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日本の特徴 

政治 

2020 年 8 月 28 日、安倍晋三首相は潰瘍性大腸炎のため首相を辞任しました。それは、2007 年に第一次安倍内閣時に辞任の原
因となった病気と同じものです。安倍首相の辞任を受けて、日本の株価は急落し、円高が進みました。国会の過半数を維持している自
民党から、安倍晋三首相の後任として、自民党の新しい党首に菅義偉官房長官が選出され、2020 年 9 月 16 日に内閣総理大臣に
就任しました。 

経済 

9 月に発表された 2020 年第 2 四半期の実質国内総生産 (GDP) 2 次速報値は、第 1 四半期比 7.9%のマイナス成長となりました。こ
れは年率換算で 28.1%に相当し、1955 年に記録が始まって以来最大の減少幅でした。これは、政府が新型コロナウイルスの感染拡大
防止のために自粛を呼びかけたことで、今年の 4～5 月の国民の活動が縮小したことに起因しています。今回は世界的な景気減速の影
響、特に米国と中国との間の貿易摩擦の影響を受けて、2019 年第 4 四半期以降に経済が縮小しはじめてから 3 四半期目です。この
背景に、日本の製造業者が輸出可能な最終財の生産を担う中国のサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしているということと、消
費税増税が家計に及ぼした影響が重なったことが挙げられます。 

実質民間消費は GDP の唯一最大の構成要素であることから、前四半期比 7.6% の下落は経済に大きな影響を与えました。財・サービ
スの輸出は 18.5%減少しましたが、輸入は 0.5%の減少に留まることとなりました。輸出の減少には、入国制限の厳格化による訪日外国
人の激減が寄与しています。7 月以降の月間輸出額(第 3 四半期の最初の月)は前年同月比 19.2%減となり、20 カ月間連続で減少
しました。国別では 8.2%増加した中国を除き、大半の貿易相手国への輸出は減少しました。 

第 2 四半期の企業投資は 4.7%減に留まりましたが、政府投資は 1.2%増加しました。一方、経済が 2020 年 6 月までに好転し始めて
いたと裏付けるものがあります。6 月の鉱工業生産は前月比 1.9%増とやや増加したものの、前年同月比 18.2%減でした。この緩やかな
月間増加は、主として自動車生産の大幅な増加 が起因しており、前月比 28.6%の増加幅となりました。また、経済活動の回復には、5
月に非常事態宣言が解除されたことも起因しています。工業生産は 2020 年 7 月に記録的なペースで増加し、前年比では 15.5%減少
したものの、前月比 8.7%上昇しました。増加の主な要因は、前月比 38.4%増加した自動車の生産の回復でした。生産が危機前の水
準を大幅に下回っているのは、内需の弱さと世界貿易の混乱を反映していますが、中国経済が急速に回復していることから(次節で中国
の詳細をご参照ください)、上述の輸出データが示唆するように、最終的には日本にプラスの波及効果をもたらすと考えられています。ま
た、日本政府は短期的にも長期的にもプラスの効果が期待できる景気刺激策を実施しています。一方で、新型コロナウイルスの感染状
況は悪化しているものの、政府は新たな封鎖を画策することはしていません。しかし、短期的な設備投資の先行指標である中核的機械
受注は、6 月は前年比 7.6%減となりました。このように、この状況は企業投資にとって悪い前兆となっています。 

ソース: https://jp.reuters.com/article/japan-gdp-instantviews-idJPKCN25D05Q 

ソース(英語): https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-gdp-poll/japans-second-quarter-gdp-likely-shrank-most-on-
record-due-to-coronavirus-crisis-reuters-poll-idUSKCN2530MN 
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GDP 統計では個人消費が弱いものの、6 月の小売売上高は過去最高の前月比 13.1% で前年同月比 1.2%減に留まりました。生活者
の店舗離れが進んだことにより、雑貨店は前年比 17.2%減となりましたが、食品・飲料は前年比 3%増、機械器具店は前年比 15.9%
増を記録しました。このことは、消費活動が少しずつ回復し始めていることを示しており、少なくとも 2020 年第 3 四半期の景気後退を和
らげることになると考えられています。こうしたことから、全般的に、経済状況は比較的穏やかな様相を示しています。 

ソース: https://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2020/07/286332.php 

ソース(英語): https://www.reuters.com/article/japan-economy-retail/japan-june-retail-sales-fall-1-2-year-year-govt-
idUST9N2D902H 

主なテーマ 

1. 生産性の向上 

2012 年に安倍晋三氏が 2 度目に日本の首相になったとき、彼は 「アベノミクス」 として知られるようになった三つの 「矢」 を含む経済計
画を策定・着手しました。最初の 2 つの矢は金融刺激策、財政刺激策、そして 3 番目は構造改革でした。第 1 の矢と第 2 の矢はすぐ
に実行されましたが、成長への正味の影響は、せいぜい控えめとなる結果に終わりました。それは、日本の長期的な潜在力を高めるため
に最も重要だった第三の矢が、実際には立ち上がらなかったことが起因しているかもしれません。しかし、ピーターソン研究所の新しい研究に
よると、新型コロナウイルスの感染危機により、これまで欠けていた構造改革が生み出されることになる可能性があります。 

