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Dear colleagues and clients, 
 
This email provides an overview on the regulatory and 
supervisory responses to COVID-19 in Asia Pacific from 7 April – 
23 April.  
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本ニュースレターは、4 月 7 日から 4 月 23 日までのアジア太

平洋地域における COVID-19 に対する規制および監督上の

対応の概要をご案内するものです。 
 
Regulators in our region have responded in a number of ways 
and we have broken these categories up into five main 
categories, also used by the International Institute of Finance 
(IIF): 
 
アジア太平洋地域の規制当局は様々な方法で対応しており、

主なアクションを次の 5 つのカテゴリーに分類いたしました。こ

れらのカテゴリーは、国際金融協会（IIF）でも使用されている

ものです。 
 
 Capital 
 Liquidity 
 Provisioning, definition of default and non-performing 

loans (NPL) related measures 
 Consultations / implementation timetables 
 Other (reporting, stress testing, conduct, etc.) 

 
 資本 
 流動性 
 引当金、デフォルトおよび不良債権（NPL）関連措置の定

義 
 市中協議/実施スケジュール 
 その他（当局報告、ストレステスト、コンダクトなど） 

 
As we noted in our last newsletter, we can see how mindsets 
are beginning to shift towards more long-term thinking as 
urgent mitigation measures give way to more detailed guidance 
on how to operate under the current extreme conditions. 
 
前回のニュースレターで指摘したように、緊急の対応策から、

かかる事態の中でいかに事業を行うべきかという詳細な指針

に移行するにつれて、マインドセットがより長期的な思考にシ

フトし始めていることがわかるでしょう。 
 
Taking a quick look at the divide, we can see that this trend 
beginning to bear out.  
 
区分を見てみると、この傾向が現れ始めていることがわかり

ます。 
 

Provisioning, 

Definition of Default 

and NPL-related 

measures 

 

Consultations/Implem

entation Timetables 

 

Others (Reporting, 

stress testing, 

conduct, etc.) 



 
 
In our analysis we have defined “short-term” activities as those 
which: 
 
 Remove/reduce regulatory challenges – extending 

reporting timelines or deferring initiatives 
 Remove some obstacles to continuing to finance the 

economy – easing capital and liquidity buffers, 
clarifying NPL/ provisioning requirements etc. 

 Ensure ongoing financing for borrowers and liquidity in 
the market – deferring loan repayments to ease short-
term hardship, converting short term revolvers to term 
loans, lowering interest rates, open market operations 
to supply liquidity, providing various short-term 
funding facilities etc. 
 

この分析では、「短期的な」 活動を次のように定義しました。 
 
 規制に関する課題の除去/削減:報告書作成のスケ

ジュールの延長または規制関連イニシアティブの延

期 
 経済への資金供給を継続するための障害を取り除く

こと～資本・流動性バッファーの緩和、不良債権・引

当要件の明確化など 
 借り手に対する継続的な融資と市場の流動性を確保

すること～短期的な困難を緩和するためにローン返

済を延期、短期回転融資をタームローンに転換、金

利引き下げ、流動性供給のための公開市場操作、

様々な短期融資ファシリティなど 
 
“Long-term” activities include those that: 
 
 Provide longer term funding 



 Emphasise doing right by customers and acting in their 
best interests – rescheduling/restructuring loans or 
providing appropriate product recommendations 

 Encourage or incentivise investments in tech and 
workforce skills upgrading to promote industry 
transformation 

 Give guidance on how to carry out business as usual 
activities under the current circumstances, which could 
morph into regulatory standards for improved business 
resilience 

 
「長期的な」活動には、次のものが含まれます。 
 
 長期資金を提供する 
 顧客の権利を尊重し、最善の利益のために行動す

ること（融資の再計画/再構築、または適切な商品

に対する推奨を提供）を重視する 
 業界の変革を促進するために、技術および労働力

のスキルアップへの投資を奨励または動機付けす

る  
 （危機下の）現状における業務継続のやり方につい

てのガイドラインを提供する、そのことがビジネ

スの回復力を高めるための規制基準の変容をもた

らす可能性がある 

 
Looking at our definition of “Long-term” activities, there is a 
natural distinction between more mechanistic initiatives like 
long-term funding provision and the other activities which have 
to do with the behaviours or "ways of working" of actors within 
the financial system.  
 
我々の「長期的な」活動の定義を見ると、長期的な資金供給

のようなより機械的なイニシアティブと、金融システム内の主

体の行動や「働き方」に関連する他の活動との間には、自然

な違いがあります。 
 

 
 



Many of the short-term facilitative measures or long-term 
funding measures have a foreseeable end. The outcomes of 
measures that impact ways of working are less clear. For 
example – many Asia Pacific regulators have recommended 
that financial firms reduce face to face interactions with 
guidance encouraging work from home measures or 
onboarding clients remotely. As well, we have seen a number 
of guidelines on conducting Audit committee or Board 
meetings remotely. Finally, the bulk of communication from 
regulators on ways of working has been on ethical conduct and 
treating customers fairly. Some of these measures certainly 
have the potential to carry forward long after the acute crisis 
has passed. 
 
短期的な支援策や長期的な資金調達策の多くは、終わりが

予見できます。働き方に影響を与える措置の結果は、あまり

明確ではありません。例えば、アジア太平洋地域の規制当局

の多くは、金融機関に対して、在宅勤務や遠隔地からのクラ

イアントへのサービス提供を推奨するガイダンスをもって、対

面での接触を減らすよう勧告しています。また、監査委員会

や取締役会をリモートで実施するためのガイドラインも数多く

存在します。最後に、規制当局からの仕事の進め方に関する

コミュニケーションの大部分は、倫理的なコンダクトと顧客を

公平に扱うことに関する内容でした。これらの措置の中には、

確かに、火急の危機が去った後も長く続く可能性を含むもの

もあります。 
 
There has been much speculation about how the long-term 
impacts of COVID-19 and we at the ACRS do not wish to add to 
the cacophony. However, we would encourage reflection on 
how these ways of working link up to trends already present in 
our region. Culture and conduct in financial firms and 
treatment of customers, ever topical, will likely be under more 
scrutiny, not just from regulators but from society at large. 
Digital transformation is another obvious connection as both 
firms themselves and their customers learn how to operate 
remotely. Finally, we would like to highlight that while some 
programmes have been delayed, climate-related risk mitigation 
being an excellent example of this, they may come back with 
added impetus to take advantage of a broader zeitgeist which 
has primed policy makers and the wider society to be open to 
change. We would therefore encourage financial institutions to 
consider how best to maintain focus and momentum on these 
key topics, despite needing to divert a significant amount of 
capacity to manage the current crisis.  
 
