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会社概要

オフィス

ノイダ・デラドゥン・グルガオン・プネ

ムンバイ・バンガロール・チェンナイ

本社所在地

A-109, sector 136, Noida 201304

（デリー・インディラガンディー国際空港から約１時間）

社名

Nangia Andersen LLP

従業員数

約５００名

会社ホームページ

https://nangia-andersen.com/
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ネットワーク

「アンダーセングローバル」インド事務所（２０１９年１０月～）

代表（Chairman）

Rakesh Nangia 国際・国内企業税務アドバイザリ４０年以上

１９８０年 インド勅許会計士登録

２０１５年 「International Tax Review」誌Tax Leader選出

２０２０年 「Economic Times Promising Entrepreneur of the year, 2020」受賞

https://nangia-andersen.com/


日本企業インド事業の会計・税務・財務・会社法等実務とアドバイザリ

• 日印協会加盟（２０１９年５月～）

• インド日本商工会加盟（２０１９年７月～）

• 日系企業様オンラインインドセミナーをほぼ毎月開催（２０２０年７月～）

• 定期情報配信（インド事業関係者の方々を中心に月に１度程度お知らせ配信中）

ジャパンデスク
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コンサルティング スーラジ ナンギア（Suraj Nangia）

国際税務・インド進出案件等実務経験１０年以上

２００６年 デリー大学卒業

２０１１年 インド勅許会計士登録

２０１７年 米国ペンシルベニア大学ウォートン校経営学修士課程修了

２０２１年 米国サンフランシスコ大学法科大学院修了（LLM）

インド常駐 細野 若菜（ほその わかな）

Wakana.Hosono@nangia.com

Mobile/WhatsApp +91-99103-20072 LINE ID @wakana.hosono
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開催年月 テーマ 共同

２０１９年８月 インド市場参入の観点からのスタートアップ企業研究

２０２０年７月
コロナ禍の財務面でのインド各業界・内部統制環境・決算上の影響及び検討
事項

マナスコーポレートパートナー
ズ様

２０２０年８月 インドの可能性と中国からの生産拠点シフトに関する考察とケーススタディ

２０２０年９月
２０２０年事業支援策としての中小企業登録制度と電子部品・医療機器・医
薬品製造促進措置

ゲストスピーカー３名

２０２０年１０月 インドビジネスセミナー 隼あすか法律事務所様

２０２０年１０月 インド事業構成のための株主間契約や投資比率等 S.S.RANA & Co.様

２０２０年１１月 Make in India下でのインド国内製造成長と推進及びインド特許・知財

２０２０年１２月 移転価格税制の観点から実効税率等で検討する流通・製造モデル
・JAC Recruitment India様
・Pyramid Relo様

２０２１年２月 人材会社・不動産会社共同セミナー
・双日株式会社様
・日本信号株式会社様

２０２１年３月 日系企業による南インド工業団地・インドインフラ整備等活動紹介

２０２１年３月
JCCII会員様向けインド生産連動型優遇策
（PLI：The production-linked incentive）セミナー

・Gaurav Enterprises様
・一般財団法PBPCOTTON様

２０２１年４月 インドCSＲに向けた取り組み情報 Titus & Co様

２０２１年６月 リスク軽減のためのデューデリジェンス

２０２１年７月 インド配当制度

２０２１年８月 インドの電気自動車市場について Chandra Law様

２０２１年９月 インドのeコマース規制法及び新IT規則の留意点

２０２１年１０月 １０月１８日（月）・２２日（金）予定

インドセミナー



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■９０分

「インドのeコマース規制法及び新IT規則の留意点

Understanding recent e-commerce regulatory laws and new IT Rules in India」

＜法律事務所（インド）Chandra Law（インド法律事務所チャンドラタイタスアンドカンパニーとの共同開催＞

（第１部）eコマース業種の外国直接投資（FDI）ガイドライン・消費者保護規則案 約３５分

FDI規範（許否・コンプライアンス・他）／消費者保護規則案／関連規制法の適用性／インド進出検討中の日本企業関連事項

＜オンライン事業基盤の世界中の新興を受けて最も急成長中の事業の一つであるインドのeコマース業界。

世界的な準拠法における変化を受け、eコマース分野の全体的な統治を行うための改正また新規制が最近行われました＞

（第２部）インドにおけるツイッター社とインド中央政府の間の係争 約２５分

係争の概要／インド進出中又は進出検討中のソフトウェアやIT企業関連事項

＜新たに導入されたインドのIT規則への遵守についてFacebook・Google・Youtube・Instagramが合意の一方でTwitterは同
規則を権利違反と表明。主にはTwitterにインド居住者であるCompliance Officer・Grievance Redressal Officerを任命さ
せることは出来るのかが課題になっています＞

