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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。 

Contents 
 欧州主要国の経済対策等

 The Deloitte CFO Survey
 Webinar のご案内

 ツールのご案内

 記事のご案内

 お問い合わせ



2

欧州主要国の経済対策等 

COVID-19 の感染拡大が世界的に広がる中、日米欧のみならず世界中の国々で新たな規制と経済支援

策が導入されています。また欧州では規制内容の拡充、あるいは具体化が進んでいます。 

Deloitte では世界中の情報をできるだけ網羅的かつ具体的にお伝えするため、COVID-19 
Government Response Portal を開設いたしました。無料登録が必要となりますが、是非ご利用く

ださい。 

前回号まで欧州 6 か国のアップデート情報を提供して参りましたが、次号より再び再開させていただ

きます。 

Deloitte CFO Survey 

Deloitte UK では主に英国の大企業の CFO を対象に四半期に一度、The Deloitte CFO Survey を実施

しています。今回が 51 回目になる 2020 年度第 1 四半期の CFO サーベイは、2020 年 4 月 8 日から 4
月 22 日に行われ 104 企業の CFO の方にご回答いただいています。今回のサーベイでは、以下のような結

果が得られています。

 COVID-19 の感染拡大前に策定した年度計画から、売上高が平均して 22％減少すると予想し

ている。これはエコノミストの予想による英国 GDP の減少率 5.4％の 4 倍におよび、巨大で

かつ国際的に事業展開する企業に与える影響が大きいことを示している。

 CFO の感じる企業マインドは 2008 年の金融危機をはるかに下回る過去最低の水準にまで低

下している。

 59％の CFO は従業員に対する一時帰休を実施したかする予定であり、33％はサプライヤー

を多様化し、30％はイングランド銀行の COVID-19 企業融資枠を利用したか利用する予定で

ある。

 COVID-19 がもたらす衝撃に対応するため、CFO は成長からバランスシート強化への転換を

行っている。コスト管理、資金節約、資産売却、債務削減又はデレバレッジに重点を置い

た、これまでにない防御的なスタンスを取っている。企業活動を凍結しており来年の設備投

資・設備拡大の計画は史上最低水準にある。

 CFO は今後数か月で成長が回復し始めることを期待している。41％の CFO が 5 月に、同じ

く 41％の CFO が 6 月にロックダウンの緩和が始まると予想している。76％の CFO は自社

製品・サービスの需要が今年（2020 年）後半に回復することを期待しており、第 3 四半期

が主な回復時期と見込んでいる。しかし、今年後半に企業活動が急速に回復するとは予想し

ていない。ほとんどの CFO は 2021 年まで製品・サービスの需要が COVID-19 の感染拡大

前のレベルに戻るとは期待しておらず、過半数である 53％の CFO は企業活動が再びピーク

に回復するのは 2021 年半ば以降になると考えている。

 ほとんどの CFO はサプライチェーンがより多様で弾力性を持つようになると考えている。

 98％の CFO は、今回の危機の結果としてフレキシブルワーキングが急速に広まると予測して

いる。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid19-government-funding-portal.html
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/deloitte-cfo-survey.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 

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

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

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

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

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

 Deloitte Academy: China: Where next in technology and innovation （英語、5 月 14 日

（木） BST 9 時 / CET 10 時 ） 登録 パスワード：192704
本 Webinar では中国において急速に発展するテクノロジーエリア、それが COVID-19 からの中

国経済の回復にどう役立っているのかを深堀していきます。

 CEO Lessons Learned from the Global Financial Crisis & COVID-19 Recovery （英語、5
月 15 日 （金）BST 11 時/ CET 12 時）登録

Jeremy Masding 氏（CEO of PTSB）と Shane O’Sullivan 氏（Director of Operations at
PTSB）をお迎えし、2008 年の世界金融危機時の経験を共有いただきます。

過去 2 週間に開催された Webinar 

 Transfer Pricing in a downturn - considerations for Japanese Groups in Europe
(英語 4 月 24 日・日本語 4 月 28 日) 英語版視聴、日本語版視聴

 CHRO: de-hibernating the workforce and recovery planning (5 ⽉ 7 ⽇) 視聴

 CIO Perspectives (5 ⽉ 7 ⽇) 視聴

 Ian Stewart’s weekly: ‘COVID-19: the re-shaping of the business world(5 ⽉ 7 ⽇) 視聴

ツールのご案内

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://www2.deloitte.com/uk/en/pages/risk/articles/a-cyber-perspective-on-a-changing-world.html
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://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_gCidfP_wRHucE7vJPXxhyw
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2311778&sessionid=1&key=B34B63D1BBD1EE63DCAF4796E9BB2DF5&regTag=&sourcepage=register
https://console.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2262398&sessionid=1&key=0A10198D6A1424194AB2AAC3C37E845B&regTag=&sourcepage=register
https://console.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2262407&sessionid=1&key=B317508535C62AC14D4C11C4E475CEBA&regTag=&sourcepage=register
https://console.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2278415&sessionid=1&key=56D284D2688B278CBC0497E2BC2627D6&regTag=&sourcepage=register
https://console.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2318005&sessionid=1&key=14BE997DDA7EBCEFD8D0F141A0DA6DF8&regTag=&sourcepage=register
https://console.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2270791&sessionid=1&key=2C0D3A2EC6EED6E48141F80E5A3A31DD&regTag=&sourcepage=register
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）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（日本語） 
COVID-19 の対応期から回復期への移行期にあたる今後の 18～24 カ月の戦略、 財務 、および業

務における計画立案において、リーダーに指針を提供しています。

The world remade by COVID-19（日本語） 
新型コロナウイルス 感染症のパンデミックが今後 3～5 年間で社会やビジネスでの変化をどのよう

に加速または転換させていく可能性があるか、という点について様々なシナリオを取り上げました。 

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 

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/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/articles/covid19/covid-19-planning-scenarios-for-business-leaders-resilient-world-remade.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/covid19/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
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Taichi Murakami 
JSG Manager 
taimurakami@deloitte.nl 
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