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皆様、 

 

3月のニュースレター第 1回の発行以降、COVID-19の発生はオーストラリアのみならず世界中の人々の健康

や生活に大きな影響を与えています。皆様とご家族が引き続き健康に過ごされ、また近い将来に状況が改善する

ことを切に願っております。 

 

デロイト・オーストラリアの日系サービスグループ（Japanese Services Group、以下「JSG」）は、オース

トラリアで活動する日本企業の皆様に向けて、第 2回のニュースレターを配信します。COVID-19発生を受け

て、税務ルールや緊急支援措置に関し様々な変更が行われているため、今回のニュースレターでは現在我々がク

ライアントと行っているディスカッション内容や実務の一部をご紹介します。貴社の状況やビジネスにも当ては

まるか等、ご検討・ご理解されたい場合には、記載の各分野の専門家、または、長田大輔及び日本語対応可能な

後述の JSGメンバーに遠慮なくご連絡ください。 
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[内容] 

1. デロイト・オーストラリアの日々の税務実務から：コロナ禍に進行中の税務関連の議論 

オーストラリア政府、及び、オーストラリア税務局（以下「ATO」）は、COVID-19発生を受けて様々な税

務及びビジネス関連の支援措置を発表しました。現在我々Deloitteがクライアントと行っているディスカッ

ションの中で挙がっている税務関連のイシューをこちらで一部まとめ紹介しています。これらの措置は、以

下でさらに詳しく説明しています。 

 

2. 日系企業向けの主要な税務関連の最新情報とニュース 

税務関連の軽減措置や支援策 

i) COVID-19発生を受けた税務及びビジネス関連の救済措置 

Deloitte Tax Insights articleの中で、COVID-19に対応し導入されたオーストラリア政府の税務及び

ビジネス関連の施策について包括的に説明しています。「雇用者のキャッシュフロー支援のための助成

金（Cash-flow boost payments）」、「即時減価償却制度（IAWO：Instant Asset Write-Off）」、

給与税（Payroll Tax）の軽減措置、外国投資審査に関する変更点等、各施策の簡潔なサマリーを掲載し

ています。 

「ジョブキーパー（JobKeeper）」に関しては、ATO は 2020 年 5 月にコンプライアンス実務指針

（PCG）2020/4 を公表し、その中で JobKeeper 支給対象の要件を説明する具体例等を掲載していま

す。Deloitteの解説記事はこちら（2020年 6/3付、5/1付、4/27付）です。現在議論中の税務関連の

イシューについては上記 1も参照ください。  

  

mailto:danagata@deloitte.com.au
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/tax/deloitte-au-tax-insights%20-07-covid-19-stimulus-28-May-2020.pdf
https://www.ato.gov.au/law/view/document?docid=COG/PCG20204/NAT/ATO/00001
https://www.ato.gov.au/law/view/document?docid=COG/PCG20204/NAT/ATO/00001
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/tax/articles/job-keeper-wage-condition-guidance-updated.htmlcovid-19.html
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/tax/articles/jobkeeper-important-updates-1-may-2020.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/tax/deloitte-au-tax-insights-jobkeeper-racing-the-clock-080520.pdf
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移転価格（以下「TP」） 

i) Deloitte Webcast（2020年 6月） – エネルギー・資源業界と COVID-19 

Deloitteでは 6月 3日に、エネルギー・資源業界における COVID-19の影響を詳しく検討する

Webcastを実施しました。録画及び当日のスライド資料をご紹介します。直近のマーケットの分析、移

転価格関連の検討事項（ベンチマーク分析への影響、インデックス、グローバルのバリューチェーンの

中での相対的な価値の変化等）、参加者との Q&Aをご覧頂けます。詳細や日本語での説明をご希望の場

合は長田大輔まで遠慮なくお問合せください。 

 

