなされる）（121 条 1 項） 
(8) 公開会社における、法定株主総会（statutory meeting）での法定報告

（statutory report）の承認（165 条）。なお、非公開会社では、法定株主総

会そのものを開催する必要がない（同条 10 項）。 
(9) 利益配当の承認（173 条 1 項(a)） 

(10) 貸借対照表および損益計算書に係る取締役会および監査役の報告の承

認（決算承認）（210 条） 
(11) 子会社の会計帳簿を検査する権限を有する社内担当者の選定（214 条 1

項） 
(12) 監査役の選任（224 条 1 項、2 項(c)、6 項但書）およびその報酬の決定

（同条 8 項） 
(13) 監査役の解任（224 条 7 項） 
(14) 取締役の選任（225 条 2 項、256 条 3 項、257 条 1 項）およびその報酬

の決定（309 条 1 項） 
(15) 附属定款の規定の範囲内での、取締役の定員数の増減（258 条） 
(16) マネージング・ディレクター（managing director）、常勤取締役

（whole-time director）およびマネージャー（manager）等の管理経営取締

役の選任（269 条および別紙 13） 
(17) 取締役（408 条に従ってインド中央政府により任命された取締役を除

く）の解任（284 条 1 項） 
(18) 292 条 1 項に規定される取締役会の権限67に、制限および条件を課すこ

と（292 条 5 項） 

                                                 
67 第 292 条第 1 項は、取締役会に決定権限のある事項として、株式の払い込みを行わない者に

対する払込み要求、発行済み株式総数の 10％未満の自己株式の買取り、社債の発行、借入、投

資および貸付を列挙している。なお、自己株式の買取りについて、発行済み株式総数の 10％以

上自己株式の買取は、株主総会特別決議事項とされている（別紙 4、(7)参照）。 



       

Copylight (C) 2008 JETRO. All rights reserved.       143 

 

(19) 公開会社において、取締役会が下記の行為を行うことに同意すること

（293 条 1 項）。なお、非公開会社においては、取締役会は、株主総会普

通決議を経ることなく、下記事項を実行することができる。 
ア 会社の事業の一部または全部の譲渡、貸与または放棄 
イ 取締役の会社に対する期限が到来した債務の支払への猶予期間の付

与 
ウ 三者に会社資産を強制取得された場合に、当該強制取得に際して受

領した対価を投資すること 
エ 会社の資本金および準備金の合計額を超える金額の借受け（一時貸

付を除く） 
オ 50,000 ルピーまたは平均純利益の 5％のいずれか大きい金額を超え

る金額を、会社の事業に直接関係しない慈善基金その他の基金に寄付

すること 
(20) 単独販売代理店（sole selling agent）68（いずれの領域におけるものも含

む）の選任が取締役会によりなされた場合に、当該選任後の 初の株主

総会において当該選任を承認すること（294 条 2 項、2A 項） 
(21) 3 ヶ月以上不在となる取締役の代わりとなる取締役（代替取締役。

alternate director）を選任する権限を取締役会に与えること（313 条 1 項） 
(22) 附属定款に会社の存続期間が規定されている場合に当該期間を経過し

たことをもって、その他附属定款に規定されている解散事由に該当した

場合に、自主的に会社清算を行うことの決定（484 条 1 項(a)） 
(23) 株主の申立てによる自主清算手続（voluntary winding-up）69における、

清算人の選任とその報酬の決定（490 条 1 項） 
(24) 株主の申立てによる自主清算手続における、清算人選任後の取締役会

の権限の継続の制限（491 条） 
(25) 株主の申立てによる自主清算手続において、清算人が辞任や死亡等に

より欠けることとなった場合に、代わりの清算人を選任すること（492 条

1 項） 
(26) 債権者の申立てによる自主清算手続における、清算人となるべき人物

の推薦（502 条 1 項） 
(27) 債権者の申立てによる自主清算手続における、検査委員会（committee 

of inspection）の選任（500 条、503 条 2 項） 
                                                 
68 インド会社法上の概念。会社が取り扱う物またはサービスの一部または全部について、独占

的な販売代理権を与えられる代理店をいう。 
69 インド会社法上の清算手続には、裁判所の管理の下清算を行う裁判所清算と、清算人による

自主的な管理の下清算を行う自主清算（ただし、裁判所が関与しないわけではない）とがある。

前者は、主として会社が債務超過の場合に採られる清算方法である。 
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(28) 既存会社（1956 年インド会社法の施行前から存在した会社で、未登記

