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Dear colleagues and clients, 

 

This email provides an overview of the regulatory 

and supervisory responses to COVID-19 in Asia 

Pacific from 23 April – 7 May.  

 

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): 

 

 Click to navigate: 

 
Capital 

 
Liquidity 

 
Provisioning, 

Definition of 

Default and NPL-

related measures 

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


本ニュースレターは、4 月 23 日から 5 月 7 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。 
 

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、

これらのカテゴリーを次の 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） 

 

In our last newsletter, we spoke about the 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. We took an in-depth look at how 

this plays out with regulators giving thought to 

activities that have to do with the behaviours or 

"ways of working" of actors within the financial 

system. 

 

前回のニュースレターでは、緊急の緩和策が、現在の極端な状

況下でどのように事業を運営するかについてのより詳細な指針

に取って代わられることから、より長期的な考え方への移行につ

いて述べました。我々は、金融システム内の主体の行動や「働き

方」 に関連する活動について、規制当局がどのように考えてい

るかを詳細に調査しました。 

 

Consultations/Imp

lementation 

Timetables 

 
Others 

(Reporting, stress 

testing, conduct, 

etc.) 



We are also seeing regulators extending the 

measures to ensure that individual customers have 

access to financial services. From the very 

beginning, we have seen regulators allowing banks 

and insurers to defer loan and premium payments 

for their customers. There is now what could be 

termed a "second-wave" of measures that have 

come out from the beginning of April that expand the 

scope of original measures or reduce barriers to 

access such as fees or regulations.  

 

また、規制当局は、個々の顧客が金融サービスへのアクセスを

確保できるようにするための措置を拡大しています。規制当局は

当初から、銀行や保険会社が顧客のローンや保険料の支払いを

延期することを認めてきました。4 月上旬以降に出された、当初

の措置の範囲を拡大したり、手数料や規制などのアクセスに対

する障壁を削減したりする、いわば 「第二波」 とも表せる措置

があります。 

 

In the below chart we have included items that: 

次の項目が下記の図に含まれています。 

 

• Ensure continued access to financial services 

– rescheduling/restructuring loans; and 

• Remove barriers to access – removing retail 

banking fees, allowing earlier access to funds 

etc. 

 

• 金融サービスへの継続的なアクセスを確保:債務繰延/

ローンのリストラ 

• アクセスへの障壁を取り除く措置:リテール・バンキング

の手数料を撤廃、ファンドへの早期アクセスを可能にす

る等 

 



 

 

In Singapore, we can see the evolution quite clearly. 

On 31 March, MAS released the first round of 

guidance targeting individuals that included relief 

measures for mortgages and unsecured revolving 

credit facilities, which make up a significant portion 

of 'individuals' debt obligations. The second round of 

measures was announced on 30 April to extend the 

scope of this relief to other loan commitments like 

commercial and industrial properties, student debt, 

vehicle purchases etc. MAS also removed retail 

banking fees for falling below minimum balance 

requirements to ensure continued access to basic 

financial services.  

 

シンガポールでは、私たちは進展を非常に明確に見ることができ

ます。3 月 31 日、MAS は、 個人による債務の大部分を占める

住宅ローンおよび無担保の回転信用ファシリティに関する救済

措置を含む、個人を対象とした第一段階のガイダンスを公表しま

した。4月 30日には、商業・産業用不動産、学生ローン、車両購

入などの他のローン契約にもこの救済の範囲を拡大するための

第 2 段階の措置が発表されました。MAS はまた、基本的な金融

サービスへのアクセスを継続することを確保するため、最低残高

要件を下回った場合のリテール・バンキング手数料を撤廃しまし

た。 

 

Finally, in our last newsletter we spoke about how, 

despite delays and the current circumstances, we are 

still likely to see progress on important regulatory 

priority areas. In this vein, it has been interesting to 

see developments relating to sustainability and 

climate-related risk management policy goals in 



Hong Kong SAR. On 5 May, the HKMA and the SFC, 

in partnership with the Environment Bureau, the 

Financial Services and the Treasury Bureau, Hong 

Kong Exchanges and Clearing Limited, the Insurance 

Authority, and the Mandatory Provident Fund 

Schemes Authority, inaugurated the Green and 

Sustainable Finance Cross-Agency Steering Group. 

