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Deloitte EMEA JSG COVID-19 Newsletter Vol 10

EMEA JSG COVID-19 Newsletter vol.10  

Deloitte EMEA 日系企業サービスグループ（JSG）では、本ニュースレターにおいて欧州主要国

（ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、英国）が公表している経済対策等をご紹介さ

せていただくとともに、弊社が公表している Webinar や記事をご案内させていただきます。 
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欧州主要国の経済対策等のアップデート 
2020 年 6 月 11 日以降の重要な経済対策等のアップデートを解説いたします。 

Belgium 
 アップデートなし

France 
 アップデートなし

Germany 
 アップデートなし

Italy 
 Covid-19 の影響を受けた特定の業種(輸送サービス・専門家活動等)について、関税支払期限延長

が 30 日から 60 日に拡大されました。

 タバコや類似品に対する物品税等の支払期限が延長されました (10 月 31 日まで)。
 天然ガスおよび電力に対する物品税の支払期限が延長された。また、分割払いが導入されまし

た。

 エネルギー製品に対する物品税の支払遅延に対する罰則免除が規定されました。

 エネルギー製品に関連する法的履行(認可、書類電子提出、システム設置等)が、それぞれ期限延長

されました。

 ホテル業を営む企業および温泉施設について、資産再評価による優遇税制措置が導入されまし

た。

Netherlands 
 アップデートなし

United Kingdom 
 アップデートなし

各国共通

 European Mandatory Disclosure Rules（通称 DAC6）：欧州委員会（European
Commission）は昨今の新型コロナウィルスの影響に鑑み、DAC6 に基づく情報提供及び情報交

換規定に係る 3 ヶ月間の適用延期に関する一部修正提案を 5 月 8 日に公表しましたが、議会での

EU 加盟国の全会一致は得られませんでした。その後、6 月 3 日に EU 加盟国の常任代表はオプシ

ョンによる 6 ヶ月間の適用延期に関する提案ついて合意しましたが、現時点では EU 加盟国によ

る全会一致に至っていません。なお、この提案が採択された場合には、さらに各国の国内法にて

法制化が必要となります。本提案の採択は各 EU 加盟国のオプションですが、提案内容の要点は下

記の通りです。

- 報告対象となるクロスボーダー取引の報告開始日（開始日から 30 日間以内に報告する必要有

り）は 2020 年 7 月 1 日から 2021 年 1 月 1 日へと延期（ただし、2020 年 7 月 1 日から

2020 年 12 月 31 日の移行期間中に実施された取引も報告対象）。

- 遡及的に報告対象となるクロスボーダー取引（2018 年 6 月 25 日から 2020 年 6 月 30 日に

実施された過去取引）の報告開始日を 2020 年 8 月 31 日から 2021 年 2 月 28 日へと延期。

- 各 EU 加盟国間の情報交換（報告対象となるクロスボーダー取引に係る情報交換）の初回開始

日を 2020 年 10 月 31 日から 2021 年 4 月 30 日へと延期。

本ニュースレターは一般的な情報を記載しており、全ての関連情報が含まれているとは限りません。

上記の内容に対して行動する、又は行動を控える前に、専門家のアドバイスを得ることをお勧めしま

す。特に関連するスキームの詳細、仕様、適格性の定義と合意のプロセスに関しては、さらなる明確

化が期待される箇所が多くあり、情報は変更される可能性があります。 
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詳細は COVID-19 Government Response Portal（英語）をご参照ください。当ウェブサイトで

は、今までご案内したアップデート情報を含め、100 か国以上の国々で現在利用可能な各国政府支援

プログラム並びに社会的施策をご確認いただけます。

Webinar のご案内  

Deloitte は COVID-19 に関連した様々な Webinar（無料）を開催しています。以下に今後開催され

る Webinar、過去に開催された Webinar のうち主なものをご案内させていただきます。なお、過去

に開催された Webinar はオンデマンドで録画をご覧いただくことができます。 

今後開催される Webinar 

EMEA 
 A cyber perspective on a changing world (毎週木曜 BST10 時 /CET11 時)

サイバーに関する最新情報を含む様々なトピックスを毎週お届けいたします。登録

 Restart Europe: Light on the horizon – creating perspective beyond the crisis：(6 月

24 日（水）BST15 時 / CET16 時)Deloitte と Singularity University のゲストスピーカーが参

加する本ブロードキャストでは、今回の危機の先を見据え、将来に対する視点を作り出す方法に

焦点を合わせるため、ビジネスリーダを鼓舞していきます。将来の仕事の在り方や、健康、モビ

リティ、倫理やビジネス等、様々なテーマについて洞察します。登録

 Remote Work の中でのビジネスオペレーションの継続と改善(日本語)：(7 月 3 日（金）BST9
時/CET 10 時)
Remote Work がもたらすビジネスオペレーションの構造変化を見据え、サプライチェーンを含