の会社）の登記の決定（565 条 1 項但書(v)） 
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別紙4  
 

株主総会特別決議事項一覧 
 
「公開会社において」と冒頭にあるのは、公開会社においてのみ株主総会特別

決議が必要とされる事項（非公開会社においては、株主総会普通決議または取

締役会決議以下で足りる事項）である。 
 

(1) 基本定款の変更、会社の事業目的の変更および登記上の所在地の州外

への変更（17 条） 
(2) 設立後の新規事業開始の承認（149 条 2A 項） 
(3) 商号の変更（特別決議に加えて、インド中央政府による承認が必要）（21

条） 
(4) 商号から「Limited」または「Private Limited」という文言を省くこと（21

条） 
(5) 「Limited」または「Private Limited」という文言を省くことによる、慈

善会社その他の非営利会社の商号の変更 
(6) 附属定款の変更（31 条） 
(7) 資本金および準備金の合計額の 10％以上に相当する額の自己株式その

他の自己証券の取得（77A 条 2 項） 
(8) 功労株式（sweat equity）の発行（79A 条） 
(9) 公開会社において、設立から 2 年経過するか、設立後 初に行われた

新株引受権に基づく株式の割り当てから 1 年経過するかのいずれか早い

時期よりも前に既存株主に新株発行を行うこと、および発行時期を問わ

ず株主以外の第三者に対して新株を発行すること（81 条 1 項、同条 1A
項）。ただし、転換債務もしくは転換社債を株式に転換する場合を除く。

なお、非公開会社では、第三者に対する新株発行を株主総会決議なくし

て行うことができる（81 条 3 項。別紙 3、(4)参照） 
(10) 払込みが行われていない株式資本の部分について、会社清算があった

場合または会社清算を目的として行われる場合を除いて、今後も払込み

請求を行わない旨を決定すること（99 条） 
(11) 株式資本の減額（特別決議に加えて、附属定款による権限付与および

裁判所による承認が必要）（100 条） 
(12) 会社が複数のクラスの種類株式を発行している場合に、当該種類株式

に付与される権利の変更（当該権利を変更しようとする種類株式の株主

総会において、特別決議が成立すれば足りる）（106 条） 
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(13) 会社の登記上の所在地を、現在所在地のある州、町または村の外に移