２０２１年９月度

２０２１年９月２４日

午前１１時３０分 午後３時

（第１部）
サンディープ
（Sandeep Jhunjhunwala）
• 実務経験１５年以上
• 会計士

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳

開催済

約３１名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第２部）
Chandra Law
シュローク チャンドラ 様
（Mr. Shlok Chandra）
• 代表弁護士
• インド法務、規制関連実務経験１３年以上
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■４５分

「インドの電気自動車市場について Navigating Emerging Electric Vehicle Market」

概要：

国際社会で肥大化する石油輸入費・大気汚染の悪化などの自動車のマイナス効果を軽減するべく

２０３０年までに３割のEV化を目標とするインド政府。

インド電気自動車事業市場概要や自動車業界への政府支援等お伝えいたします。

２０２１年８月度

２０２１年８月２３日

午前１１時３０分 午後３時

（担当）ネハ
（Neha Malhotra）
• インド税務・規制面 実務経験１３年以上
• 会計士

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳

開催済

約９６名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■４５分

「インド配当制度 Opportunities & Limitations of Dividend」

概要： 配当分配・その他還流の戦略に関するインドの税法・会社法観点からのインド配当制度

前例のない健康・財政危機の中でステークホルダー（関係者）・経費への義務を果たすことが大変になっています。多くの日本の商
社のような多国籍企業では異なる国・地域があり、キャッシュフローの管理が独特の課題です。

インド企業からの配当まわりの規制枠組にはチャンスと制限があります。インドの規制に関して幅広く、インドの文脈での配当・配当に関
するインド税制・実行可能な効率性についてご紹介致します。

関連業務： 効率的な利益抽出の戦略アドバイザリ（M＆A、事業取引、利益抽出・会社法・所得税法関連支援）

２０２１年７月度

２０２１年７月９日

午前１１時３０分 午後３時

（担当）ビシュワス
（Vishwas Panjiar）
• インド税務・規制面 実務経験１８年以上
• 会計士

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳

開催済

約２１名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「リスク軽減のためのデューデリジェンス」

＜法律事務所（インド）タイタスアンドカンパニーとの共同開催＞

（第１部）不正行為リスク軽減のデューデリジェンス（Forensicの実施） 約３０分

コロナ禍で新規リスク・変化にさらされる中で、汚職の内部告発・職業上の詐欺罪等のホワイトカラー犯罪・内部告発申立・従業員と
業者の共謀・横領・日系企業の場合自動車スクラップなどを代表とした不正行為の報告が増えており、新旧全事業の不正との遭遇
の可能性を図る、賢明な手段で内部・外部の不正の問題から身を守る企業としての取り組みが必須になっています。デューデリジェン
ス・不正リスク管理、法人・個人対象の調査業務の観点から、様々な事業におけるよくあるリスクとその軽減対策について特に関連分
野を取り扱う管理職に関連する内容を簡単に解説いたします。

（第２部）不動産取引締結の法務デューデリジェンス（所有地の名義・所有権・使用許可等）約３０分

所有地について明確な一連の名義があるか・所有地に債務が課されているか？所有地・所有地の使用の持続性についての係争中
の訴訟があるか？などの確認について簡単に解説いたします。

２０２１年６月度

２０２１年６月１０日

午前１１時 午後２時３０分

（第１部）
スリニバサ

（Srinivasa Rao）
• 実務経験約２５年

関連業務１０００件以上

（第２部）
Titus & Co バルジ―ト様

（Mr. Baljit Singh Kalha）
• パートナー弁護士

（第２部）
Titus & Co ルプール様

（Ms. Nupur Singh）
• パートナー弁護士

（第１部）
トフィーク

（Tauwfiq Wahidi）
• リスクアドバイザリ
• 実務経験約９年

開催済

約３２名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語 ■６０分

「インドCSＲに向けた取り組み情報オンラインセミナー」

＜ゲストスピーカー３名にご登壇頂きました＞

（第１部）インドで行う企業ＣＳＲ（２０１４年～本年改正法、対象・非対象活動、支出・実施手段・コンプライアンス 約２０分

（第２部）コロナ禍において最も役立つ道具（Most Advanced Saving Kit）マスク（MASK）供給のための取り組み 約１５分

（第３部）インドの綿農家の課題を解決するための取り組み 約２５分

２０２１年４月度

２０２１年４月２３日

午前１１時３０分 午後３時

開催済

約２４名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）
サンディープ（Sandeep Jhunjhunwala）
• 会計士
• バンガロールオフィス
• 国際税務アドバイザリを中心にインド法人税・規