COVID-19 の長期的な影響については多くの推測があり、私た

ち Asia Pacific Centre for Regulatory Strategy（ACRS）は事態を煽

ることを望んでいません。しかしながら、我々は、これらの（規

制上の）取組み方が、我々の地域に既に存在する傾向とどの

ように関連しているかについて、熟考することをお勧めしま

す。金融機関のカルチャーやコンダクト、顧客への対応は、こ



れまでになく、規制当局だけでなく、社会全体からも厳しく問

われることになるでしょう。デジタル変革は、企業と顧客の双

方がリモートで事業を実施する方法を学ぶという点で、もう 1
つの明確なつながりを持っています。最後に、いくつかのプロ

グラムは遅れているものの、気候関連のリスク緩和はその好

例であり、これらの取組みが、政策立案者や社会全体に変化

への門戸を開かせてきたより広範な時代精神を活用するため

の、さらなる刺激をもたらす可能性を強調したいと思います。

したがって、我々は、金融機関に対し、現在の危機を管理す

るために相当の対応力を転ずる必要があるにもかかわらず、

これらの主要なテーマに焦点を当て、モメンタムを維持する最

善の方法を検討することを奨励します。 
 
The ACRS will be providing updates on a biweekly, best-efforts 
basis. We would like to express our sincere gratitude to all our 
regular contributors from around the region who lend their 
expertise and insight to support the creation of this newsletter.  
 
(The lists below are compiled on a best-efforts basis and are not 
exhaustive.) 
 
ACRS は、隔週で、ベスト・エフォートに基づいて最新情報を提

供する予定です。 
 
（以下のリストは、ベスト・エフォートに基づいて作成されてお

り、完全なものではありません。） 
 
Best regards, 
The ACRS co-leads – Nai Seng Wong（SEA）, Jessica Namad
（China）, and 勝藤史郎/Shiro Katsufuji（Japan） 
 
O ther Useful Resources  
 
We would like to highlight to our readers research from the 
International Monetary Fund (link) and the IIF (link) which we 
believe to be invaluable resources for tracking developments 
both in our region and abroad.  
 
As well, our colleagues in our sister centre in EMEA have 
published a number of insightful deep-dives on the impacts to 
financial services by COVID-19 here.  
 
For more financial services and non-financial services industry 
updates, Deloitte’s central repository for COVID-19 information 
can be found here. 
 
その他の有用なリソース 
 
IMF (link)と IIF (link)による調査も紹介いたします。両者はアジ

ア太平洋地域と海外での両方の政策上の動向を見るための

非常に貴重な情報であると考えます。 
また、デロイト EMEA の規制戦略センターの取組み(英語）も同

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.iif.com/COVID-19
https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?icid=wn_combating-covid-19-with-resilience
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.iif.com/COVID-19


様に紹介いたします。COVID-19 の金融サービスへの影響に

ついて洞察に満ちた深い考察を数多く公表しています。（詳細

はこちら） 
 
金融サービスおよび事業サービス産業の最新情報について

は、デロイトの COVID-19 情報のセントラル・リポジトリをご参

照ください。（詳細はこちら） 
 

   
 

 

Capital –資本 
 

JP JFSA 
Apr 7  
& 16 

Statement by the Minister for Finance, on 
maintaining the function of the financial system and 
financial markets under the declaration of a state of 
emergency responding to the spread of COVID-19 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急

事態宣言を踏まえた金融システム・金融資本市場の

機能維持について（麻生金融担当大臣談話） 

Link 

In response to the COVID-19 epidemic spread, the Japanese government has 
declared a state of emergency. The Minister for Finance requested that 
financial institutions make appropriate efforts to secure necessary business 
continuity by maintaining financial functions that support economic activities 
and protecting customers. 

COVID-19 の流行拡大を受けて、日本政府は非常事態宣言を発令。財務大臣

は、金融機関に対し、経済活動を支える金融機能を維持し、顧客を保護する

ことにより、必要業務の継続を確保するための適切な努力を要請。 

Link 

The JFSA reaffirmed their request to financial institutions to maintain financial 
support to corporates and consumers. This support incudes modification of 
loans, relaxing the repayments of loans, and the flexible application of 
covenants, etc. 

金融庁は、企業および消費者に対する金融支援を維持するよう金融機関に

要請することを再確認した。この支援には、ローン条件の変更、ローン返済の

緩和、コベナンツの柔軟な適用等が含まれる。 

Link 

https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?icid=wn_combating-covid-19-with-resilience
https://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20200407.html
https://www.fsa.go.jp/en/ordinary/coronavirus202001/20200407request.pdf
https://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20200416.html


On 7 April, responding to the COVID-19 epidemic spread, the Japanese 
government declared a state of emergency covering Saitama, Chiba, Tokyo, 
Kanagawa, Osaka, Hyogo and Fukuoka. On 16 April, the Japanese government 
expanded the state of emergency effective for some prefectures to the entire 
nation. The Minister for Finance again requested financial institutions to make 
appropriate efforts to secure necessary business continuity, from the 
viewpoint of maintaining financial functions that support economic activities 
and protecting customers. 

