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EMEA JSG COVID-19 Newsletter vol.14 

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。
なお、次回のニュースレターの発⾏は 9 ⽉を予定しています。
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欧州主要国の経済対策等のアップデート 
2020 年 7 ⽉ 16 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 
 フランス社会保険庁（URSSAF）は COVID-19 により財政的困難に直⾯する企業を⽀援するため

の例外的措置の適⽤を延⻑しましたが、7 ⽉及び 8 ⽉の社会保険料納付の延期については新たなル
ールが設けられています。
原則として企業は社会保険料を通常通りの納付期⽇に基づいて⽀払わなければなりませんが、資
⾦繰りが甚だしく困難な企業については、7 ⽉及び 8 ⽉の各⽉に納付延期を申請することが可能で
す。なお、社会保険料の従業員負担分については納付延期は認められていません。

 2020 年 4 ⽉ 3 ⽇の European Commission（EC）の決定に基づき 7 ⽉ 31 ⽇までの間、医療機器
と感染防⽌器具に対する輸⼊関税と輸⼊ VAT の課税が免除されていましたが、この免除期間は
EC の決定により 10 ⽉ 31 ⽇まで延期されています。

 税務上の⽋損⾦は前課税年度に⽣じていた課税所得に対して最⼤ 1 百万ユーロを上限に繰り戻し
還付を請求することができ、繰り戻し還付で⽣じた債権は将来 5 年間の税務債務の⽀払いに充当
したうえで 6 年⽬に残額が返済されます。2020 年 12 ⽉ 31 ⽇終了事業年度の確定申告⽇前に企業
が申請した場合に限り、⽋損⾦の繰り戻し還付により⽣じた税務債権の即時返済を要求すること
が許可されています。

Germany 
 アップデートなし

Italy 
 アップデートなし

Netherlands 
 アップデートなし

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  
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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 

United Kingdom 
 Responding to COVID-19: Updates and practical steps (9 ⽉ 10 ⽇ 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

 Industry insights and the Transfer Pricing impact of COVID-19 on your industry（９⽉ 11
⽇ BST8 時）
Covid-19 を契機にして、各業界が直⾯する課題と、それが移転価格に与える影響について解説し
ます。次回は 9 ⽉ 11 ⽇に Transportation, Hospitality & Services 業界です。登録

Japan 
 （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全 13 回の Webinar シ

リーズ「COVID-19 とレジリエンス経営」をご覧いただけます。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
 DAC6 - considerations for Japanese Groups in Europe： 英語版視聴・⽇本語版視聴

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。 

https://ukpages.deloitte.com/COVID-19-Weekly-Webinar-Registration.html
https://www.deloitteconference.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x18062554b5c
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://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2517502&sessionid=1&key=3B463EDF7336D6122E19777FF7397B9B&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2517522&sessionid=1&key=BBCA69CB678F7D19FCF4200B44EA33CE&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
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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。 

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 

United Kingdom 

Koji Ishikawa  
JSG Partner  
kojixishikawa@deloitte.co.uk 

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

Hiro Hidaka 
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/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/international-business-support/articles/gbs/jsg-emea-covid-19-newsletter-summary.html
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JSG Manager 
taimurakami@deloitte.nl 

© 2020 Deloitte LLP. All rights reserved. 

This communication is from Deloitte LLP, a limited liability partnership registered in England and Wales 
with registered number OC303675. Its registered office is 1 New Street Square, London EC4A 3HQ, 
United Kingdom. 

Deloitte LLP is the United Kingdom affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to 
clients. Please see www.deloitte.co.uk/about to learn more about our global network of member firms. 

This email is confidential and may also be legally privileged. If you have received this email in error, 
please notify DeloitteBusinessSecurity@deloitte.co.uk and destroy this message immediately. Email 
communications cannot be guaranteed to be secure or free from errors or viruses. 

Deloitte LLP does not accept any liability for use of or reliance on the contents of this email by any 
person save by the intended recipient(s) to the extent agreed in a Deloitte LLP engagement contract.  

Opinions, conclusions and other information in this email which have not been delivered by way of the 
business of Deloitte LLP are neither given nor endorsed by it. 

Home | Security & Legal | Privacy 

https://www.facebook.com/deloitteuk
https://twitter.com/deloitteuk
https://www.linkedin.com/company/deloitte-uk
http://www.deloitte.co.uk/about
http://www2.deloitte.com/uk/en.html
http://www2.deloitte.com/uk/en/legal/legal.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/legal/privacy.html