The group aims to co-ordinate the management of 

climate and environmental risks to the financial 

sector, accelerate the growth of green and 

sustainable finance in Hong Kong SAR and support 

the ' 'Government's climate strategies. As Asia 

Pacific economies begin to reopen and regulatory 

capacity free up, we expect to see more 

developments in this and other themes in the 

months to come. 

 

最後に、前回のニュースレターでは、遅れや現在の状況にもか

かわらず、重要な規制上の優先分野で進展が見られる可能性が

あることをお伝えしました。この点で、香港特別行政区における

持続可能性と気候関連のリスク管理政策の目標に関連した動き

を見ることは興味深いでしょう。5 月 5 日、HKMA と SFC は、環

境局、金融サービス局と財務局、香港取引清算機関、保険局、

強制性公積金計割管理局と協力して、グリーン・持続可能な金

融機関横断運営グループを発足させました。このグループの目

的は、金融セクターに対する気候および環境リスクの管理を調整

し、香港特別行政区におけるグリーンで持続可能な金融の成長

を加速させ、 「政府の気候戦略」 を支援することです。アジア太

平洋地域の経済が再開し、規制への対応能力が解放されるにつ

れて、我々は、今後数カ月の間に、このテーマや他のテーマにお

いて更なる進展が見られると予想します。 

 

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） 

 

Other 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

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） 
 

   
 

 

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
https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/
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


Capital –資本 
 

No updates in this period 
この期間の更新はありません 

 
 

 

Liquidity –流動性 
 

JP JFSA 27  
& 30 Apr 

Report on the status of loan modification and Financial 
support to the clients 
顧客への貸付条件変更・資金援助の状況に関する報告 

Link 

The JFSA released a report on the status of loan modifications by 

banks for SMEs at the end of March. There were more than 26,000 

applications from clients. Approximately 80% were approved by 

mid-April, while the remaining applications are still under review. 

 

3 月末、金融庁は、中小企業等向け銀行の貸出条件の変更状況に関する報告

を公表した。顧客からの申請件数は 26,000 以上で、4 月中旬までに約 80%が

承認され、残りの申請はまだ審査中の状況。 

 

Link 

The JFSA reaffirmed their request to financial institutions maintain 

financial support to corporates and consumers, which includes the 

extension of unsecured-zero-interest loans to businesses, 

utilisation of government sponsored loans, and conducting 

necessary consultations to clients during the Golden Week period. 

 

金融庁は、金融機関に対し、企業および消費者に対する金融支援 （企業に対す

る無担保無利子融資の供与、政府保証付き融資の活用、ゴールデンウィーク中

の顧客に対する必要な相談の実施を含む）を維持するよう要請することを再確認

した。 

 

JP BOJ 27 Apr 
Enhancement of Monetary Easing 
金融緩和政策の強化 

Link 

The BOJ decided at the Monetary Policy Meeting to enhance their 

monetary easing by an increase in purchases of CP and corporate 

https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/kashitsuke/20200430.html
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200427.html
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200427a.pdf


bonds, strengthening of the Special Funds-Supplying Operations to 

Facilitate Financing in Response to the COVID-19, and further 

active purchases of Japanese government bonds and treasury 

discount bills. 

 

日銀の金融政策決定会合では、CP・社債の買い増し、 COVID-19 に対応した

金融円滑化のための特別資金供給オペレーションの強化、国債・国庫短期証券

の更なる積極的な購入等を通じた金融緩和政策の強化を決定。 

 

AU ASIC 29 Apr 

ASIC responds to 'lenders' request for clarification on 
lending during the COVID-19 pandemic 
COVID-19 のパンデミック発生時に融資に関する明確

化を求める「貸し手」に対し、ASIC が対応 

Link 
ASIC has written a letter to lenders to provide guidance on a 

number of matters around regulation of lending during the COVID-

19 pandemic. On existing credit facilities, they wrote: "Obligations 

are not a barrier to agreeing contract changes in response to 

hardship situations". ASIC confirms that changes to terms (e.g. P&I 

to IO) can be achieved through variations in existing contracts and 

the responsible lending obligations “only apply before a contract is 

entered into or a credit limit under an existing contract is increased” 

and hence will not be triggered by these changes. 