4 月 7 日、COVID-19 の流行拡大を受けて、日本政府は埼玉、千葉、東京、神

奈川、大阪、兵庫、福岡の区域に非常事態宣言を発令。4 月 16 日、日本政

府はいくつかの県に適用されていた非常事態宣言を全国に拡大。財務大臣

は、改めて、金融機関に対し、経済活動を支える金融機能の維持や顧客保

護の観点から、必要業務の継続の確保に向けた適切な取組みを要請した。 

ID BI Apr 15 

Incentives for banks that provide funds for certain 
economic activities to support handling economic 
impacts due to COVID-19 outbreak 
COVID-19 の拡大による経済的影響への対応を支

援するために特定の経済活動に資金を提供する銀

行に対するインセンティブ 

Link 

The BI has released incentives for banks to provide funds for certain economic 
activities to mitigate the economic impacts of the COVID-19 outbreak which 
include export activities; import activities; MSME Activities (Micro Enterprises, 
Small and Medium Enterprises); and/or economic activities in other priority 
sectors determined by BI. 

インドネシア中銀は、輸出活動を含む COVID-19 拡大の経済的影響を緩和

するため、銀行が特定の経済活動に資金を提供するインセンティブを公表。

対象は、輸入活動、零細・中小企業の活動、（および/又は）インドネシア中銀

が決定した他の優先分野における経済活動。 

IN SEBI Apr 21 

Measures to further facilitate fund raising from 
capital markets in the backdrop of COVID-19 
pandemic 
COVID-19 拡大を踏まえた資本市場からの資金調達

の一層の円滑化のための措置 

Link 

In the wake of challenges to the Indian economy arising out of the COVID-19 
pandemic and with a view to improving access to funding to corporates 
through capital markets, SEBI has decided to grant certain temporary 
relaxations from the regulatory provisions related to rights / public issuances 
by l isted entities. It has relaxed measures for rights issues in terms of 
minimum subscriptions, flexibility on issue size and validity of SEBI 
observations. 

https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PADG_220420.aspx
https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/apr-2020/measures-to-further-facilitate-fund-raising-from-capital-markets-in-the-backdrop-of-covid-19-pandemic_46538.html


COVID-19 のパンデミックに端を発したインド経済における課題を踏まえ、ま

た、資本市場を通じた企業への資金アクセスを改善する観点から、SEBI は上

場企業の株式の権利/公開発行に関する規制条項の一部を一時的に緩和す

ることを決定。最低発行数、発行規模の柔軟性、SEBI による監視の合法性の

観点から、（株式の）権利に関する措置を緩和した。 
 

 
 

 

Liquidity –流動性 
 

TH BOT Apr 7 
Measures to assist SMEs during COVID-19 
COVID-19 下での中小企業支援策 

Link 

The BOT and the Ministry of Finance have announced several measures to 
assist SMEs to manage the impact of the COVID-19 crisis: 

• Measure 1: A loan payment holiday of six months for all SMEs with a 
credit l ine not exceeding 100 mill ion baht, to provide much-needed 
liquidity to the SMEs.  

• Measure 2: Soft loans to support l iquidity for SMEs with a credit l ine 
not exceeding 500 mill ion baht, with a concessional interest rate of 
2% per annum and interest-free for the first 6 months. 

• Measure 3: Market l iquidity enhancement to stabil ize the corporate 
bond market 

• Measure 4: Reducing the Financial Institutions Development Fund 
(FIDF) fee to ease the loan interest burden of businesses and 
households. 

BOT と財務省は、中小企業が COVID-19 危機の影響を管理することを支援

するためのいくつかの措置を発表した。 

 措置 1:中小企業に緊急に必要とされる流動性を供給するため、クレ

ジット・ラインが 1 億バーツ以下のすべての中小企業を対象に、6 か

月間の融資返済猶予を設定する。  
 措置 2:クレジット・ラインが 5 億バーツ以下の中小企業に対する流動

性支援のためのソフト・ローン（譲許的な利率は年率 2%、最初の 6
か月間は無利子）。 

 対策 3:社債市場の安定化に向けた市場流動性の強化 
 対策 4:企業や家計のローン金利負担を軽減するため、金融機関開

発基金（FIDF）の手数料を引き下げる。 

NZ FMA Apr 9 
Expanded Large Scale Asset Purchase 
大規模な資産購入の拡大  

https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n2063.aspx


Link 

The RBNZ will  purchase NZ$33 bil lion of New Zealand government bonds, 
across a range of maturities, in the secondary market over the next 12 
months. The programme aims to provide further support to the economy, 
build confidence, and keep interest rates on government bonds low 

ＮＹ準備銀行は、今後 12 カ月間に、多様な償還年限の 330 億 NZ ドル相当の

ニュージーランド国債を流通市場で購入予定。同プログラムの目的は、経済

へのさらなる支援、信頼醸成、国債金利の低水準の維持である。 

JP JFSA Apr 16 

Notice regarding the handling of bills and cheques, 
etc. in consideration of the impact of the COVID-19 
(novel coronavirus) infection 
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・

小切手等の取扱いについて 

Link 

The JFSA requested that financial institutions handle unpaid cheques and bil ls 
in a flexible manner. For bil ls that are overdue because of the impact of the 
COVID-19 infection, collection is to be conducted through negotiations with 
related financial institutions as needed. With regard to bil ls and cheques for 
which payments are impossible due to the impact of the COVID-19 infection, 
consideration should be given to the publication of such cases in the Report of 
Dishonoured Instruments and issuance of an order of suspension of 
transactions. 

金融庁は、金融機関に対し、未払いの小切手・手形の柔軟な取扱いを要請。

新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形について

は関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、支払いができない手形・小切手について、

不渡報告への掲載および取引停止処分に対する配慮を行うことなど。 

IN RBI Apr 17 
RBI lowers Liquidity Coverage Ratio 
RBI による流動性カバレッジ比率の低下 

Link 

Banks are currently required to maintain a LCR of 100% with effect from 1 
January 2019. In order to accommodate the burden on banks’ cash flows on 
account of the COVID-19 pandemic, banks are permitted to maintain LCR as 
follows:  
From the date of circular to 30 September 2020 – 80%. 1 October 2020 to 31 
March 2021 – 90%. 1 April  2021 onwards – 100%. Banks shall prepare LCR 
restoration plans upon breach of the aforesaid prescribed LCR requirement, 
for scrutiny by the Department of Supervision, Reserve Bank of India. 