制関連業務実務経験１４年以上

（第２部）
Gaurav Enterprises

ディーパック クマール ビジャイ様

（Mr. Deepak Kumar Vijay）
• １９７８年より技術実習・輸出・メディア業界で

日本事業に携わり、インドで衣類関連業務従事、
現在デリーのＮＧＯで活動中

（第３部）
一般財団法人PBPCOTTON代表理事

葛西 龍也 様
• これまでの活動に関する書籍「セルフ・デベロップメ

ント・ゴールズSDGs時代のしあわせコットン物
語」が本年発刊（同月東洋経済に登場）

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語のみ ■６０分

「日系企業による南インド工業団地・インドインフラ整備等活動紹介オンラインセミナー」

＜ゲストスピーカー２名にご登壇頂きました＞

（第１部）チェンナイの工業団地「双日マザーサン工業団地（Sojitz Motherson Industrial Park：SMIP ）」 南インドの魅
力、よくある土地関連トラブル例 約２０分

（第２部）インドのインフラ整備（デリーメトロ8号線信号PJ）における本邦企業の取組事例 約１０分

（第３部）インド埼玉県人会＜デリー・グルガオン地域＞の日本人交流 約１０分

２０２１年３月度

２０２１年３月８日

午前１１時３０分 午後３時
開催済

約６５名の方のご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第３部）

細野 若菜

（第１部）
双日株式会社、産業・都市基盤開発部

那須野 晃伸 様

• 「Sojitz Motherson Industrial Park」

（第２部）
日本信号株式会社（Nippon Signal Co.,Ltd.）

平賀秀樹 様
• デリープロジェクトオフィス（Delhi Project Office）
• インド駐在５年
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「JCCII会員様向け

インド生産連動型優遇策（PLI：The production-linked incentive）オンラインセミナー」

概要： PLIの主要１０分野（４月運用予定）の最新情報及び質疑応答

２０２１年３月度

２０２１年３月１０日

午前１１時３０分 午後３時

開催済

JCCIIより約９名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（担当）ニスチャル（Nischal Arora）

• 会計士

• 海外投資構造、外国投資規制法、事業認可取得関連
実務経験１５年以上

（担当）マヤンク（Mayank Arora）

• 会計士

• インド公共政策及び政府関連事業機会・手続業務
実務経験１０年以上

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「人材会社・不動産会社共同インドビジネスオンラインセミナー」

＜ゲストスピーカー２名にご登壇頂きました＞

（第１部）インド生産連動型優遇制度PLI：The production-linked incentiveの主要１０分野（約１５分）

（第２部）日系企業が陥りやすい採用およびマネジメント（約１５分）

（第３部）事前に知っておきたいインド住宅探しのポイント（約１５分）

２０２１年２月度

２０２１年２月１６日

午前１１時３０分 午後３時

開催済

約３５名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）

マヤンク（Mayank Arora）

• 会計士

• インド公共政策及び政府関連事業機
会・手続業務実務経験１０年以上

（第２部）
JAC Recruitment India 代表

小牧 一雄 様
• 世界１１か国２６拠点・
アジアでの経験と実績２５年以上の
日系人材紹介会社

（第３部）
Pyramid Relo 法人担当

小峯 渉 様
• 日本企業向け物件探し・仲介業務の
• 日系不動産会社

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「移転価格税制の観点から実効税率等で検討する流通・製造モデル」

（１）関税評価・移転価格税制の面からの実効税率の検討

• 法人税仕組みと改正内容

• 改訂後の日本企業インド子会社に対する実効税率

• 流通・製造ビジネスモデル（移転価格税制の観点から）

• 関税評価・移転価格税制（実効税率の検討、バランス）

（２）恒久的施設（PE：固定の事業場所）利益帰属の課題

• 調達・マーケティング業務（代理人PE）

• EPC契約（据付PEへの利益帰属）

２０２０年１２月度

２０２０年１２月１４日

午前１１時３０分 午後３時

開催済

約４０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（担当）ラフル（Rahul Mitra）
• 会計士
• 国際課税対策専門
• 元四大監査法人移転価格部門代表
• 税務訴訟を含む実務経験３０年以上