ii) COVID-19の経済的影響と TPコンプライアンスに関する ATO公表ガイダンス 

ATOは 6月 19日に、「移転価格に関する COVID-19の経済的影響（COVID-19 economic impacts 

on transfer pricing arrangements）」及び「関連者間取引の変更（Changing related party 

agreements）」に関するガイダンスを公表しました。ATOは COVID-19を考慮して納税者の移転価

格文書やコンプライアンス状況を確認する際に精査する様々な事実関係や個別の状況を概説していま

す。また ATOは、COVID-19のビジネス上の影響や変更を裏付けるために、独立企業原則を満たすこ

とを示す文書の作成や証憑収集の重要性を強調しています。Deloitte Tax Insightsの記事はこちらから 

（英語・日本語）ご覧ください。 

 

個人所得税 

i) ホームオフィス関連費用の控除 

ATOは、COVID-19のために在宅期間中に生じた費用の控除について、簡易的な計算方法を導入しまし

た。この方法は現在のところ一時的に、2020年 3月 1日から少なくとも 6月 30日までの期間に適用

可能です。この期間に在宅勤務を行った全ての従業員が当該計算方法を使用することが可能です。従前

の控除金額算定方法も使用可能ですが、この簡易的な計算方法を使用する場合、納税者は期間中の在宅

勤務１時間当たり 80セントの控除を申請することができます。詳細は tax@handの記事及び ATO公

表の PCG 2020/3をご覧下さい。 

 

3. オーストラリアの税務コンプライアンス上のスケジュール（今後 3ヵ月） 

今後 3ヵ月内（2020年 7月から 9月）に予定される税務コンプライアンス上の主な期限は、以下のとおり

です。なお、以下はあくまで主なもののみを取り上げた参照目的のもので、網羅的なリストではないことに

ご注意ください。 

 

年 月 日 税務コンプライアンス上の期限 

 

2020 

7 月 
 

15 2019年 12月 31日終了事業年度の法人の法人税申告提出期限 

7 月 
 2019/20 年度の給与税（payroll tax）の調整後申告期限。但し、期限

の延長や緩和措置は州毎で異なるため、詳細は上記 2.(i)参照 

(参照：ATOのWebサイト("Due dates" 及び "Substituted accounting periods")で公表されている期日) 

 

 

 

Deloitte Australia / デロイト・オーストラリア 

日系サービスグループ 

オーストラリア・オセアニア地域担当 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DhCa_dZ2p_s&feature=youtu.be&edufilter=NULL
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/tax/deloitte-au-tax-webcast-er-covid-19-030620.pdf
mailto:danagata@deloitte.com.au
https://www.ato.gov.au/Business/Business-bulletins-newsroom/General/COVID-19-economic-impacts-on-transfer-pricing-arrangements/?utm_campaign=businessbulletins19Jun20&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=article7
https://www.ato.gov.au/Business/Business-bulletins-newsroom/General/COVID-19-economic-impacts-on-transfer-pricing-arrangements/?utm_campaign=businessbulletins19Jun20&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=article7
https://www.ato.gov.au/Business/Business-bulletins-newsroom/General/Changing-related-party-agreements/
https://www.ato.gov.au/Business/Business-bulletins-newsroom/General/Changing-related-party-agreements/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/tax/deloitte-au-tax-insights-20-transfer-pricing-covid-240620.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/tax/deloitte-au-tax-insights-20-transfer-pricing-covid-japanese-240620.pdf
https://www.taxathand.com/article/13385/Australia/2020/Weekly-tax-round-up-15-April-2020
https://www.ato.gov.au/law/view/view.htm?docid=%22COG%2FPCG20203%2FNAT%2FATO%2F00001%22
https://www.ato.gov.au/tax-professionals/prepare-and-lodge/due-dates/
https://www.ato.gov.au/tax-professionals/prepare-and-lodge/tax-agent-lodgment-program/tax-returns-by-client-type/substituted-accounting-periods/
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Appendix 1:  コロナ禍に進行中の税務関連の議論 
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professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who 
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