 

ASIC は、 COVID-19 パンデミック下の融資規制に関する多くの問題について

ガイダンスを提供するために、貸し手に書簡を公表。既存の信用枠について、彼

らは 「（契約上の）義務は、困難な状況に応じた契約変更に同意することを妨げ

るものではない」 と言及。ASIC は、条件（例:P&I から IO）の変更は、既存の契

約と責任ある貸付義務 、つまり、「契約が締結されるか、既存の契約の信用限

度額が引き上げられる前にのみ適用される」、における変更を通じて達成でき

る。したがって、これらの変更によって引き起こされるものではないことを確認。 

 

IND BI 30 Apr 

BI Issues Policy Follow-Up Provisions Against Pandemic 
COVID-19 
BI が COVID-19 のパンデミックに対する政策フォロー

アップ規定を発表 

Link 
The BI has followed up with further policy measures to support 

stability and economic recovery in light of the COVID-19 pandemic. 

The measures include granting short term liquidity loans to 

commercial banks to support them in providing finance to their 

customers. The regulation has allowed for the adjustment of the 

https://download.asic.gov.au/media/5577169/asic-letter-to-aba-regulatory-approach-to-lending-during-coronavirus-1_redacted.pdf
https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Tindak-Lanjut-Kebijakan-Hadapi-Pandemi-COVID-19.aspx


statutory reserve requirement policy by reducing the statutory 

reserve requirement for Conventional Commercial Banks by 200 

bps, from 5.5% to 3.5%, and for Sharia Commercial Banks by 50 

bps, from 4.0% to 3.5%. 

 

BI（インドネシア銀行）は、 COVID-19 におけるパンデミックを踏まえ、安定と

経済回復を支援するための更なる政策措置を講じてきた。この措置には、商業

銀行が顧客に資金を提供するのを支援するため、短期流動性融資を供与するこ

とも含まれている。規制により、従来型商業銀行の法定準備率を 5.5%から

3.5%へと 200 bps 引き下げ、同様にシャリア商業銀行の法定準備率を 4.0%

から 3.5%へと 50 bps 引き下げることにより、法定準備率制度を調整すること

を容認。 

 
 

 
 

 

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 27 Apr 
Deferment of principal payment available for 
vulnerable debtors 
無担保債務者に対する元本返済の繰延べ 

Link 

The FSC announced on 27 April that deferment of principal payment 

will be available for vulnerable debtors who are unable to service 

debts due to diminished income caused by the COVID-19 pandemic. 

It will be offered by all financial institutions from 29 April until the 

end of this year. 

 

金監委は、4 月 27 日、COVID-19 パンデミックによる所得減少に伴い、債務返済

が困難になった脆弱な債務者に対して、元金の支払いを猶予すると発表。この措

置は、4 月 29 日から今年末まで、すべての金融機関から提供される。 

 

NZ RBNZ 30 Apr 
Reserve Bank removes LVR restrictions for 12 
months 
NZ 準備銀行:LVR 制限を 12 か月間解除 

Link 

http://meng.fsc.go.kr/common/pdfjs/web/viewer.html?file=/upload/press1/20200427160643_06ed643a.pdf
https://www.rbnz.govt.nz/news/2020/04/reserve-bank-removes-lvr-restrictions-for-12-months


The Reserve Bank has today decided to remove mortgage loan-to-

value ratio (LVR) restrictions for 12 months. The decision was made 

to ensure LVR restrictions didn't have an undue impact on borrowers 

or lenders as part of the mortgage deferral scheme implemented in 

response to the COVID-19 pandemic. The Reserve Bank's decision 

was made in line with its financial stability mandate. The Bank 

reached its conclusion after reviewing a Regulatory Impact 

Assessment and robust feedback received from submitters over the 

consultation period. 