銀行は現在、100%の流動性カバレッジ比率（LCR）を維持することが義務づけ

られており、2019 年 1 月 1 日から適用。COVID-19 のパンデミックに伴う銀行

https://www.rbnz.govt.nz/news/2020/04/expanded-large-scale-asset-purchases
https://www.fsa.go.jp/en/ordinary/coronavirus202001/20200416bills.pdf
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11870&Mode=0


のキャッシュ・フローの負担に対応するため、銀行は以下のとおり LCR を維持

することが認められる。 
通達日から 2020 年 9 月 30 日：80% 
2020 年 10 月 1 日～2021 年 3 月 31 日：90% 
2021 年 4 月 1 日以降:100%。 
銀行は、上記 LCR の規定に違反した場合には、インド準備銀行監督局による

精査のために、LCR 復興計画を作成するものとする。 

SG MAS Apr 17 

New Facility at interest rate of 0.1% to help banks 
and finance companies lower cost of loans to SMEs 
中小企業向け融資のコスト削減を支援する金利

0.1%の新ファシリティ 

Link 

MAS has launched the MAS SG$ Facility for ESG Loans (the Facil ity), in 
partnership with Enterprise Singapore (ESG), to lend Singapore Dollars (SG$) at 
an interest rate of 0.1% per annum to eligible financial institutions, to support 
their lending to SMEs under the ESG Loan Schemes. The ESG Loan Schemes 
comprise the Enhanced Enterprise Financing Scheme - SME Working Capital 
Loan (EFS-WCL) and the Temporary Bridging Loan Programme (TBLP). The 
Facil ity will help financial institutions to make loans to SME borrowers more 
affordable.  

MAS は、Enterprise Singapore（ESG）と提携し、ESG Loans のための MAS 
SG$ Facil ity を立ち上げた。これは、適格金融機関に対してシンガポールドル  
(SG$) を年率 0.1%の利率で貸し付け、ESG ローンスキームに基づく中小企業

向け融資を支援するもの。ESG ローンスキームは、Enhanced Enterprise 
Financing Scheme（SME Working Capital Loan (EFS-WCL) および Temporary 
Bridging Loan Programme ( TBLP ) から構成。このファシリティは、金融機関が

中小企業の借り手に融資を行う際の負担を軽減する。 

In pricing SME loans, financial institutions typically take into account their cost 
of funds, their cost of underwriting, and a credit spread to reflect the risk 
profile of the borrower. By providing financial institutions funding at the low 
interest rate of 0.1% per annum, for a two-year tenor, the Facil ity reduces the 
financial institutions’ cost of funds for loans made under the ESG Loan 
Schemes. 

中小企業向け貸付の価格設定においては、金融機関は通常、資金コスト、引

受コスト、および借入者のリスク特性を反映する信用スプレッドを考慮に入れ

る。本ファシリティは、金融機関に対して 2 年間にわたり年 0.1%という低い金

利で資金を提供することにより、ESG ローンスキームに基づく融資のための金

融機関の資金コストを削減する。 

This will  help SMEs manage their cash flow better amidst the current COVID-
19 pandemic. Mr Ravi Menon, Managing Director, MAS, said, “The MAS 
Facil ity works in tandem with the ESG Loan Schemes to help lower borrowing 
costs for SMEs. 

これは、現在 COVID-19 のパンデミック下で、中小企業がキャッシュフローをよ

り良く管理するのに役立つ見込み。MAS のマネージング・ディレクターである

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-sgd-facility-for-esg-loans


ラビ・メノン氏は次のように述べている。「MAS ファシリティは、ESG ローンス

キームと連携して、中小企業の借入コストの削減を支援する。 

With the Government sharing 90% of the risk on such loans and MAS 
providing funding at almost zero cost under the Facility, banks and finance 
companies will be able to make more loans to SMEs and at lower cost - in fact, 
we expect them to do so. Together with the various relief measures that banks 
and finance companies are providing SMEs as part of the package announced 
by MAS on 31 March 2020, this latest initiative will help provide strong 
support to our SMEs, which are a vital part of our economy.” 

政府がこうした融資のリスクの 90%を負担し、MAS がファシリティの下でほぼ

ゼロコストで資金を提供することにより、銀行や金融機関は中小企業により

多くの融資を低コストで行うことができるようになるであろう。実際、我々は中

小企業に対する融資を行うことを期待している。2020 年 3 月 31 日に M AS が

発表したパッケージにおいて銀行や金融機関が中小企業に対して行ってい

る様々な支援策と合わせて、今回の取組みは、我が国経済の重要な部分を

占める中小企業を強力に支援するであろう。」 

HK HKMA Apr 22 
HKMA introduced a USD Liquidity Facility 
HKMA、米ドル流動性ファシリティを導入 

Link 

The HKMA announced the introduction of a temporary US Dollar Liquidity 
Facil ity (the Facil ity) to make available US dollar l iquidity assistance for 
l icensed banks. Amid considerable volatilities and uncertainties in the global 
financial markets brought about by the spread of the coronavirus infections, 
the HKMA uses the funds obtained through the Federal Reserve's FIMA 
(foreign and international monetary authorities) Repo Facil ity to introduce the 
Facil ity to help alleviate tightness in the global US dollar interbank money 
markets. A total of US$10 bil l ion is currently available under the Facil ity.   

HKMA は、免許を受けた銀行に対する米ドル流動性支援を可能にするため、

一時的な米ドル流動性ファシリティの導入を発表した。HKMA は、コロナウイ

ルス感染拡大による世界の金融市場の不安定化と不確実性の中で、米連邦

準備制度理事会（海外の通貨当局）のレポ・ファシリティを通じて得られた資

金を活用して、ドルの国際金融市場の逼迫を緩和するために同ファシリティを

導入。現在、同ファシリティの下で計 100 億 US ドルが利用可能。   

US dollar l iquidity will be provided to l icensed banks through competitive 
tenders in the form of repurchase transactions for a term of 7 days, settled on 
the day following the tender.  Starting from 6 May 2020, the HKMA will  
conduct a tender every week (normally on Wednesday).  In each tender each 
bank may submit one valid bid, which must be at least US$100 million and an 
integral multiple of US$100 mill ion.   