めた企業活動のあらゆる場面で Remote Work にどのように対応していけるか、またどのように

対処しているのかについて日本語で解説いたします。また日本の親会社から見た、Covid-19 後

の欧州拠点への期待役割や今後のガバナンス、内部監査の方向性についての視点を解説いたしま

す。登録

Belgium
 Responding to COVID-19: Updates and practical steps (隔週金曜 CET9 時)

毎週 1 時間の本 Webinar にて、プライシング、サプライチェーン、労務等ビジネスのさまざま

な側面を取り上げ、COVID-19 の影響によるリスクと混乱への洞察を提供し、あらゆる規模の組

織がこれらの課題を管理する方法について議論します。登録

United Kingdom 
 Responding to COVID-19: Updates and practical steps (毎週木曜 BST13 時)

Deloitte UK のチーフエコノミスト Ian Stewart が主催する本 Webinar は、COVID-19 が世界

経済に与える影響、組織が直面している課題、組織がどのように対応しているのか、現時点で取

るべき行動についての提言を共有することを目的としています。登録

 TMT webinar: ‘Reopening the economy – the role of thermal cameras’:（6 月 22 日

（月）BST8 時半 / CET9 時半）Vodafone の CEO Vinod Kumar をお招きし、ワクチンが広

範囲に利用可能になるまでの「ウィズ・コロナ」の世界で、サーマルカメラがどのように経済活

動の回復を可能にするかを検討します。登録

 Climate Crisis: Mark Carney on the role of the Board in the transition to net zero:
（6 月 23 日（火）BST10 時 / CET11 時）全企業と金融機関にとって移行計画の作成が必要と

なる、二酸化炭素排出ゼロに向けた経済変革について、イングランド銀行前総裁の Mark Carney
氏をお迎えした Webinar を開催します。登録

Japan 
 COVID-19 Webinar シリーズ「COVID-19 とレジリエンス経営」

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid19-government-funding-portal.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/risk/articles/a-cyber-perspective-on-a-changing-world.html
https://events.deloitte.nl/restarteurope/
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_Z0bB6zxtSMqgXNtfVyWoMw
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/about-deloitte/articles/responding-to-covid-19_weekly-webinar.html
https://ukpages.deloitte.com/COVID-19-Weekly-Webinar-Registration.html
https://ukpages.deloitte.com/TMT-Webinar_Reopening-the-economy-Registration.html
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2Fdeloitteuk.createsend.com%2Ft%2FViewEmailInIFrame%2Fr%2F2C93195E0F01E9E52540EF23F30FEDED%2FC67FD2F38AC4859C%2F%3Ftx%3D0&eventid=2414503&sessionid=1&key=F1D9B5D124A6FFBFD91F8446B616794B&regTag=&sourcepage=register
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COVID-19 に対するデロイト トーマツ グループの最新の知見をご紹介する外部向け Webinar
シリーズ「COVID-19 とレジリエンス経営」が開始されています（日本語）。

オンデマンドでご登録いただければいつでもご視聴いただけます。登録

過去 2 週間に開催された Webinar 

 Automotive captive finance webinar: （6 月 5 日）視聴

 CHRO: Performance Management Implications and Enterprise Reskilling（6 月 5 日）

視聴

 COVID-19 library of webinars（過去に放映した COVID-19 に関する Webinar を掲載してい

ます。）視聴

ツールのご案内

COVID-19 Economics Monitor 
イギリス経済の行方を判断するために有用な情報を分かりやすくまとめています。情報は毎週更新さ

れる予定です。

GoWork – COVID-19 Digital Map 
各国の COVID-19 に関するトラベル、隔離、イミグレーション規制について最新情報を提供しま

す。 

Deloitte Atlas COVID-19 
各国の COVID-19 に関する Tax を含む財政政策、社会措置、規制措置について最新情報を提供しま

す。 

COVID-19 sector heatmaps 
COVID-19 の感染拡大が激しい地域における、各インダストリーに与えるインパクト情報を提供しま

す。 

Deloitte state of the consumer tracker 
今後 1 年程度を目途に隔週で、世界 13 か国の消費者行動を調査し提供していきます。COVID-19 の

