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一部の国では新規感染者が大きく減少し行動制限の解除に向けた準備が始められています。行動制限

によりもたらされる痛みを緩和するための経済対策も引き続き具体化されています。 

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のうち重要

なアップデートを日本語で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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2020 年 4 月 3 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 
 このコロナに関する危機の中で、機能し続けなければならない重要なセクター及び必要不可欠な

サービスに関するリストが公告されている。

 政府は、より柔軟な労働時間、残業の非課税などの新たな施策を検討中である。

France 
 アップデートなし

Germany 
 中小企業向けの「保護策」

- KFW（ドイツ復興金融公庫）からの中小企業向け融資（特別条件）の実行の早期化。

- KFW Sonderprogramm: 簡便なリスク評価による 10 百万ユーロを上限とするローン。

- KFW Schnellkredit: 3 か月分の売上高までのローン。従業員 10 人以上の企業は 800 千ユ

ーロが上限。

Italy 
 国は Cassa Depositi e Prestiti グループの一角である SACE Simest 会社を通して、企業に融

資する銀行に対し総額 2,000 億ユーロの融資を保証。

- 融資を受ける会社は、以後 12 ヶ月間は配当が禁止され、イタリア内の生産活動に対する費

用に融資を使用すること等の諸条件が適用される。

- イタリア内の従業員数が 5,000 人未満で売上が 15 億ユーロ未満の企業は、融資額の 90％
がカバーされる。

- イタリア内の従業員数が 5,000 人以上で売上が 15 億ユーロ以上 50 億ユーロ未満の企業

は、融資額の 80％、50 億ユーロ以上の企業は融資額の 70％がカバーされる。

- 融資保証の限度額は、2019 年度の売上の 25％、または人件費の 2 倍まで。

 輸出：輸出セクター強化のために SACE 保険料の 90％を国が負担し、残りの 10％を SACE 自

身が負担する共同保険システムに 2,000 億ユーロの追加資金を供給。

 以下の基準に該当する企業につき、4 月と 5 月は VAT、源泉税、社会保険料の支払一時停止。

- 収益が 50 百万ユーロ未満で、売上が 33％以上減少した会社

- 収益が 50 百万ユーロ以上であり、売上が 50％以上減少した会社

- 2019 年 4 月 1 日以降に起業した納税者全て

- 6 月に支払再開、5 回の月次分割払いも可能

Netherlands 
 アップデートなし

United Kingdom 
 中小企業のための追加の資金調達スキーム（TFSME：Term Funding Scheme with

additional incentives for Small and Medium-sized Enterprises）: イングランド銀行は、

銀行等が現在の低金利環境で融資を継続することを促進するための TFSME の導入について公表

した。TFSME は、融資を行う銀行等の非流動的な証券化資産やローン等の資産と中央銀行の準

備金（現金）との交換を認めるスキームである。

 コロナウイルス雇用維持スキーム（Coronavirus Job Retention Scheme）: 休業中の従業員

の給与支払いを支援する制度であるが、2020 年 4 月 20 日よりオンラインにて申請できる予定

である。

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。

詳細は Global summary of government’s funding responses to COVID-19（英語）をご参照

ください。ウェブサイトでは上記 6 か国以外の国々についても最新の状況をお届けしています。 

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-advisory/articles/covid19-uk-government-funding-response.html
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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 

Belgium
Responding to COVID-19: Updates and practical steps (毎週金曜 9.00 CET) 
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

Germany 
Supporting Japanese Groups in managing Tax and Transfer Pricing issues in uncertain 
times (英語/日本語) (4 月 21 日（火）CET 9-10 時) 
ドイツの税務及び移転価格に関する救済措置や短期的及び中長期的な検討事項について英語及び日本

語で解説いたします。登録

United Kingdom  
Responding to COVID-19: Updates and practical steps (毎週木曜 13.00 GMT) 
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

EMEA 
 A cyber perspective on a changing world (毎週木曜 10.00 GMT/11.00 CET)