 

準備銀行は本日付で、12 カ月間の住宅ローン担保比率 ( LVR ) 制限を撤廃す

ることを決定した。今回の決定は、COVID-19 パンデミックへの対応として実施さ

れた住宅ローン繰り延べ制度の一環として、LVR 規制が借り手や貸し手に不当な

影響を及ぼさないようにするためのものである。準備銀行の決定は、金融安定化

の権限に沿って実施。準備銀行は、規制の影響評価と、市中協議期間中に提出

者から受けた強固なフィードバックを検討し、今回の結論に達した。 

 
 

 
 

 

Consultations / 
implementation timetables -
市中協議 / 実施スケジュール 
 

AU APRA 16 Apr 

APRA announces new commencement dates for 
prudential and reporting standards 
APRA がプルー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 

Commencement dates for several standards have been delayed as 

follows: 
• CPS226 Margining and Risk Mitigation for Non-Centrally 

Cleared Derivatives (phase-in of initial margin 

requirements). Moved from 1 September 2020-21 to 01 

September 2021-22 

• CPS234 Information Security (third-party arrangements 

transition provision). Moved from 1 July 2020 to 1 January 

2021 by exception on a case-by-case basis 
• APS220 Credit Risk Management. Moved from 1 

January2021 to 1 January 2022 

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


APS222 Associations with Related Entities; ARS222.0 

Exposures to Related Entities; and ARS222.2 Exposures to 

Related Entities – Step-in Risk. Moved from 1 January 

2021 to 1 January 2022. 

 

いくつかの基準の開始日を以下のように延期する。 

 CPS 226 非中央清算デリバティブのマージン調整とリスク軽減 (当初

証拠金規制の段階的導入) ：2020 年 9 月 1 日（もしくは 2021 年 9

月 1 日）から 2021 年 9 月 1 日（もしくは 2022 年 9 月 1 日）に変更 

 CPS 234 情報セキュリティ （サードパーティ契約の経過措置） ：個別

案件ごとの特例により、2020 年 7 月 1 日から 2021 年 1 月 1 日に変

更 

 APS 220 信用リスク管理：2021 年 1 月 1 日から 2022 年 1 月 1 日

に変更 

APS 222 関連エンティティとの関連：関連事業者向けエクスポージャー

（ARS222.0）、関連会社等に対するエクスポージャーの状況に関する

事項（ARS222.2）～ステップインリスク：2021 年 1 月 1 日から 2022

年 1 月 1 日に変更。 

 
 

 
 

 

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） 
 

AU ASIC 14 Apr 

ASIC grants relief to industry to provide affordable and 
timely financial advice during the COVID-19 pandemic 
ASIC が、COVID-19 パンデミック発生時に、相応な手

数料でタイムリーな金融アドバイスを提供するため、業

界向け支援を提供 

Link 

Three temporary relief measures were announced to assist 

financial advisors in ensuring good consumer outcomes amidst the 

COVID-19 pandemic: 

 

• Early access to superannuation funds: Financial advisors will 

not need to provide a Statement of Advice (SOA) around 

early access to superannuation funds; further registered tax 

https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-085mr-asic-grants-relief-to-industry-to-provide-affordable-and-timely-financial-advice-during-the-covid-19-pandemic/


agents may give advice without needing to hold an 

Australian Financial Services (AFS) license 

• Time critical SOAs: Advice providers will be allowed 30 

business days instead of the regular 5 business days to give 

an SOA after time-critical advice is provided 

• Record of advice (ROA): The shorter ROA may be given in 

lieu of an SOA in some circumstances. 

 

ASIC will be performing surveillance to monitor these relief 

measures. 

 

COVID-19 パンデミックの中で、消費者に良い結果をもたらすことを確実にする

ために、財務アドバイザーを支援する 3 つの一時的な救済措置を発表。 

 

 退職年金基金への早期アクセス:財政アドバイザーは、退職年金基金へ

の早期アクセスに関する助言書（SOA）を提供する必要はない。登録され

た税務代理人は、豪ファイナンシャル・サービス（AFS）のライセンスを保

持することなく助言を提供可能。 

 タイミングが重要な SOA:タイミングが重要なアドバイスが提供された後

に SOA を提供するために、アドバイス提供者は通常の 5 営業日ではな

く 30 営業日を許可 

 アドバイスの記録（ROA）:状況によっては、SOA の代わりに短い

ROA を与えることができる。 

 