米ドルの流動性は、競争入札により、入札日の翌日に決済される 7 日間の

タームレポ取引の形で認可銀行に提供。HKMA は 2020 年 5 月 6 日から毎週

（通常水曜日）入札を行う。各入札において、各銀行は、少なくとも 1 億米ドル

および 1 億米ドルの整数倍で 1 つの有効な入札を提出することができる。 
 

https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/04/20200422-4/


 
 

 

Provisioning, Definition of Default 
and NPL-related measures -引当

金、デフォルトおよび不良債権（NPL）関
連措置の定義 
 

SK FSC Apr 13 
FSC issues advice regarding IFRS9 application 
FSC が IFRS 9 の適用に関する助言を公表 

Link 

The FSC and the FSS issued guidance on 10 April  recommending companies 
and auditors against a mechanical application of IFRS 9 standards for 
determining their expected credit losses (ECLs) during the COVID-19 crisis. 

金融監督委員会と金融監督院は、4 月 10 日、COVID-19 危機発生時の予想

信用損失（ECL）を算出する際に IFRS9 の基準を機械的に適用しないよう企

業と監査人に勧告する指針を公表。 

HK HKMA Apr 17 

The Banking Sector Launches Pre-approved 
Principal Payment Holiday Scheme for Corporate 
Customers 
銀行セクターが法人顧客向けに事前承認済みの

元本返済猶予スキームを開始 

Link 

The HKMA, together with the Banking Sector SME Lending Coordination 
Mechanism, has announced the launch of a Pre-approved Principal Payment 
Holiday Scheme for eligible corporate customers. All  corporate customers that 
have an annual sales turnover of HK$800 mill ion or less — estimated to cover 
more than 80% of all  corporate borrowers in Hong Kong — and that have no 
outstanding loan payments overdue for more than 30 days are eligible for the 
Scheme. Under the Scheme, all  loan principal payments of eligible customers 
fall ing due within a 6-month period between 1 May and 31 October will  be pre-
approved for deferment. Principal payments of loans (including revolving 
facil ities) will generally be deferred by 6 months, whereas trade facil ities, given 
their short-term nature, will  be deferred by 3 months. In accordance with the 
HKMA’s existing loan classification guidelines, deferments of principal payment 
under the Scheme will  not by themselves render the loan account to be 
downgraded to a lower category. 

http://meng.fsc.go.kr/common/pdfjs/web/viewer.html?file=/upload/press1/20200413092741_16fa5066.pdf
https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/04/20200417-3/


HKMA は、銀行セクターの中小企業融資調整メカニズムとともに、適格な法人

顧客を対象とした事前承認済みの元本返済猶予スキームの開始を発表。年

間売上高が 8 億香港ドル以下の法人顧客（香港の全企業の借り手の 80%以

上をカバーと推定）で、30 日以上延滞している未払いローンがないすべての法

人顧客が、このスキームの対象。スキームの下では、5 月 1 日から 10 月 31
日までの間に返済期限の到来する適格顧客の全てのローン元本支払いは、

猶予が事前承認される。貸付の元本返済（回転融資ファシリティを含む）は一

般的に 6 カ月猶予されるが、貿易ファシリティは短期的な性質から 3 カ月猶予

される。HKMA の既存のローン分類ガイドラインによれば、スキームに基づく元

本支払いの延期だけでは、より低いカテゴリーに格下げされることはない。 
 

 
 

 

Consultations / implementation 
timetables –市中協議 / 実施スケ

ジュール 
 

NZ FMA Apr 9 
Deferred Regulatory Initiatives 
規制上の取組みの延期 

Link 

A number of regulatory initiatives are being deferred during the COVID-19 
crisis. These deferrals will enable banks and other financial services firms to 
focus their efforts more effectively on continuing to operate smoothly and 
providing credit and other support to individuals and businesses. 

COVID-19 危機の間、多くの規制取組みが延期されている。これらの延期に

より、銀行や他の金融機関は、円滑な業務継続と個人や企業に対する信用

供与などの支援に、より効果的に注力できるようになる。 

SG MAS Apr 9 
Virtual banking license award delay 
バーチャル・バンキング免許の取得延期 

Link 

MAS announced that it wil l  extend the assessment period for the award of 
digital bank l icences. Successful applicants will be informed in 2H 2020 instead 
of June 2020 as originally intended. The global escalation of the COVID-19 
pandemic has prompted the implementation of enhanced safe distancing 
measures in Singapore, and many companies are allowing staff to work from 
home to the extent possible. In view of these developments, MAS will  extend 
the assessment period for the award of digital bank l icences. This will allow 
the digital bank l icence applicants to dedicate their resources and attention 

https://www.fma.govt.nz/assets/Uploads/CoFR-table-of-deferred-regulatory-initiatives-April-2020.pdf
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-extends-digital-bank-assessment-period-in-view-of-covid-19-pandemic


towards managing the immediate impact of the COVID-19 pandemic on their 
businesses. It wil l  also enable MAS to focus resources on ensuring monetary 
and financial stability, and ensuring that financial institutions remain resilient, 
and able to perform their role in supporting businesses and individuals 
through this challenging time. 

MAS は、デジタルバンク免許の審査期間を延長すると発表。合格となる業者

は当初予定されていた 2020 年 6 月ではなく、2020 年後半に通知予定。

COVID-19 の世界的なパンデミックの拡大に伴い、より安全な距離を保つ措置

が実施されており、多くの企業が可能な限り在宅勤務を認めている。このよう

な状況を踏まえ、MAS はデジタルバンク免許の審査期間を延長。これによ

り、デジタル銀行の免許申請者は、COVID-19 のパンデミックが直ちに事業に

及ぼす影響を管理することにリソースと注意を注ぐことができる。また、M AS
も、通貨・金融の安定を確保し、金融機関がこの困難な時期に企業や個人を

支援する役割を果たすことができるよう、金融機関の耐性を維持することに

資源を集中させることが可能となる。 

AU APRA Apr 16 

APRA announces new commencement dates for 
prudential and reporting standards 
APRA がプルデンシャル基準および報告基準の新し

い開始日を発表 

Link 

Two prudential standard reporting dates have been delayed by around one 
year. The first CPS 226 Margining and Risk Mitigation for Non-Centrally 
Cleared Derivatives (phase-in of initial margin requirements) has been delayed 
from 1 September 2020-2021 to 1 September 2021-2022. The second, APS 220 
Credit Risk Management, has been delayed from 1 January 2021 to 1 January 
2022. 

