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Deloitte EMEA JSG COVID-19 Newsletter Vol 11

EMEA JSG COVID-19 Newsletter vol.11  

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 や記事等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 18 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。 

EMEA 
 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、EU 加盟国による全会⼀致により合意しまし
た。合意された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。

なお、この適⽤延期の採択はオプションであり、各 EU 加盟国により取扱いが異なる可能性が
あるため留意が必要となります。 

Belgium 
 法⼈税、給与源泉税、個⼈所得税、VAT/GST：⽀払期⽇⾃動延⻑対象外の債務について、⽀

払期⽇の延⻑を検討している企業は、Eメールもしくは書⾯で各地域の担当センター
(Regionaal Invorderingscentrum/Centre régional de Recouvrement)に⽀払債務ごとに申請を
⾏う必要があります。

 法⼈税：2020年、2021年、2022年のいずれかの課税年度で発⽣した、また発⽣する⾒込みの
⽋損について、対応する前課税年度（2019年、2020年、2021年）の課税所得との相殺（いわ
ゆるキャリーバック）が時限的に認められます。これにより、課税年度2019年からの3年間の
法⼈税負債を削減する、もしくは既に⽀払われた当該期間の法⼈税の払い戻しを請求すること
ができるようになります。当該相殺は納税者が適⽤すると決めた課税年度において⾮課税準備
⾦を設定することにより実⾏されます。準備⾦の総額は、以下の2つのいずれか⼩さい⽅に制
限されます。
 受取配当⾦控除、イノベーション所得控除（IID）、特許所得控除（PID）を除いた各種控

除項⽬の差引前（概ね税前所得＋損⾦算⼊不可経費-左記 3 控除項⽬）の課税所得
 20 百万ユーロ
当該準備⾦は⼆重控除を避けるため、相殺年度の次年度の課税ベースにキャリーバック期間の
税率差を考慮の上加算されます。なお、当該相殺は期間内に 1 度だけしか使⽤できません。ま
た準備⾦の計算のために将来損失を正確に⾒積もる必要があり、10%以上過⼤⾒積もりが⽣じ
た場合は⼀定のペナルティーが科せられます。
当該⽋損のキャリーバックは、2020 年 3 ⽉ 12 ⽇から 2021 年会計年度の法⼈税申告⽇までの
間で、以下に該当する企業ではその使⽤が制限されています。
 ⾃⼰株式買い取り、配当⽀払、減資等の実⾏
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 タックスヘイブンに設⽴された会社に直接の利害関係を有する
 正当な理由なしにタックスヘイブンに設⽴された会社へ少なくとも 100 千ユーロの⽀払実

施
また、以下に該当する企業については、当該措置を利⽤することは出来ません。 
 特別な税務スキーム対象企業（投資会社、共同持株会社など）
 2020 年 3 ⽉ 18 ⽇現在財産差し押さえの状況にある企業

 フランダース地域：通常 5 ⽉頃から実施される固定資産税のための査定書発⾏を、2020 年 9
⽉まで延期することを決めました。また、2020 年度の道路税（Circulation tax/traffic tax）に
ついても 4 か⽉の⽀払延期が認められる予定です。

 ブリュッセル地域：固定資産税、道路税の納付期限が、課税年度 2020 年は納付書発⾏から 4
か⽉以内に延⻑されています。（通常 2 か⽉以内）。

France 
 アップデートなし

Germany 
 2020 年 6 ⽉ 29 ⽇、ドイツ議会の上下両院は景気刺激法案を承認し、同法は⼤統領の署名と連邦

公報への掲載を経て、2020 年 7 ⽉ 1 ⽇に発効しました。景気刺激法には、下記の税制措置が含ま
れています。

 VAT の標準税率 19％が⼀時的に 16％に、軽減税率 7％が⼀時的に 5％に引き下げられま
した。いずれの措置も、2020 年 7 ⽉ 1 ⽇から 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇までの期間に適⽤され
ます。また、輸⼊ VAT の納付期限が、翌⽉ 16 ⽇から翌々⽉ 26 ⽇まで延⻑されました。

