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Neeraj Bhagat & Co.はインドで事業を開始する国外居住者にガイドラインを提供
AsiaNet 65536（1063）
【ニューデリー2016年9⽉1⽇PR Newswire＝共同通信JBN】
あなたはインドで雇⽤や事業を始めようとしている海外居住者ですか。
インドは世界で急成⻑する経済圏の1つであり、世界の多国籍業はインドに支店を開設するか、販売
代理店を置きたいと考えている。重要な問題は、こうした事業計画に対する規制とその課税問題であ
る。Neeraj Bhagat & Co.は以下のように答える。
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf
（Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402953LOGO ）
▽雇⽤ないしはビジネスの⽬的でインドに来る外国⼈である国外居住者にとって何が必要なのか。
国外居住者にとってまず必要なことは、就労許可を申請することである。すなわち雇⽤ビザ（Eビ
ザ）ないしはビジネス・ビザである。雇⽤ビザは、年間所得が2万5000⽶ドルを超えるならば外国⼈
に交付される。
▽国外居住者がインドに到着して直ちにするべきことは何か
まず、滞在180⽇を超える有効なビザを保有する国外居住者（180⽇を超えてインドに滞在する予定
がある⼈）は到着から14⽇以内に外国⼈登録局（FRRO）で登録し、居住許可を得る必要がある。
▽国外居住者が従わなければならない税制順守はなにか
国外居住者は年度ごとの居住者証明に基づき、インドで税金を納める義務がある。居住者証明は、居
住⽬的に関係なく、インドに滞在することによって決まる。
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf
納税申告の提出：インドの納税申告の提出期限は、年度後の7⽉31⽇である。申告は手書きか、ない
しはウェブサイトhttp://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx から提出できる。
▽国外居住者は質問に対する回答を探すことができる
国外居住者は居住を早めるか、ないしは延期するために税務計画を利⽤することが可能か。
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf
国外居住者が守らなければならないその他の規制順守はあるのか。
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf
▽Neeraj Bhagat & Co.について
われわれは、会計、法定税制順守、FEMA、移転価格、法定監査、納税適性評価の分野で過去19年に
わたりサービスを提供してきた公認会計⼠、MBA資格取得者、その他の財務プロフェッショナルから
成る40⼈のプロフェッショナル・チームである。Neeraj Bhagat & Co.はニューデリー、グルガオ
ン、ムンバイにオフィスを構えている。会計団体で世界のトップ20の1つであるINAA Accounting
Associationのメンバーである。
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▽報道関係問い合わせ先
Neeraj Bhagat
CEO
IND +91-9810158561
US + 1-646-844-7244
UK +44-2070480613
Email id: neeraj@neerajbhagat.com
ソース：Neeraj Bhagat & Co.

Neeraj Bhagat & Co. Provides Guidelines for Expats to Set Up Business in India
PR65536
NEW DELHI, Sept. 1, /PRNewswire=KYODO JBN/ ̶
Are you an expat in India on employment/business ?
India being one of the fastest growing economies in world, MNCs across the
globe want to set up a shop or put their representatives in India. Important
question is what are the regulations for the same and its tax implications:
Answers by Neeraj Bhagat & Co.
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402953LOGO )

Being a foreigner what are the requirements for an expat coming to India on
employment or business purpose?
The first requirement for an expat is to apply for work permit, i.e.,
employment visa (E-visa) or business visa. Anemployment visa will be granted to
a foreign national if his or her salary exceeds US$25,000 per annum.
What should an expat do soon after arriving in India?
Firstly, expats who have a visa thatʼs valid for more than 180 days (and/or
those who intend to stay in India for more than 180 days) will need to register
with the Foreignersʼ Regional Registration Office (FRRO) within 14 days of
arrival to receive a residential permit.
What are the tax compliances an expat must follow?
An expat is liable to pay taxes in India based on his/her tax residency during
a fiscal year. Tax residency is dependent on the stay of that person in India,
irrespective of the purpose of such stay.
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf
Filing tax return: The due date for filing the India tax return is 31st July
following the end of every fiscal year. The return can be filed either manually
or electronically using the link
http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx .
An expat can seek further answers to questions:
Can an expat use tax planning to accelerate or defer residence?
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf
Is there any other regulatory compliance an expat must follow?
http://neerajbhagat.com/wp-content/uploads/2016/06/Decoding-Expat-Taxation.pdf
About Neeraj Bhagat & Co.

http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201609013849/
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We are a team of 40 professionals comprising of Chartered Accountants, MBAʼs
and other finance professionals rendering services in the field of Accounting,
Statutory Tax Compliances , FEMA, Transfer Pricing, Statutory Audits and Tax
due diligence since last 19 years. Neeraj Bhagat & Co has offices in New Delhi,
Gurgaon and Mumbai. We are part of INAA Accounting Association which is one of
the Worldʼs Top 20 in accounting associations.

Media Contact
Neeraj Bhagat
CEO
IND +91-9810158561
US + 1-646-844-7244
UK +44-2070480613
Email id: neeraj@neerajbhagat.com

Source: Neeraj Bhagat & Co.
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