2 つの健全性基準の報告日は約 1 年延期済み。中央清算されないデリバテ

ィブ（当初証拠金規制の段階的導入）に対する最初の CPS 226 マージン設定

およびリスク緩和は、2020-2021 年度 9 月 1 日から 2021-2022 年度 9 月 1 日

まで延期された。2 つ目の APS 220 信用リスク管理は 2021 年 1 月 1 日から

2022 年 1 月 1 日に延期。 
 

 
 

 

Others (reporting, stress testing, 
conduct, etc.) -その他（当局報告、

ストレステスト、コンダクトなど） 
 

https://www.apra.gov.au/news-and-publications/apra-announces-new-commencement-dates-for-prudential-and-reporting-standards


SG 

MAS 
Apr 8 

MAS Launches SG$125 Million Package for Financial 
Institutions and FinTech Firms to Strengthen Long-
Term Capabilities 
MAS、金融機関およびフィンテック企業向けに 1 億

2500 万シンガポールドルの長期機能強化パッケー

ジを発表  

Link 

MAS announced a SG$125 mill ion support package to sustain and strengthen 
capabilities in the financial services and FinTech sectors amid the current 
economic slump. The support package will  help to position financial institutions 
and FinTech firms for stronger growth when the threat of COVID-19 recedes 
and economic activity normalises. The support package, funded by the Financial 
Sector Development Fund, has three main components: supporting workforce 
training and manpower costs; strengthening digitalisation and operational 
resil ience; and enhancing FinTech firms’ access to digital platforms and tools. 

MAS は、現在の景気低迷の中、金融サービスおよび FinTech セクターの能力

を維持・強化するため、1 億 2500 万シンガポールドルの支援パッケージを発

表。今回の支援パッケージは、COVID-19 の脅威が後退し、経済活動が正常化

した際に、金融機関やフィンテック企業がより力強い成長を遂げられるよう支

援するもの。金融セクター開発基金が資金を提供する支援パッケージには、3
つの主要な構成要素がある。すなわち、人材育成と人件費の支援、デジタル

化とオペレーショナルレジリエンスの強化、FinTech 企業のデジタルプラットフォ

ームやツールへのアクセスの強化。 

SG MAS Apr 9 

MAS Urges Use of Digital Finance and E-Payments to 
Support COVID-19 Safe Distancing Measures 
MAS、COVID-19 との安全な距離の維持を支援する

ためデジタルファイナンスと電子決済の利用を強く要

請  

Link 

MAS has urged individuals and businesses to use digital financial services and 
e-payments, and minimise visits to the premises of financial institutions. This 
will  contribute to the effectiveness of the elevated safe distancing measures 
announced by the Ministry of Health. MAS expects financial institutions to be 
able to provide as many basic financial services through digital channels that 
do not require physical presence. MAS encourages financial institutions to 
actively promote the use of these digital options and provide customers 
suitable guidance on how to use them. MAS is working closely with the 
Association of Banks in Singapore to promote greater adoption of e-payments 
among individuals and businesses. 

MASは個人や企業に対し、デジタル金融サービスや電子決済を利用し、金融

機関の施設への訪問を最小限に抑えるよう強く促している。これは、保健省

が発表した安全な距離の維持についての強化策の有効性に貢献。MAS は、

金融機関が物理的な拠点を必要としないデジタル・チャネルを通じて、多くの

基本的な金融サービスを提供できることを期待。MAS は、金融機関がこれら

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-launches-package-for-fis-and-fintech-firms-to-strengthen-long-term-capabilities
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-urges-use-of-digital-finance-and-e-payments-to-support-covid-19-safe-distancing-measures


のデジタル・オプションの利用を積極的に推進し、利用方法に関する適切な

ガイダンスを顧客に提供することを奨励。MAS は、個人および企業における

電子決済の採用を促進するために、シンガポール銀行協会と緊密に協力し

ている。 

JP JFSA Apr 10 

Application of policy conditions in relation to COVID-
19 Infection 
新型コロナウイルス感染症に関する保険約款の適

用等について 

Link 

The JFSA requested that insurance companies to consider flexible 
interpretation and application of policy conditions, and to handle each policy 
plan in terms of protecting policyholders. 

金融庁は、保険会社に対し、契約条件の柔軟な解釈・適用を検討し、保険契

約者保護の観点から各契約プランを取り扱うよう要請した。 

SG MAS Apr 13 

Additional Guidance on the Conduct of General 
Meetings During Elevated Safe Distancing Period 
安全な距離の維持措置が強化されている間の総会

の実施に関する追加指針 

Link 

The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), MAS and 
Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) have prepared a checklist to 
guide l isted and non-listed entities on the conduct of general meetings during 
the period when elevated safe distancing measures are in place. Should 
issuers require certain essential persons to be in the same physical location to 
facil itate the conduct of a virtual meeting, The Ministry for Trade and Industry 
would grant an automatic time-limited exemption to permit temporary 
operations at the same physical location, provided that the number of persons 
does not exceed 6, and safe distancing measures are complied with at the 
venue. Issuers whose annual general meetings are due to be held during 16 
April  to 31 July 2020 may alternatively choose to defer the meetings by up to 
60 days, as previously announced by ACRA and SGX RegCo. 