Deloitte 専門家とクライアント代表者が主催し、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

 Transfer Pricing in a downturn - considerations for Japanese Groups in Europe (英語 4
月 24 日（金）GMT 9-10 時/CET10-11 時, 日本語 4 月 28 日（火）GMT 9-10 時/CET10-11
時)
日系多国籍企業を対象として、「景気後退期の移転価格」と題した Deloitte EU Webinar を英

語及び日本語で開催いたします。英語版登録、日本語版登録

過去に開催された Webinar (4 月以降) 

 Belgium: Impact on Contracts – Force Majeure and MAC-clauses (16 April) 視聴

 Belgium: Managing your cash position through the COVID-19 outbreak: tax
measures and strategies (9 April) 視聴

 UK: CHRO Virtual forum 第 2 回 (9 April) 視聴

 EMEA: Longer Term Implications And The Future Of Work (7 April) 視聴

 EMEA: A CIO Perspective (3 April) 視聴

 Belgium: The Workforce Perspective (2 April) 視聴

 EMEA: VAT implications of COVID-19 in KSA |Deloitte in the Middle East (1 April) 視
聴

記事のご案内

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/about-deloitte/articles/responding-to-covid-19_weekly-webinar.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/tax/events/webcast-covid-19-business-tax-tp.html?sc_src=email_4264180&sc_lid=177952511&sc_uid=gUJYmtDn9t&sc_llid=1
https://ukpages.deloitte.com/COVID-19-Weekly-Webinar-Registration.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/risk/articles/a-cyber-perspective-on-a-changing-world.html
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2262398&sessionid=1&key=0A10198D6A1424194AB2AAC3C37E845B&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2262407&sessionid=1&key=B317508535C62AC14D4C11C4E475CEBA&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/prereg/register.jsp?clientid=8281&eventid=2268431&sessionid=1&key=A14CDDC8F901C75F4892623DB463FE5B
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fbe%2Fen%2Fpages%2Ftax%2Farticles%2FCOVID-19-Tax-Legal-News-Deloitte-Belgium-Tax.html&eventid=2268627&sessionid=1&key=E06DF3A5C4E40AE225670486FC40FFC1&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2239424&sessionid=1&key=7524E6175139AD926BA0B9E851516BD5&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2F51.del-extra.com%2Fwebcast-pages---emea%2F2020-t1-04-07-20---ges.aspx&eventid=2231195&sessionid=1&key=527551877717AB47D031589814008CFD&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fbe%2Fen%2Fpages%2Ftax%2Farticles%2FCOVID-19-Tax-Legal-News-Deloitte-Belgium-Tax.html&eventid=2254599&sessionid=1&key=2BA092AFBA7B11CC7E7A16647338FB23&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2228124&sessionid=1&key=E4972A8C49D0E0CA1DF547DF4D7190C1&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2228124&sessionid=1&key=E4972A8C49D0E0CA1DF547DF4D7190C1&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/console/EventConsoleApollo.jsp?&eventid=2247376&sessionid=1&username=&partnerref=&format=fhaudio&mobile=false&flashsupportedmobiledevice=false&helpcenter=false&key=9211DABA0745D17F71814732C2AFF35E&text_language_id=en&playerwidth=1000&playerheight=650&overwritelobby=y&newConsole=false&nxChe=true&eventuserid=280229261&contenttype=A&mediametricsessionid=238748203&mediametricid=3178431&usercd=280229261&mode=launch
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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）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。 

 COVID-19 Economic cases: Scenarios for business leaders
この記事では、今後 18 カ月から 24 カ月の経済回復を Mild/Harsh/Severe のシナリオで地域別

に分析しています。
 The world remade by COVID-19

この記事では、今後 3-5 年間にわたり社会がどのように変革していく可能性があるかを論じてい

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/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/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-planning-scenarios-for-business-leaders-resilient-world-remade.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-scenarios-and-impacts-for-business-and-society-world-remade.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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