ASIC は、これらの救済措置を監視するためのサーベイランスを実施予定。 

SG MAS 16 Apr 

New Measures to Help REITs Navigate Operating 
Challenges Posed by COVID-19 
COVID-19 が課す REIT の運営上の課題克服に向けた

新たな取り組み 

Link 

The Ministry of Finance (MOF), the Inland Revenue Authority of 

Singapore (IRAS), and MAS announced new measures to provide 

real estate investment trusts listed on the Singapore Exchange (S-

REITs) with greater flexibility to manage their cash flows and raise 

funds amid a challenging operating environment due to COVID-19. 

These comprise an extension of the deadline for distribution of 

taxable income by MOF and IRAS, as well as a raising of the 

leverage limit and deferment of new regulatory requirements by 

MAS. 

 

財務省（MOF）、シンガポール内国歳入庁（IRAS）および MAS は、シンガポール

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/new-measures-to-help-reits-navigate-operating-challenges-posed-by-covid-19


取引所（S-REIT)に上場されている不動産投資信託について、COVID-19 に起

因する厳しい経営環境の中、より柔軟なキャッシュフロー管理と資金調達が可能

となるよう新たな方策を発表。これらは、財務省および IRAS による課税所得の

分配期限の延長、MAS によるレバレッジ上限の引き上げおよび新たな規制要件

の延期を含む。 

 

HK HKMA 22 Apr 
Postponement of 2020 Supervisor-Driven Stress Test 
2020 年の監督者によるストレステストの延期 

Link 

The HKMA has decided to postpone the 2020 Supervisor-Driven 

Stress Test by one year.  In making this decision, the HKMA has 

taken into consideration the current capital levels of banks and the 

satisfactory results of earlier stress tests.  

 

HKMA は 2020 年の監督者によるストレステストを 1 年延期することを決定。  そ

の際、HKMAは、銀行の現在の自己資本水準及び過去のストレステストの十分な

結果を考慮した。 

 

AU ASIC 27 Apr 

ASIC letters to general and life insurers in the current 
COVID-19 environment 
現在の COVID-19 環境下における一般保険会社およ

び生命保険会社への ASIC による書簡 

Link 

ASIC has written letters to General and Life Insurers setting out 

its expectations of insurers to handle claims with utmost good 

faith; to ensure flexibility with customers' individual circumstances 

such as where they can no longer pay premiums due to change in 

income; and to communicate proactively, clearly and accurately to 

customers on insurance coverage. 

 

ASIC は、一般および生命保険会社に書簡を送り、保険会社が最大限の誠意をも

って保険金請求に対処することを期待していることを明らかにした。収入の変動

により保険料を支払うことができなくなるなど、顧客の個別事情に応じた柔軟性を

確保すること、また、保険加入者への積極的、明確かつ正確なコミュニケーション

を図ることを期待。 

 

SK FSC 27 Apr 
Reporting Deadline Extensions for South Korean 
companies 
韓国企業の報告期限の延長 

Link 

https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/guidelines-and-circular/2020/20200422e2.pdf
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/news-items/asic-letters-to-general-and-life-insurers-in-the-current-covid-19-environment/
http://meng.fsc.go.kr/common/pdfjs/web/viewer.html?file=/upload/press1/20200427093714_ae8d030b.pdf


The financial authorities announced on 24 April their decision to 

temporarily lift administrative sanctions for companies that are 

unable to meet the quarterly and semi-annual reporting deadline 

due to COVID-19 related issues. For the companies that have 

already been granted exemptions from sanctions, the deadline has 

been extended until 15 May. The authorities will accept additional 

applications for exemption from sanctions between 27 and 29 April. 

Based on the review of applications, the Securities and Futures 

Commission will then decide to adopt an additional 30-day 

extension of deadline when the commission meets for a regular 

meeting on 6 May. 