会計企業規制当局（ACRA）、MAS、シンガポール エクスチェンジ レギュレー

ション（SGX RegCo）は、高められた安全な距離の維持の措置がとられている

期間の総会の実施に関して、上場企業および非上場企業をガイドするため

のチェックリストを作成した。発行体がバーチャル会議の実施を容易にするた

めに特定の必須の人が同じ物理的場所にいることを要求する場合、通産省

は、人数が 6 人を超えず、かつ安全な距離測定措置が会場で遵守されること

を条件に、同じ物理的場所での一時的な事業を許可する自動の期限制限で

の免除を付与する。年次総会が 4 月 16 日から 2020 年 7 月 31 日の間に開

催される発行体は、ACRA および SGX RegCo が以前に発表した通り、最大 60
日間まで総会を延期することが可能。 

https://www.fsa.go.jp/en/ordinary/coronavirus202001/20200410policy.pdf
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/additional-guidance-on-the-conduct-of-general-meetings


AU APRA Apr 17 

APRA launches new data collection to support 
Government’s SME Guarantee Scheme 
APRA が政府の中小企業保証スキームを支援する

ための新しいデータ収集を開始 

Link 

APRA has released a new reporting standard to collect data from financial 
institutions taking part in the Federal Government’s Coronavirus SME 
Guarantee Scheme. Reporting standard ARS 920.0 Australian Government 
Small and Medium Enterprise (SME) Guarantee Scheme must be completed 
weekly by all  lenders that are approved under the scheme. Under the 
Coronavirus SME Guarantee Scheme, the Government will  provide a 
guarantee of 50 per cent to SME lenders for new unsecured loans to be used 
for working capital. APRA’s new reporting standard will support the scheme by 
providing data to Government on key metrics including number of loans 
approved, number of loans impaired, and number of guarantee claims made 
and paid. 

APRA は、連邦政府のコロナウイルス中小企業保証スキームに参加する金融

機関からデータを収集するための新しい報告基準を発表。報告標準 ARS 
920.0 オーストラリア政府中小企業（SME）保証スキームは、スキームで承認

されたすべての貸し手によって毎週完了する必要がある。コロナウイルス中

小企業保証スキームの下で、政府は運転資金に使用される新たな無担保

ローンのために中小企業の貸し手に 50%の保証を提供する。APRA の新しい

報告基準は、承認されたローン数、減損されたローン数、組成済みおよび支

払い済みの保証請求数などの主要な測定基準に関するデータを政府に提供

することで、このスキームをサポートする予定。 

HK SFC Apr 17 

Circular to management companies and market 
makers of SFC-authorized exchange traded funds - 
ETF market making 
SFC が認可した上場投資信託 (ETF) の運用会社

およびマーケット・メーカーへの通達  

Link 

This circular is directed to all  management companies and market makers of 
SFC-authorized exchange traded funds (“ETFs”). Market makers play an 
important role in ETF trading by providing secondary market l iquidity. HKMA 
note that recently, the sole market maker of an ETF temporarily suspended its 
market making functions for such ETF because some of its traders were under 
mandatory quarantine due to the COVID-19 outbreak.  

この通達は、SFC 公認の上場投資信託 (ETF) のすべての運用会社およびマ

ーケット・メーカーを対象とする。マーケット・メーカーは、流通市場の流動性を

提供し、ETF 取引において重要な役割を果たしている。HKMA は、最近、ある

ETF マーケット・メーカーが、そのような ETF のマーケット・メイク機能を一時的

に中断したと指摘。その理由は、そのトレーダーの一部が、COVID-19 のアウ

トブレイクのために強制隔離されていたからである。 
 

https://www.apra.gov.au/news-and-publications/apra-launches-new-data-collection-to-support-government%E2%80%99s-sme-guarantee
https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=20EC30


This has raised concerns as to whether the management company and market 
maker(s) of an ETF are sufficiently prepared to manage this risk. The overall  
responsibility of a management company of an ETF is to manage the ETF in the 
best interests of investors, including the duty to closely monitor the 
operations and activities (including secondary market trading and l iquidity) of 
the ETF. 

このことは、ETF の運用会社およびマーケット・メーカーが、このリスクを管理

するための十分な準備をしているかどうかについて懸念を生じさせている。

ETF の運用会社の全体的としての責任は、ETF の運用と活動（流通市場取引

と流動性を含む）を注意深く監視する義務を含め、投資家の最善の利益のた

めに ETF を管理することである。 

SG MAS Apr 17 

MAS Urges Customers to Minimise Visits to 
Premises of Financial Institutions 
MAS、顧客の金融機関への訪問を最小限に抑える

よう要請  

Link 

MAS urged customers of financial institutions to minimise visits to their 
premises during the current circuit breaker period. This is in l ine with the 
guidance issued by the Ministry of Health on 14 April  2020 to minimise people 
moving around. While financial services remain available as one of the 
essential services exempted from the suspension of activities at workplace 
premises announced by the Ministry of Trade and Industry (MTI) on 3 April  
2020, customers are urged to use digital, email, and telephone channels as far 
as possible and minimise face-to-face interactions. About half of the bank 
branches in Singapore have closed, in view of reduced customer traffic. 

MASは、金融機関の顧客に対し、現在のサーキット・ブレーカー期間中は、顧

客の施設への訪問を最小限に抑えるよう要請。これは、2020 年 4 月 14 日に

保健省が出した、人の移動を最小限にするための指針に沿ったものである。

2020 年 4 月 3 日に通商産業省（MTI）が発表した事業所における業務停止措

置の対象から除外された必須サービスの一つとして、金融サービスが引き続

き利用可能である一方で、利用者はデジタル、電子メール、電話の各チャネ

ルを可能な限り利用し、対面でのやりとりを最小限にすることが強く求められ

ている。シンガポールにある銀行の支店の約半数が、顧客の出入りが少なく

なったため閉店済み。 

HK SFC Apr 21 
SFC regulatory response to COVID-19 
COVID-19 に対する SFC の規制対応  

Link 

The SFC has also intensified its supervisory efforts on potential vulnerabilities 
arising from the exceptional market conditions resulting from the COVID-19 
pandemic.  This is to ensure that firms and financial market infrastructures 
manage their risks appropriately and continue to operate in a normal manner.  
For example, it has focused on investment fund liquidity and redemption 
profiles, as well as the fair treatment of fund investors, particularly if funds 

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/acra-mas-and-sgx-regco-update-guidance-on-general-meetings
https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=20PR35


propose to activate l iquidity risk management measures such as swing pricing 
or suspensions.  