（担当）二ティン（Nitin Narang）
• 会計士
• 国際税務担当
• 元四大監査法人勤務
• グローバル企業の移転価格対策実務経験１６年以上

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「Make in India下でのインド国内製造成長と推進及びインド特許・知財」

＜法律事務所（インド）エスエスラナアンドカンパニーとの共同開催 ＞

（第１部）Make in India下でのインド国内製造成長と推進

• ２０１４年導入のMake in India政策動向、印中貿易摩擦 ・現地製造や原料調達推進のための政府措置と概要

• e-commerce分野を含む外国直接投資FDI等の方針や最新の規制法

（第２部）インド特許・知財

• 知的財産法・特許審査におけるインドと日本の違い・インドで知的財産権を取得する際のDos & Don’ts

• インド特許数の業界別比較・スタートアップ企業や中小企業のための特許・e-commerceなどに関するポイントや最新の規制法

２０２０年１１月度

２０２０年１１月２７日

午後１２時 午後３時３０分

開催済

約５０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）

ニスチャル（Nischal Arora）

• 会計士

• 海外投資構造、外国投資規制法、事業
認可取得関連実務経験１５年以上

（第２部）

日本語対応可S.S.RANA & Co.

代表弁護士 ビクラント（Vikrant Rana）様

• 国内外企業の知的財産法・会社法

関連実務経験２４年以上

（第１部）

マヤンク（Mayank Arora）

• 会計士

• インド公共政策及び政府関連事業機
会・手続業務実務経験１０年以上

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「インド事業構成のための株主間契約や投資比率等」

＜法律事務所（日本）との共同開催＞

（第１部）現地企業との取引や契約上の注意点

• インド進出のメリット及びデメリット・インドで活動する日系企業の具体例（日系企業の事例を題材としての活動実績）

• インドにおける事業開始にあたっての留意点

（インド進出の方法や現地法人のコントロール方法等について株主間契約を中心に解説）

（第２部）事業拡大のための現地企業との提携上の注意点

• 取引条件上の持分割合（１０・２６・５１％）と影響

２０２０年１０月度

２０２０年１０月２３日

午後１２時 午後３時３０分

開催済

約４０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）
スーラジ（Suraj Nangia）
• 会計士
• 日系企業コンサルティング担当
• 実務経験約１０年

（第２部）
隼あすか法律事務所

鈴木 康之 弁護士
• 日本企業の海外投資を含めた渉外業務経験1０年以上

（第２部）
隼あすか法律事務所
柴田 真理子 弁護士
• 海外事業進出を含む一般企業法務担当

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語のみ ■６０分

「インドビジネスオンラインセミナー」

＜ゲストスピーカー３名にご登壇頂きました＞

（第１部）インド人と日本人の仕事への取り組み方の相違について

（第２部）インド・ケララ州の全体のアピールポイント及び、都市開発・道路建設・建築・準高速鉄道・IT・スマートシティ・ヘルスツー
リズム ・農業・スキル開発などの分野でケララ州における投資やJVの機会について

（第３部）コロナ渦・インド進出のためにできること

２０２０年１０月度

２０２０年１０月１９日

午前１１時３０分 午後３時

（第１部）

日印ビジネスコンサルタント

大﨑 雄二 様
• 日印ビジネスコンサルタント
• インド駐在含む実務経験約３０年

（第３部）

橋本 様
• インド進出予定

（第２部）

バプジ マダラ 様 （Mr. Bapuji Madala）
• ULCCS社 Chief Business Officer – Japan
• インド各産業分野で日本企業と協業、
JVや技術導入を目指し活動

開催済

約４０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有）■６０分

「２０２０年事業支援策としての中小企業登録制度と電子部品・医療機器・医薬品製造促進措置」

概要：インド進出・参入において特定の業界への投資推進を目的とする政府スキーム枠組と強みについて

（１）インドの中小企業策MSME（Micro, Small & Medium Enterprises）

• 国内での売上高２５億ＩＮＲ未満規模への政策

• 中小登録基準（２０２０年６月改訂）とその利点、外国企業による利用、コロナ禍支援制度

（２）インド製造 電子、医療機器、製薬事業策の導入と利用（適用対象、助成金・補助金、条件等）

• 電子部品・半導体製造促進制度SPECS（Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components 
and Semiconductors）