転すること（146 条） 
(14) 会社の登記上の所在地のある都市、町または村以外の場所で株主名簿、

決算報告書（Annual Return）を保管することの決定（163 条） 
(15) 一切の工事もしくは建物の費用、または長期にわたって有益とならな

い施設の供給のための費用の支払いのために増額された株式資本のうち、

支払い済みの額に関する利息の支払いを承認すること（208 条 2 項） 
(16) インド中央政府に対して会社の行為を調査するよう要請し、その目的

のために検査官を選任すること（237 条） 
(17) 取締役の報酬の決定（附属定款が特別決議を要求している場合に限る）

（309 条 1 項） 
(18) 公開会社においては、マネージング・ディレクター、常勤取締役以外

の取締役に対する報酬の上限額を、①マネージング・ディレクター、常

勤取締役またはマネージャーを選任している会社については当期純利益

の 1％、②その他の会社については当期純利益の 3％を超える額とする場

合（309 条 4 項、7 項）。なお、非公開会社では、これらの取締役に対す

る報酬の上限規制は課されない（同条 9 項） 
(19) 取締役またはその親族もしくは共同経営者、または当該取締役が所属

する事務所もしくは当該取締役が取締役または株主である私設会社（い

ずれも、会社のマネージング・ディレクター、マネージャー、銀行また

は社債権者の受託者である者を除く）に対して、それらの者が会社内に

個人オフィスを持つことに対して同意すること70（314 条） 
(20) 取締役またはマネージャーが会社の債務に対して無限連帯責任を負う

ことの決定。附属定款にその旨許容する規定がある場合に限られる（323
条） 

(21) インド中央政府もしくは州政府または公的金融機関が、単独または複

数で、発行済み株式資本のうち 25％以上を保有している会社において、

監査役を選任すること（224A 条） 
(22) 5,000,000 ルピー以上の株式資本を有する会社において、単独販売代理

店（脚注 68 参照）を選任すること（294 条 AA） 

                                                 
70 インドでは、取締役が個人として会社の中にオフィスを構え、会社から個人的に業務を請け

負い、当該業務に対する報酬を取締役としての報酬とは別に受領するということが行われている。

もっとも、このような取締役の行為は、会社に対する精力分散防止義務（忠実義務に含まれると

解される）に反するため、株主総会特別決議による承認が必要とされている。また、特に会社に

対する精力分散防止義務の要請が高いと考えられるマネージング・ディレクターやマネージャー

等は、株主総会特別決議を経たとしてもこのような個人オフィスを会社内に設けることは認めら

れない。 
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(23) 公開会社において、会社の払込済み株式資本の 60％または準備金の

100％のいずれか高い方の額に相当する金額を越えて、法人間貸付、投資

または保証を行うこと（372A 条）。なお、非公開会社では、特別決議な

くして上記の貸付、投資または保証を行うことができる 
(24) 裁判所に対する裁判所清算（本文第 7 節、第 2 参照）の申請（433 条(a)） 
(25) 附属定款上の存続期間や解散事由に基づかない会社の自主清算の決定

（484 条 1 項(b)） 
(26) 会社清算手続において、会社と債権者の間の協定に拘束力を持たせる

こと（517 条） 
(27) 会社清算手続における手続必要事項の決定（433 条(a)、494 条 1 項(h)、

507 条、512 条 1 項、546 条 1 項(b)、550 条 1 項(b)） 
(28) 登記を受けた会社（保証付有限会社、無限責任会社その他インド会社

法に基づいて登記される一切の会社をいう）の定款、基本規約の変更（579
条 1 項） 
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別紙5 
 

合併手続の具体的手順 
 
1 合併存続会社および合併消滅会社（以下、説明の便宜上、「合併当事者」と

いう。）は、交渉に基づいて合併計画書（Sheme of Amalgamation）を作成し、

その内容に同意する。その後、それぞれ取締役会を招集して、取締役会にお

いて合併計画書を承認する。 
 
2 各合併当事者は、合併存続会社の登記上の住所地を管轄する高等裁判所に対

し、共同で合併計画書に宣誓供述書（affidavit）を添付して提出し、裁判所に

おいて株主総会および債権者集会を召集、開催するよう申請する。この申請

は、1959 年会社（裁判所）規則（Companies (Court) Rules, 1959） のフォーム

33、34 を使用して行う（同規則 67 条）。 
 
3 上記申請後の審査の結果、裁判所により株主総会および債権者集会の召集が

決定されたら、各合併当事者は、それぞれの会社の株主および債権者に対す

る召集通知を作成する。召集通知には、合併の理由説明書および欠席予定者

用の委任状を添付する。なお、これらの召集通知、合併理由説明書および委

任状は、株主および債権者に送付する前に、あらかじめ裁判所に提出し、内

容について承認を得ておく必要がある。 
 

4 召集通知、合併理由説明書および委任状について裁判所から承認が得られた

ら、各合併当事者において、これらと合併に関する組織再編計画を一体にし

て製本する（日本の上場会社の株主総会召集通知のような、ブックレット形

式にする）。また、各合併当事者は、裁判所の指示に従って、株主総会および

債権者集会の召集の公告を新聞紙面上で行う。 
 
5 各合併当事者は、4 で作成したブックレット式の召集通知を、株主総会およ

び債権者集会の開催日の 21 営業日前までに（21 日前ではなく、21 営業日前

であることに注意。）、それぞれの株主および債権者に通知する（なお、4 で述

べた召集公告についても、同じく開催日の 21 営業日前までに行う必要があ

る。） 
 

6 株主総会および債権者集会の 1 週間前までに、各合併当事者における両会合

の議長（議長は裁判所により任命される）は、上記 4 の召集公告および 5 の
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召集通知送付を行ったことを宣誓する宣誓供述書（affidavit）を裁判所に提出