 

韓国の金融当局は 4 月 24 日、 COVID-19 問題で四半期・半期報告期限に

間に合わない企業に対する行政上の制裁を一時的に解除すると発表。すでに制

裁措置の免除を受けている企業については、期限を 5 月 15日まで延長した。当

局は、4 月 27 日から 29 日までの間に追加的な制裁免除申請を受け付ける。こ

れを受け、証券先物委員会は 5 月 6 日の定例会議で 30 日間の延長を決定す

る予定。 

 

NZ FMA 28 Apr 
Exemptions grant temporary relief from some 
reporting deadlines 
報告期限の一部を一時的に免除 

Link 

The FMA has granted two class exemption notices to provide 

market participants with an additional two months to provide their 

audited financial statements and comply with certain other 

regulatory requirements. 

 

FMA は、2 つの分類の免除通知を付与し、監査済み財務諸表の提出と一部の

他の規制要件を遵守するために、市場参加者に追加で 2 ヶ月の期間を提供し

た。 

 

NZ FMA 28 Apr 
'No 'action' relief as a result of COVID-19 
' COVID-19 を受けたノーアクションの救済 

Link 

The FMA recognises that COVID-19 may lead to practical difficulties 

which affect their ability to meet their regulatory obligations. Where 

a market participant breaches, or expects to breach, a regulatory 

obligation as a result of the COVID-19 circumstances and seeks 

relief from the FMA, the primary approach FMA intends to take is 

'no-'action'. 

https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/covid-19/exemptions-grant-temporary-relief-from-some-reporting-deadlines/
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/covid-19/no-action-relief-as-a-result-of-covid-19/


A key benefit of this approach is that it allows the FMA to act in a 

quick and decisive way in an environment where uncertainty may 

lead to unnecessary operational/regulatory burden and investor 

detriment. The FMA will consider whether the relief requested is 

specific to the individual circumstances of the entity, or appropriate 

for a wide range of market participants on a class basis. 

 

FMA は、COVID-19 が規制上の義務を果たす対応力に影響を及ぼす実務上の困

難につながる可能性があることを認識。市場参加者が COVID-19 の状況の結果

として規制上の義務に違反した場合、または違反が予想される場合、また、FMA

からの救済を求める場合、FMA がとるべき主要なアプローチはノーアクション措

置である。 

このアプローチの主な利点は、不確実性が不必要な運用上/規制上の負担や投

資家の不利益につながる環境において、FMA が迅速かつ決定的な方法で行動

できることである。FMA は、要請された救済が企業の個々の状況に固有のもので

あるか、または分類ごとに幅広い市場参加者にとって適切なものであるかを検討

する予定。 

 

HK SFC 29 Apr 

Management of cybersecurity risks associated with 
remote office arrangements 
リモートオフィス利用に関連するサイバーセキュリティ

リスクの管理 

Link 

In light of the increased use of remote office arrangements, the 

HK SFC reminds licensed corporations (LCs) to assess their 

operational capabilities and implement appropriate measures to 

manage the cybersecurity risks associated with these 

arrangements. When staff work remotely, they may access the 

LC's internal network and systems from outside the office and 

hold meetings through videoconferencing platforms.  

 
This circular sets out examples of controls and procedures to 

assist in the protection of 'LCs' internal networks and data. LCs 

are reminded that the following examples are not exhaustive. 

They should implement and maintain measures which are deemed 

appropriate to the situation and commensurate with the size and 

complexity of their operations. 

 

HK SFC は、リモートオフィスの利用が増加していることを踏まえ、免許を有する

企業（LC）に対し、運用能力を評価し、これらの運用に伴うサイバーセキュリティ

リスクを管理するための適切な措置を実施するよう促す。スタッフがリモートで作

https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/intermediaries/supervision/doc?refNo=20EC37


業する場合、オフィス外から LCの内部ネットワークやシステムにアクセスし、ビデ

オ会議プラットフォームを介してミーティングを行うことが可能。  

この通達では、 「LC」の 内部ネットワークおよびデータの保護を支援するため

のコントロールと手順の例を提示。LC は、以下の例が網羅的ではないことに留

意すべき。事業者は、その状況に適切であり、事業の規模及び複雑性に見合っ

た措置を実施し、維持すべき。 

 

IN RBI 30 Apr 
Extension of regulatory reporting deadlines 
規制上の報告期限の延長 

Link 

In order to mitigate the difficulties in timely submission of various 

regulatory returns, in view of disruptions on account of COVID-19 

pandemic, it has been decided to extend the timelines for their 

submission.  Accordingly, all regulatory returns required to be 

submitted by commercial banks and other FIs to the Department 

of Regulation can be submitted with a delay of up to 30 days from 

the due date. 