• 医療機器・医薬品対象生産連動型優遇措置PLI（Production Linked Incentive）

２０２０年９月度

２０２０年９月４日

午前１１時３０分 午後３時

開催済

約２２名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（担当） スーラジ

（Suraj Nangia）
• 会計士
• 日系企業コンサルティング担当
• 実務経験約１０年

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■９０分

「インドの可能性と中国からの生産拠点シフトに関する考察とケーススタディ」

＜M＆A会社（日本）との共同開催＞

（第１部）成長するビジネス拠点インドに関する考察・中国からインドへのシフト事例

（第２部）Ｍ＆Ａによる日本企業製造拠点のインドシフト・Ｍ＆Ａのポイント

２０２０年８月度

２０２０年８月３日

午後１１時３０分 午後３時

開催済

約１３６名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）

スーラジ（Suraj Nangia）

• 会計士

• 日系企業コンサルティング担当

• 実務経験約１０年

（第１部）

ロヒット（Rohit Goyal)
• 会計士
• Ｍ＆Ａ投資銀業務専門
• 実務経験約１５年

(第２部）

マナスコーポレートパートナーズ 代表取締役

岡田知也 様
• M&Aアドバイザリ１７年、うち１０年間日印M&Aにフォーカス

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳

18



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「コロナ禍の財務面でのインド各業界・内部統制環境・決算上の影響及び検討事項」

• 新型コロナウイルス感染症拡大によるインドにおける各業界

（自動車・ヘルスケア・小売・金融・不動産・教育・航空・観光・製薬等）の事業運営への影響

• 新規リスク発生等の環境変化での会社決算における内部統制や管理の課題

• インド勅許会計士協会監修による資産や収益等２０２０年３月末決算書対策

２０２０年７月度

２０２０年７月３日

午後１２時 午後３時３０分

（担当） スーラジ

（Suraj Nangia）

• 会計士

• 日系企業コンサルティング担当

• 実務経験約１０年

（担当）プラティーク

（Prateek Agarwal）

• Nangia & Co LLP 

• 会計士、監査関係実務経験１４年以上

開催済

約３８名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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■産業貿易センタービル２階 かながわグローバルビジネスセンター商談室

■日本語と英語（和訳有）■２時間３０分

「インド市場参入の観点からのスタートアップ企業研究」

• 企業買収、合併の点から見た際の投資先としてのインドの魅力

• 近年の成功例を含めたインドのスタートアップ企業動向の概要

• 日本企業のインド企業への投資事例とインド取引契約アドバイス

• 名刺交換、事前お申込企業様個別インドビジネス相談会

２０１９年８月度

２０１９年８月７日

午後２時

（担当）ロヒット

（Rohit Goyal)
• 会計士、Ｍ＆Ａ・投資銀業務専門
• 実務経験約１５年

開催済

約３７名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（担当） スーラジ

（Suraj Nangia）

• 会計士

• 日系企業コンサルティング担当

• 実務経験約１０年

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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お問い合わせ先

細野 若菜 (Director of Japan Desk – Nangia Andersen LLP) wakana.hosono@nangia.com

https://in.linkedin.com/company/nangia-andersen-india
https://www.facebook.com/NangiaAndersenIndia/
https://twitter.com/nangiaandersen?lang=en
mailto:wakana.hosono@nangia.com


Japan Desk 

October 2021
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Nangia Andersen Japan Desk is a member of 
• Japan Chamber of Commerce and Industry in India (JCCII) 

since July 2019 The
• Japan–India Association (Public Interest Incorporated Foundation) 

since May 2019

Nangia Andersen LLP is providing professional services related to Audit, 
Accounting, Tax, Company Law, Finance, Investment and Regulations in India. 