する。この宣誓供述書には、通知に要した費用の領収書の原本、召集公告が

掲載された新聞紙の原本、ならびに召集通知が送付された株主および債権者

のリストを添付する必要がある。 
 

7 裁判所管理の下、各合併当事者において株主総会および債権者集会が開催さ

れる。同株主総会および債権者集会においては、合併に関する組織再編計画

が、4 分の 3 以上の賛成により承認される必要がある。この株主総会および債

権者集会においては、必ず投票（poll）形式により、議決権行使が行われなけ

ればならず（1959 年会社（裁判所）規則 77 条）、そのため、株主総会では株

主の頭数ベースではなく議決権ベースでの多数決が行われる。 
 

8 各合併当事者の両会合の議長は、株主総会、債権者集会のそれぞれの議事報

告書を所定のフォームに従って作成し、株主総会および債権者集会の開催日

から 7 日以内または別途裁判官により指定された日までに、裁判所に提出す

る（1959 年会社（裁判所）規則 78 条）。 
 

9 各合併当事者は、8 の議事報告書提出後に、それぞれの株主総会および債権

者集会において合併に関する組織再編計画の承認を受けたことの確認書と、

合併許可申請書を裁判所に提出する。 
 

10 合併申請の審理（hearing of the petition）の日に、裁判所はインド中央政府の

企業局の地区長（Regional Director, Department of Company Affairs）を名宛人と

して、その意見を求める通知書（求意見書）を発行する。これは、合併その

他の組織再編行為を行う場合、その組織再編計画に対するインド中央政府（会

社局）の意見表明が必要とされているためである。また、裁判所は、各合併

当事者者に対し、上記通知書を、上記 4 において株主総会および債権者集会

の招集公告を行ったのと同じ新聞紙面上に公告するよう命令する。 
 

11 各合併当事者は、上記 10 で発行された求意見書を、合併許可申請書ととも

に企業局の地区長宛に送付する。また、各合併当事者は、裁判所の指示に従

い、裁判所の指定する日までに、当該求意見書を新聞紙上で公告しなければ

ならない。 
 

12 各合併当事者は、上記 11 記載の送付と公告を行ったことを宣誓する宣誓供

述書（affidavit）を裁判所に提出する。その際、送付に要した費用の領収書の
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原本と、公告が掲載された新聞紙の原本とを、宣誓供述書に添付する。 
 
13 上記 1 から 12 までの手続を経て、合併について裁判所の認可が得られた場

合、高等裁判所登録局（Registry of High Court）から合併許可命令書面を取得

し、これを管轄の会社登記局（Registrar of Companies）に提出する。 
 
14 合併許可命令書面が会社登記局に提出された段階で、合併に関する組織再

編計画のとおり合併がなされたものとみなされる。なお、裁判所が、合併に

関する組織再編計画の内容を修正した場合、修正後の内容に従って合併が行

われたものとみなされる。ただし、各合併当事者は、裁判所による修正が受

け入れ難い場合、組織再編計画自体を撤回することができる。 
 

以上 
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別紙6 
 

株主の自主清算のモデル手順 
 
 
1 自主清算を決議する臨時株主総会の日を定め、その日から遡って 5 週間以内

に、債務不存在宣言または債務弁済見込宣言を行えるよう、宣誓供述書

（affidavit）およびその添付書類の準備も含めて、（取締役会において）準備を

行う。 
 
2 取締役会で、会社の自主清算を行うこと、債務不存在宣言または債務弁済見

込宣言を行うこと、ならびに自主清算を決議すべく臨時株主総会を開催する

ことを決議する。 
 
3 取締役は、宣誓供述書および添付書類とともに、裁判所において債務不存在

宣言または債務弁済見込宣言を行う。宣誓書および添付書類は、会社登記局

に提出される。 
 
4 上記宣言の日から 5 週間以内に臨時株主総会を開催し、自主清算を決議する。

同時に、会社清算人を選任する。株主総会議事録は会社登記局に提出すると

ともに、新聞紙上で公告する。 
 
5 会社清算人は、資産売却、負債弁済、資本返還、余剰金分配等を行い、清算

事務を進める。 
 
6 清算事務の完了後、会社清算人は、 終株主総会を招集、開催し、当該 終

株主総会において自主清算の過程の説明を行う。また、会社清算人は、自主

清算に関する報告書を、公共清算人（official liquidator）に対して提出し、公

共清算人はその精査を行う。 
 
7 精査の結果、問題がなかった場合には、会社清算人は 終株主総会の議事録

を会社登記局に提出する。 
 
 
 