SFC は、COVID-19 のパンデミックに伴う例外的な市場環境に起因する潜在的

な脆弱性に対する監督努力を強化している。これは、企業や金融市場インフ

ラが自らのリスクを適切に管理し、正常に機能し続けることを確保するためで

ある。例えば、投資ファンドの流動性や償還状況、ファンド投資家の公平な扱

いに焦点を当ててきた。特に、ファンドがスイング・プライシングや停止といっ

た流動性リスク管理措置を発動することを提案した場合には、その扱いが重

要である。 

The SFC remains in close contact with all  the clearing houses in Hong Kong to 
ensure that their margining policies are appropriately calibrated to the risks 
they face, while being sensitive to potential pro-cyclical effects.  And 
throughout this crisis the SFC has been closely monitoring derivatives markets 
and short sell ing data to ensure that activity in these areas does not pose any 
financial stability or systemic risks.  Hong Kong has a robust short-selling 
regulatory regime specifically designed to l imit any potential distortion of the 
normal price-discovery function of markets while recognising the potential 
benefits of short sell ing. 

SFC は、香港のすべての清算機関と緊密に連絡を取り合い、その証拠金政策

が直面するリスクに応じて適切に調整されていることを確認する一方で、将

来的な景気変動の影響に敏感になっている。そしてこの危機の間、SFC はデ

リバティブ市場と空売りデータを注意深く監視し、これらの分野の活動が金融

の安定性へのリスクやシステミック・リスクをもたらさないことを確認。香港に

は強固な空売り規制制度があり、空売りの潜在的な利益を認識しながら、市

場の通常の価格発見機能の潜在的な歪みを制限するよう特別に設計されて

いる。 

NZ FMA Apr 21 
Impact of COVID-19 on AML/CFT audit 
AML/CFT 監査に対する COVID-19 の影響 

Link 

Section 59(2) of the AML/CFT Act requires a reporting entity to have its risk 
assessment and AML/CFT programme independently audited every two years. 
COVID-19 may impact a reporting entity’s abil ity to have its independent audit 
undertaken within that timeframe.  Any reporting entity unable to complete 
its independent audit on time due to COVID-19 should contact the FMA. 

AML/CFT 法第 59 条第 2 項は、報告事業者に対し、2 年ごとにリスク評価と

AML/CFT プログラムについて独立した監査を受けることを求めている。

COVID-19 は、その期間内に独立した監査を実施する報告事業体の対応に

影響を及ぼす可能性がある。COVID-19 のためにスケジュール通りに独立監

査を完了できない報告事業体は、FMA に連絡する必要がある。 

ID OJK Apr 22 
Countercyclical Policy for Non-bank Financial 
Service Institutions 
ノンバンク金融機関のカウンターシクリカル政策 

https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/04/20200422-4/


Link 

The OJK regulates policies for various sectors of Non-Bank Financial Services, 
which include: 
 

• Insurance companies 
• Pension funds 
• Financing institutions  
• Other financial service institutions 

OJK（インドネシア金融サービス庁）は、以下を含むノンバンク金融サービスの

様々な分野の政策を規制している。 

• 保険会社 
• 年金基金 

• 金融機関 

• その他金融機関 

This countercyclical policy covers changes in a number of areas, namely the 
time limit for the submission of periodic reports, the conduct of fit and proper 
tests, determination of asset quality in the form of financing and financing 
restructuring, and calculation of the level of insurance solvency. 

この景気循環相殺政策は、定期的な報告書の提出期限、fit and proper テス

トの実施、融資・融資の再構築という形式での資産の質の決定、保険支払能

力の水準の計算といった多くの分野における変化を対象としている。 

The policy also regulates the calculation of the quality of pension fund 
providers of defined contribution pension plans, the implementation of asset 
management provisions according to the age of Program Pensiun Iuran Pasti 
(PPIP) organizer participant pension fund groups, and other policies 
determined by the chief executive of the OJK supervisor in each sector of non-
bank financial services institutions. 

この政策はまた、確定拠出年金制度の年金基金提供者の質の計測、

Pensiun Iuran Pasti プログラム（PPIP）を設置している加入者年金基金グルー

プの年齢に応じた資産運用規定の実施、およびノンバンク金融サービス機関

の各部門において OJK 監督者の最高経営責任者によって決定されるその他

の政策を規制する。 

NZ FMA Apr 22 
Reminder on insider trading 
インサイダー取引に関する注意 

Link 

COVID-19 has caused increased volatility in financial markets, both in New 
Zealand and globally. Concerns have been raised in some offshore markets 
regarding potential misconduct by information insiders. To date, the FMA and 
the NZX have not seen an increase in suspected breaches of inside information 
restrictions as a result of COVID-19 impacts. However, they are mindful of the 
speed with which new information is emerging, the high level of trading 
activity, and potential impact of financial reporting delays as a result of 

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan-Nonbank/pojk%2014-2020.pdf
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/covid-19/fma-reminds-market-of-inside-information-restrictions/


regulatory relief initiatives. They are also mindful that the current situation is 
having significant impacts (both positive and negative) on many businesses, 
and that there is potential for a broader range of individuals to have access to 
inside information. The FMA is therefore reminding the market of the 
restrictions placed on information insiders. 

COVID-19 は、国内および国際的な金融市場のボラティリティを高めてきた。

一部のオフショア市場では、情報インサイダーによる不正行為の可能性が懸

念されている。これまでのところ、FMA と NZX は、COVID-19 の影響の結果とし

て、内部情報の制限違反の疑いが増加したとは見ていない。しかし、新しい

情報が出現する速度、高水準の取引活動、および規制緩和イニシアティブの

結果としての財務報告の遅れの潜在的な影響に留意している。また、現在の

状況が多くの企業に大きな影響（正負の両面）を与えており、より広範な個人

が内部情報にアクセスできる可能性があることにも留意している。このため、

FMA は情報インサイダーに対する規制を市場に再認識させている。 
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