 法⼈税の⽋損⾦の 1 年間の繰戻還付の限度額が、従来の 100 万ユーロから 1,000 万ユーロ
に引き上げられました。この引き上げは、2020 年および 2021 年に発⽣した損失に適⽤さ
れます。なお、2020 年分の申告前であっても、2019 年分の申告において繰戻還付の適⽤
が可能となっています。

 2020 年及び 2021 年に取得した移動可能な事業⽤資産については、加速償却法が導⼊され
ました。この償却⽅法は定率法で、適⽤される償却率は、現在適⽤可能な通常の定額法の
償却率の 2.5 倍となり、年率 25％を上限とします。

 新たに導⼊された研究開発税額控除の対象となる年間対象費⽤の上限額が、2020 年 1 ⽉ 1
⽇から遡って、従来の 200 万ユーロから 400 万ユーロに引き上げられました。これにより
年間のキャッシュベネフィット（対象費⽤の 25％として計算）の上限が、50 万ユーロか
ら 100 万ユーロに増加することになります。

Italy 
 アップデートなし

Netherlands 
 税⾦延納措置の追加延⻑；今年 3 ⽉に適⽤された税⾦延納措置（3 ヶ⽉延⻑）は間もなく終了する

こととなります。オランダ税務当局によれば、本税⾦延納措置の追加延⻑がオンライン上で可能
になる予定です。当該オンラインフォームは 20,000 ユーロ超の税⾦⽀払いの延納について適⽤す
ることが可能です。また、第三者機関による証明書及び⽀払い能⼒に関する⾒込み情報について
も同時に提出が求められます。
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United Kingdom 
 アップデートなし

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。 

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
 （⽇本語）Remote Work の中でのビジネスオペレーションの継続と改善(7 ⽉ 3 ⽇（⾦）BST9

時/CET 10 時)
COVID-19 の感染の広がりにより、今まで以上に⽇常の業務オペレーションの中でのデジタルの
利⽤の必要性が⾼まっています。本 Webinar ではデジタルアセットの活⽤事例をお伝えするとと
もに、それにともなうコントロール・ガバナンスの変化についてお伝えします。加えてガバナン
スにおける親会社の欧州拠点に対する最近の期待について共有します。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

 CHRO: Human Capital Trends 2020 (7 ⽉ 3 ⽇（⾦）BST10 時)
Deloitte UK Human Capital Leader の Will Gosling が Ian Stewart と共に、119 か国 9000 ⼈の
ビジネス・HR リーダーに対して Deloitte が実施した、Global Human Capital Trends Survey の
結果について深堀りしていきます。  AXA UK/Ireland の HR Director である Lucinda Charles
Jones ⽒と Virgin Media における前 Chief People Officer の Catherine Lynch ⽒をお迎えしま
す。登録

Japan 

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/risk/articles/a-cyber-perspective-on-a-changing-world.html
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_Z0bB6zxtSMqgXNtfVyWoMw
https://ukpages.deloitte.com/COVID-19-Weekly-Webinar-Registration.html
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2341328&sessionid=1&key=EE5FCD849A87D6BD850C9407BA85F921&regTag=&sourcepage=register
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 （⽇本語）COVID-19 Webinar シリーズ「COVID-19 とレジリエンス経営」
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。

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 
 COVID-19 library of webinars

（過去に放映した COVID-19 に関する Webinar をまとめて掲載しています）：視聴
 Restart Europe: Light on the horizon ‒ creating perspective beyond the crisis：視聴
 TMT webinar: ʻReopening the economy ‒ the role of thermal camerasʼ：視聴
 Climate Crisis: Mark Carney on the role of the Board in the transition to net zero：視聴

ツールのご案内

COVID-19 Government Response Portal 
「欧州主要国の経済対策等のアップデート」の中でご案内した情報を含め、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。 

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。 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/covid19/covid-19-webinar.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/about-deloitte-uk/articles/covid-19-webinars.html
https://events.deloitte.nl/restarteurope/
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
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid19-government-funding-portal.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
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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。 

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 

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/international-business-support/articles/gbs/jsg-emea-covid-19-newsletter-summary.html
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