Foreseeing the opportunities for Japanese companies doing business in India, 
we opened our Japan Desk in January 2019 

Support Japanese Companies’ business

Creating trusting working relationships, lingual 

connect and cultural understanding 

Suraj Nangia (Partner – Nangia Andersen)
• Chartered Accountant, Lawyer and an Alum of The Wharton School, USA
• He has more than 12 years of experience and he heads Nangia Andersen 

Japan Desk With Wakana

Wakana Hosono (Director of Japan Desk – Nangia Andersen)
• She has been based out of Delhi NCR areas since 2018 to assist Japanese 

clients with business advisory requirement in India
• Organize monthly conferences for Japanese companies and share our 

monthly Japan e-Newsletter
• wakana.hosono@nangia.com

mailto:wakana.hosono@nangia.com


Nangia Andersen Japan Desk 
Seminars

Year & 
Month 

Topic
Speakers from

Nangia Andersen LLP

Aug 2019 
India as an Investment Destination – study emerging Startups in India from India business 
entry perspective

Suraj Nangia
Rohit Goyal

Jul 2020
COVID-19 Impact - Impact on various industries/ internal control environment/financial 
statement, and emerging financial considerations 

Suraj Nangia &
Prateek Agarwal

Aug 2020 Insight and case study - possibility of India and manufacturing shift from China
Suraj Nangia
Rohit Goyal

Sep 2020 Incentives in 2020- MSME registrations, SPECS and PLI Suraj Nangia

Oct 2020 Webinar on Business Possibilities Guest Speakers 

Oct 2020 Structuring of India business including shareholder agreement and investment ratio Suraj Nangia

Nov 2020
Growth and promotion of domestic manufacturing under Make In India/ Patents and IP in 
India 

Nischal Arora &
Mayank Arora

Dec 2020 Business Models for Distribution and Manufacturing (India-Japan Transfer Pricing Plan) 
Rahul Mitra &
Nitin Narang

Feb 2021 Production Linked Incentive Scheme (PLI) for 10 Champion Sectors Mayank Arora

Mar 2021 Introduction of India projects from Sojitz and Nippon Signal Wakana Hosono

Mar 2021 Webinar on Production Linked Incentive Scheme (PLI) for JCCII 
Nischal Arora &
Mayank Arora

Apr 2021 Introduction of activities for CSR in India Sandeep Jhunjhunwala

Jun 2021 Due diligence for risk mitigation
Srinivasa Rao &
Tauwfiq Wahidi

July 2021 Elucidating Indian Dividend regime Vishwas Panjiar

Aug 2021 Navigating Emerging Electric Vehicle Market Neha Malhotra

Sep 2021 Understanding recent e-commerce regulatory laws and new IT Rules in India Sandeep Jhunjhunwala
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• India was the 5th largest economy in the world in 2019 but was pushed back to rank 6 in 2020 due to the adverse effects of the pandemic. However, international organisations have 
forecasted that India will bounce back to become the 3rd largest economy by 2030. 

• The International Monetary Fund (IMF) has projected an impressive 12.5% growth rate for India in 2021, the highest among emerging and advanced economies.  India is the only 
country expected to register a double digit growth this fiscal. Further, it has been forecasted that India would become the fastest growing economies of the world by 2023-24. 

• With 1.3 billion population, India has world’s largest youth population. It shall become the youngest nation by 2025 with an average age of 25.  

• Further, India shall become third-largest consumer economy by 2025 (consumption expenditure to increase by a factor of 3 to reach $ 4 trillion).  India has a unique advantage in the 
world: The 3Ds, democracy, demography and demand. 

• India is set to be the 3rd largest aviation market in the world by 2024 and is the 2nd largest steel producer with production exceeding 100 million tons. 

• India's passenger vehicle industry is also expected to post a growth of 22% - 25% in Financial Year 2022. 

Although, as anticipated, the lockdown resulted in a contraction in GDP, the Ministry of Finance predicts India’s real GDP to record a growth of 11% in 2021-22 and nominal GDP by 
15.4%, highest since independence. A palpable V-shaped recovery in industrial production has been observed over the year. Manufacturing has rebounded and industrial value has started 
to normalize. India remained a preferred investment destination in FY 2020-21 with FDI pouring in amidst global asset shifts towards equities and prospects of quicker recovery in 
emerging economies. Notably, India attracted the highest ever FDI inflow of $67.54 billion during the first nine months (Apr-Dec 2020) of the financial year 2020-21. 
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Parameters For Growth

• NHAI has accomplished the construction of 12,205 km of national highways in the financial Year 2020-21.  This is one of the highest highway construction achieved in a financial year.

• The government has announced special economic and comprehensive package of INR 20 lakh crores towards promoting manufacturing in India. This adds to the opportunities and 
scope of growth in demand that India shall witness in the near future.