 

COVID-19 パンデミックが発生したことを踏まえ、各種行政報告の適時提出の

困難性を軽減するため、提出期限を延長。 したがって、商業銀行およびその他

の金融機関が規制当局に提出することを要求されるすべての規制上の報告は、

提出期限から最大 30 日遅延で提出が可能。 

 

NZ FMA 30 Apr 
Insurer COVID expectations from the FMA 
FMA からの保険会社の COVID に関わる期待 

Link 

The FMA has written to insurance industry bodies to acknowledge 

the work insurers have done to respond to the needs of their 

customers during the COVID-19 crisis, and to outline their 

expectations for their continued good conduct. The letter sets out 

steps insurers can take to ensure they are addressing customer 

needs, and includes examples of good practice the FMA has seen. 

 

FMA は、保険会社が COVID-19 危機の間に顧客のニーズに応えるために行

った努力を認め、彼らの継続的な望ましいコンダクトに対する期待の概要を示す

ために、保険業界団体に書簡を送付。この書簡は、保険会社が顧客のニーズに

確実に対応するために取ることができるステップを示しており、FMA が観察した

優良な事例の例を含むもの。 

 

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11882&Mode=0
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/covid-19/insurer-covid-19-expectations/


SG MAS 30 Apr 
Second phase of measures to support individuals 
個人向け支援策の第二フェーズ 

Link 

MAS, the Association of Banks in Singapore (ABS) and the Finance 

Houses Association of Singapore (FHAS) today announced a second 

package of measures to support individuals facing financial 

difficulties due to the COVID-19 pandemic. This second package 

will extend the scope of relief for individuals to other types of loan 

commitments, and allow them to continue to have access to 

affordable basic banking services. 

 

MAS とシンガポール銀行協会（ABS）、そしてシンガポール金融ハウス協会

（FHAS）は、本日、 COVID-19 でのパンデミックにより経済的困難に直面して

いる個人を支援するための第 2 次の包括的対策を発表した。この第 2 次パッケ

ージでは、個人向けの救済の範囲を他の種類のローン・コミットメントにまで拡大

し、個人が引き続き手頃な基本的銀行サービスを利用できるようにする。 

 

JP 4 May 
Extension of the State of Emergency 
緊急事態宣言の延長 

Link 

Prime Minister Abe announced the extension of the declaration of 

the State of Emergency until the end of May, and to ask the 

experts to assess the situation again on 14 May. 

 

安倍総理は、緊急事態宣言の期限を 5 月末まで延長することを表明し、専門家

に対し 5 月 14 日に改めて事態の評価を求めた。 

 

AU ASIC 7 May 
Reminder on director trading during COVID-19 
COVID-19 下の取締役に対する取引上の注意事項 

Link 

ASIC has provided guidance which sets out important 

considerations for directors (including directors of the responsible 

entity of a listed managed investment scheme) regarding the 

acquisition and disposal of securities and other financial products 

issued by their listed entity. These considerations are particularly 

relevant in the current market environment created by COVID-19. 

Some of these considerations are also relevant to other “insiders”, 

such as other company officers and key management personnel, as 

well as to responsible entities. 

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-and-financial-industry-provide-additional-support-for-individuals
https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/202005/_00001.html
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/news-items/reminders-on-director-trading-during-covid-19/


 

ASICは、上場企業が発行する証券およびその他の金融商品の取得および処分

に関して、取締役（上場管理投資スキームの責任主体の取締役を含む）にとって

重要な考慮事項を定めたガイダンスを提供。これらの考慮事項は、 COVID-19 

によって生み出された現在の市場環境に特に関連している。これらの考慮事項

の一部は、他の会社役員や主要な経営陣などの他の 「インサイダー」 、および

責任主体にも関連する内容。 
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