感染拡大と収束後の消費者の行動変容を可視化していくため、例えば先にロックダウンを解除した国

の消費者行動の変容を参考にすることができます。 

記事のご案内

Deloitte はグローバルで COVID-19 に関連した様々な記事を公表しています。弊社の Global web 
hub（英語）および 新型コロナウイルス感染症のビジネスへの影響（日本語）において、トピック

別（経済、ファイナンス、人事、法務、オペレーション、戦略、サプライチェーン、税務）やセクタ

ー別に記事を検索してご覧いただくことができます。 

グローバル・ヒューマンキャピタル・トレンド 2020 
世界最大級のサーベイ結果にもとづいて組織人事の最新トレンドを解説する、2020 グローバル・ヒ

ューマンキャピタル・トレンドが発表されました。本年は「ソーシャル・エンタープライズの実際：

パラドックスを超えて」という表題で、テクノロジーによって動かされている世界の中で、どうすれ

ば組織は人間的であり続けることができるのか？という難問に対する革新的なアプローチをご紹介い

たします。COVID からのリカバリーを中心としたマテリアル Workforce Strategies for Post-

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/covid19/covid-19-webinar.html?nc=1
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2372742&sessionid=1&key=D0AA0543C156B057CE8A3086C9FC107D&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2278433&sessionid=1&key=A2F2B4643F8EC7C19706994F17AE0E50&regTag=&sourcepage=register
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/about-deloitte-uk/articles/covid-19-webinars.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/covid-19-economics-monitor.html
https://gowork.ges.deloitte/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/covid-19/tax-atlas-signal.html?&cid=gx:2em:3na:t&lcovid19response:eng:tax:150420:1
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-sector-map.html
https://tableauc19.hosting.deloitte.ca/t/ConsumerSentimentSurvey/views/COVIDConsumerSentimentEL20200429v3/DeloitteCOVID-19Analysis?:embed=y&:showVizHome=no&:host_url=https%3A%2F%2Ftableauc19.hosting.deloitte.ca%2F&:embed_code_version=3&:tabs=no&:toolbar=yes&:iid=1&:isGuestRedirectFromVizportal=y&:linktarget=_blank&:display_spinner=no&:loadOrderID=0
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?fbclid=IwAR2qoQu7q5ve1dpNaEPLczHD1gxueGsF76aW1xx_t5DzSw4UckrKwDDzEIY
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?fbclid=IwAR2qoQu7q5ve1dpNaEPLczHD1gxueGsF76aW1xx_t5DzSw4UckrKwDDzEIY
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/topics/pandemic-preparedness-and-responding-to-covid.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-hc-trends.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-hc-trends.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-workforce-strategies-for-post-covid-recovery.html
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COVID Recovery、Returning to work in the future of work と合わせて、ぜひご一読くださ

い。

Tech Trend 2020 日本版 
初版から 11 年目の発行となる年次レポート「Tech Trends 2020」では、今後 1 年半から 2 年間

にわたって企業や組織に影響を及ぼす新たなテクノロジートレンドについて、デロイトの見解を紹介

しています。今回取り上げるトレンドのいくつかは、終わりのない IT 課題への対処に言及するもの

です。また、今後大きなビジネスチャンスに飛躍し得るテクノロジー固有の特徴についても解説して

います。いずれのテーマも多大な変化をもたらす兆候が見られます。

お問い合わせ  

本ニュースレターに関するご質問や私たちがお手伝いできることがございましたら、以下までご連絡

ください。なお、前回までのニュースレターはデロイトトーマツグループのウェブサイトに掲載して

います。 

Belgium 

Taisuke Nakamura 
JSG Senior Manager 
tnakamura@deloitte.com 

Germany 

Shinichi Ishida 
German Tax Senior Manager 
sishida@deloitte.de 

Italy 

Junji Irie 
JSG Senior Manager 
juirie@deloitte.it 

Netherlands 

Taichi Murakami 
JSG Manager 
taimurakami@deloitte.nl 

United Kingdom 

Koji Ishikawa  
JSG Partner  
kojixishikawa@deloitte.co.uk 

Akio Tsuchida 
JSG Senior Advisor 
akiotsuchida@deloitte.co.uk 

Hidaka Hiro 
UK Tax Director 
hhidaka@deloitte.co.uk 

Kenichi Suzuki 
UK Tax Associate Director 
kenichisuzuki@deloitte.co.uk 
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-workforce-strategies-for-post-covid-recovery.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/covid-19-and-the-future-of-work.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology/articles/tsa/tech-trends.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/international-business-support/articles/gbs/jsg-emea-covid-19-newsletter-summary.html
https://www.facebook.com/deloitteuk
https://twitter.com/deloitteuk
https://www.linkedin.com/company/deloitte-uk
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