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INDEX 第一章  先達はとうに知っていた

ガンジス川からハイデラバードの眺望

昨今のスマートフォンは、AI( 人工知能 ) の世界的権威レイ・カーツワイルをしても２0-30 年前なら一台数十億米ドルに相当する、

といわしめるほどの性能をもっているらしいですね。ただし、彼によれば平均的な人間がどうすればそのテクノロジーを生かして生

計が立てられるのか、その解答に社会はまだ至っていないのだとか。

昨今のイノベーションによる企業業績の増大と労働者賃金の停滞がもたらす所得格差の深刻な拡大が生じているということは前回

お話しましたが、一方で、ノーベル経済学賞受賞者ダニエル・カーネマン教授の言う、「ヒトの収入と感情的幸福の関係は、年収

75,000 米ドル ( 現在のレートで約 800 万円 ) までは収入と幸福が比例し、それ以上は比例していかない」説を信じるとすれば、

賃金だけで判断するとヒトの幸福度を見誤るということでしょうか、うーむ。

首を傾げだしたところで、インドの偉大な先達の言葉を振り返ってみましょう。まずはマハトマ・ガンディさんです。「私たちの祖先

はぜいたくや快楽を遠ざけるように諭し、（中略）命を磨り減らす競争のシステムなど持ってはおりませんでした。各人がそれぞれ

の職業、商売に従事し、妥当な額を得ておりました。　これは、私たちが機械を発明する術を持たなかったからではありません。

むしろ私たちの祖先は、いったん私たちがそのようなものを追い求めるようになると、私たちは奴隷に成り下がり、道徳的品性を失っ

てしまうと見抜いていたからです。そこで熟慮の末、手足を使ってできることだけをやるように定めたのです。私たちの真の幸福と

健康は、手足を適切に使うことにあると知っていたのです。」（※『ガンジー・自立の思想』 参照）

第一章  先達はとうに知っていた

2020.07

Presented By Global Japan AAP Consulting Private Limited

Chapter.01

第二章  GST 照合フォーム「GSTR-2A」について



2 / 4

そしてサティヤ・サイババさんです。「動物たちは神を必要としない。本来の使命から逸脱して、道に迷うことがないからである。

人間だけが、自分たちが生きていくのに必要な量以上の蓄えをしたり、欲により他者と無為の危害を加え合うことで苦しみ、救い

を求めるのである。」（※『サイババ 世界を救う言葉』 参照）

まあ、今までの地球の歴史を1年に換算すれば、人類のそれはたった２、３時間前に始まったばかりですから間違いも犯すでしょう。

そういうときは道路に信号があるように、コンピューターや機械の進化のし方させ方に新しいルールや罰則をつくればいいだけだと

思うのです。これもインドですが、ケララ州のイワシ漁民の携帯電話による市場革命の話や、さらにケニアのガラケー版フィンテッ

ク“M-PESA”による経済革命の話など、ガンディさんやサイババさんが泣いて喜びそうなイノベーションだって実際存在するわけ

ですから、度を越さない未来は、ヒトにとってとても明るいはずです。

さて、前回までご説明をしてきました GSTR-3B（GST 申告を完結させるために、そして、納税を実施するために必要となる申告フォー

ム）に引き続き、今回からは取引先とGST 申告額の照合をするためのフォームである「GSTR-2A」について具体的にご紹介をし

ていきたいと思います。

「GSTR-2A」は、取引先が GSTR-1などのフォームで申告した金額が、自社の仕入税額控除（Input Tax Credit : ITC）として

GST portal（GST 申告用のポータルサイト）で自動的に表示される仕組みです。対象期間に購入した商品・サービスの情報が、

仕入先の GSTR-1の申告内容から取得されます。GSTR-3B の申告をする前に GSTR-2A の内容を確認し、内容に誤りがあれば仕

入先に GSTR-1の申告内容を修正してもらうよう依頼する必要があります。GSTR-2A には、GSTR-1の他に下記のような

GSTR-5 ～ GSTR-8 の申告内容も反映されます。なお、GSTR-2A は読み取り専用の書類で、対象月に様々な支払先から発行さ

れた全ての tax invoice が添付されており、それをダウンロードすることができます。

GST 登録をしている非居住者（registered non-resident taxable person）が申告をするときには GSTR-5 を申告します。

インドに恒久的施設（※Permanent Establishment : PE）を持たない外国法人がインドに短期滞在しビジネスをした場合など

に適用されます。

（※ 恒久的施設（PE）とは、非居住者や外国法人の課税関係を決める上での指標となる概念で、事業を行う一定の場所や代理人として重要な役割を担う者を含みます）

１.GSTR-2A とは？

■ GSTR-5：非居住者による申告

各支社で購入した商品・サービスに対する invoice を本社が一括して受け取っている場合、この本社を“Input Service 

Distributor”と呼びます。

例えば、デリーに本社、ムンバイとチェンナイに支社がある ABC 社が、本社で全支社分のソフトウェア保守料を支払い、ソフトウェ

ア会社からの請求書を受け取った場合、本社のあるデリーで ITC を全額利用することはできません。

なぜなら、ソフトウェア保守サービスは各支社でも利用されているためです。本社は ITC を各支社に配賦しますが、この場合の本

社が Input Service Distributorとなります。

Input Service Distributor が GSTR-6 を申告すると、各支社が利用できる仕入税額控除（Input Tax Credit : ITC）の金額

が GSTR-2A に表示されます。

■ GSTR-6：“Input Service Distributor”による申告
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以下の１～４に該当する組織は、サプライヤーへの支払をするときに GST を源泉控除しなければなりません。（※なお、GSTR－７

についてはインドに進出している日系企業が直接的に影響をする項目ではないため、読み飛ばしていただいても差し支えありませ

ん）

例えば、支払時に 10％控除して、90％をサプライヤーに支払うと、控除された10% がサプライヤーの ITC となります。通常、

GST はサプライヤーが納付しクライアントが ITC を申告しますが、GSTR-7 だけは立場が逆になります。GSTR-7 は TDS と似た

仕組みですが、TDS のように法人税と相殺するのではなく、将来の GST output と相殺することになります。

GST portal へログインし、”return filing segment”へアクセスすると、GSTR-1や GSTR-3B などの申告フォーマットの間に

GSTR-2A の閲覧ボタンがあります。

GST を源泉控除した場合には GSTR-7 を申告します。GST が源泉控除されたサプライヤーは、GSTR-2Aで ITC の金額を確認す

ることができます。

■ GSTR-7：GSTの源泉控除

Amazon や Uber などの E-commerce 事業者は、消費者から GST を徴収して納税する必要があります。E-commerce 事業

者が GSTR-8 で申告した GSTの金額が、支払者の GSTR-2A に ITC として表示されます。

■ GSTR-8：E commerce 事業者

２.GSTR-2A の閲覧方法

GSTR-2A は申告フォームではないため、GSTR-2A 自体の期限はありません。しかし、GSTR-3B を正しく申告するために、GST

の申告期限前には確認し、誤りがある場合には前もって取引先へ修正を依頼しておく必要があります。

３.GSTR-2A の期限

1. 中央政府・州政府の部門や官庁（A department or establishment of the Central or State Government）

2. 地方自治体（Local authority）

3. 政府の代理人（Governmental agencies）

4. 評議会の推薦によって中央政府か州政府の通知を受けた人々（Persons or category of persons as may be notified, by the
    Central or  a State Government on the recommendations of the Council）
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（第一章 担当）
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