• By 2030, it is estimated that around 42% of India’s population would be urbanised from 31% in 2011. 

• Further, India has jumped 79 positions from 142nd (2014) to 63rd (2019) in 'World Bank's Ease of Doing Business Ranking 2020'. In the Global Innovation Index 2020 rankings, 
India jumped 4 positions, at rank 48, in just 5 years. This rank is number 1 in Central and Southern Asia region. 

• India accounts for 40% of total $31 billion of global engineering and R&D spend. 

• Reduced corporate tax rates (15% for manufacturing and 22% for other domestic companies), and various investment-linked deductions have made India one of the most sought 
investment destination worldwide. 

• GST, implemented from 2017, subsumed various indirect taxes and created a common national market. 

• 100% FDI allowed under automatic route for most manufacturing activities and manufacturing clusters setup. 

• A stable political environment and support from various states is expected to make way to further improvements.
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The friendship between India and Japan is deep-rooted in strong cultural and civilizational ties. Economic ties and recent high-level meetings suggest the countries’ strong relationship. 
Japan is the 5th largest investor in India with cumulative FDI inflows of $35.4 billion in the past 2 decades, contributing nearly 6.7% to India’s total FDI inflows during this period. 

Interestingly, Japan became India’s 12th largest trade partner in 2020-21 (April-February). India’s imports from Japan showed a growth of almost 100% in a span of 12 years. 
Key imports include nuclear reactors, electrical machinery, iron and steel and organic chemicals. Exports to Japan have also grown by 26.2% in 12 years, key exports being mineral fuels, oils, 
organic chemicals and natural pearls.

The Japanese Bank for International Corporation has ranked India as one of the most promising countries for overseas business for 5 consecutive years. India promises access to a wider 
market, advantage of the skilled workforce at competitive rates, strategic location, and a flourishing private sector. Moreover, the government is taking tactical steps to address the concerns of 
Japanese investors. 

• Recognising the difficulties faced by foreign investors, the government has taken several proactive measures such as faster clearance and setting up of new projects, faster resolution of 
grievances/ disputes, special quasi-judicial bodies to decongest courts, digitization of government offices, increasing port capacity, security enhancement, etc.  

• To build a transparent and taxpayer friendly tax administration, the government has rolled out the faceless assessment and appeals scheme. By this means, the government has 
attempted to lessen, if not eliminate the interface between the taxpayers and the department. Moreover, team-based assessment and multiple layers of review would ensure qualitative 
judgements. 

• Further, many states have been hand-holding investors and enabling quick approvals. Tax-based incentives across sectors and segments of manufacturing and capital subsidies, discount 
on tariffs for utilities across various states in India continue to attract foreign investors, including Japanese.
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DELHI

(Registered Office)
B-27, Soami Nagar, New Delhi-110017, India  
T: +91 120 2598000

MUMBAI

11th Floor, B Wing, Peninsula
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower  
Parel, Mumbai 400013, India
T: +91 22 61737000

GURUGRAM

812-814, Tower B, Emaar Digital Greens Sector 61,  
Gurugram, Haryana, 122102
T: +0124-4301551/1552/1554

BENGALURU

Embassy Square, #306, 3rd Floor, 148 Infantry  
Road Bengaluru, Karnataka 560001
T: +91 80 2228 0999

PUNE

3rd Floor, Park Plaza, CTS 1085, Ganeshkhind Road,  
Next to Pune Central Mall,Shivajinagar, Pune -
411005

DEHRADUN

First Floor, “IDA” 46 E. C. Road, Dehradun –
248001, Uttarakhand
T: +91 135 271 6300/301/302/303

CHENNAI

Prestige Palladium Bayan, Level 5, 129-140, Greams  
Road, Thousand Lights, Chennai 600006
T: +91 44 46549201

NOIDA

(Delhi NCR - Corporate Office) A-109, Sector 136,  
Noida - 201304
T: +91 120 5123000

|

Our Locations
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For any query, please contact

Wakana Hosono (Director of Japan Desk – Nangia Andersen LLP) wakana.hosono@nangia.com

https://in.linkedin.com/company/nangia-andersen-india
https://www.facebook.com/NangiaAndersenIndia/
https://twitter.com/nangiaandersen?lang=en
mailto:wakana.hosono@nangia.com