構造改革とは、内外の市場を自由化し、生産性向上のための投資を促進するような規則や規制の変更を含むものを指しています。世
界で最も生産性が高く象徴的な企業をいくつか抱えているにもかかわらず、日本は長い間、国内市場の非効率性と新技術の適応力の
弱さに苦しんできました。新型コロナウイルスの危機は 2 つの理由を背景に、この状況を部分的に変え始めています。 

1) 新型コロナウイルスの脅威によって、多くの個人や企業は生産性を向上させる方法で行動を変えるようになりました。これには、自宅
での仕事、自宅での買い物、取引を行うためのデジタル技術の利用、人との交流のための情報技術の利用拡大が含まれていま
す。 

2) 日本政府は危機に対応して、経済的に困窮している家計や企業を支援するための支出を大幅に増やしました。しかし、その追加
支出の中には、生産性を向上させる可能性が高い内容が含まれています。これには、デジタル医療サービスの増加、政府サービスの
デジタル化の促進、光ファイバー・ネットワークの導入への投資などが含まれます。政府サービスのデジタル化は、現金給付を得るため
に、個人が新しいデジタル個人識別カードを使用しなければならないという要件を含んでいます。そうすることで、政府は現金を使用
するのではなく、デジタル支出の利用を促進する可能性が高いとみられています。 

さらに、よりデジタル化された世界への移行を円滑にするために、政府の規制が変更されています。これには、オンライン医療サービスの制
限解除が含まれています。また、政府は在宅勤務者への補助金を増やしました。政府はまた、テレワーク用の設備に投資するための財政
的インセンティブを中小企業に提供しています。テレワークへのシフトは、特に小さな子どもを持つ女性の労働への参画を促進するのに役
立つ可能性があります。全体として、これらの変化は、生産性の成長を促進し、それによって、長期的に、より迅速かつ持続的な経済成
長を可能にすると見られています。少子高齢化による労働人口の減少への対応の必要性も浮き彫りにしています。新型コロナウイルスの
感染危機は、デジタル世界への移行を加速させ、複数の産業のビジネスをより効率的にするかもしれません。 

ソース(英語): https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/coronavirus-crisis-may-accelerate-japans-structural-
reform 

ソース(英語): https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update/weekly-update-
2020-07.html 

2. 貿易 

日本と英国は自由貿易協定を締結しました。これは、英国が EU から脱退する際に、日本との貿易において EU が享受している利益を
英国自身が享受できるようにするもので、すでに日本と EU の間には自由貿易協定があります。Brexit によって、英国は日本市場への優
先的なアクセスを失う危険にさらされていましたが、今般の発表により、英国は優先的なアクセスを維持することとなりました。また、日本・
EU 間の協定と同様の特恵関税のほか、自動車部品など一部の貿易品についても関税を撤廃することで合意しました。日英合意は双
方に利益をもたらすと考えられています。英国は日本市場へのアクセスを維持しており、英国で生産する日本の自動車メーカーは関税障
壁なしで自動車部品を送ることができます。この協定は、英国が環太平洋経済連携協定 (TPP) に加盟する予兆となる可能性がありま
す。TPP は、米国を含まない、太平洋の両側の国を含む地域的な自由貿易協定です。 

ソース: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100092224.pdf 

ソース(英語): https://www.reuters.com/article/uk-britain-japan-trade/uk-secures-agreement-with-japan-on-first-post-brexit-
trade-deal-idUSKBN2620C0 

日本政府は最近、サプライチェーンの一部を中国から東南アジアに移行する日本の製造業者への補助金を発表しました。政府によると、
この補助金は中国からインドやバングラデシュにサプライチェーンを移す企業にも適用される見通しです。この政府の取り組みは、日本の中
国への依存とそれに伴う混乱のリスクを減らすことを意図しています。このような混乱は、今年初めに新型コロナウイルスの感染爆発に直
面して中国経済が停止したときに明らかになりました。 
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経済と市場 国/地域の最新情報 

1. 中国・アジア太平洋 

中国では、経済活動は 2020 年第 1 四半期に前年同期比 6.8%の減少でほぼ崩壊した後、第 2 四半期に前年同期比 3.2%の増加
で回復しましたが、第 3 四半期の経済データは今のところまちまちです。小売売上高は、2020 年 7 月に前年同月比 1.1%減となりました
が、8 月は前年同月比 0.5%増と 2019 年 12 月以来のプラスとなりました。2020 年最初の 8 カ月間の固定資産投資は、民間投資の
大幅な減少を主因に前年同期比 0.3%減となりましたが、8 月の鉱工業生産は、製造業生産の増加を主因に前年同期比 5.6%増と
なり、前月の 4.8%増を上回りました。特に、日本企業が中国の生産工程に中間投入を行うため、日本産業に好影響を与える機械、
通信設備、一般設備が大幅に増加しました。また、中国の需要が十分に回復すれば、世界が不況から脱却したときに需要圧力が高ま
り、生産能力の制約から日本製の製造機械の需要が増加する可能性があります。 

ソース: https://jp.reuters.com/article/china-industrial-output-idJPKBN2660A2 

ソース(英語): https://jp.reuters.com/article/us-china-economy-activity/chinas-august-industrial-output-accelerates-retail-sales-
turn-up-in-boost-to-recovery-idUSKBN26609O 

2. 米国 

米国の 2020 年第 2 四半期 GDP は年率換算で 32.9%のマイナス成長となり、過去最高の落ち込みとなりました。連邦政府による家計
への現金直接給付などのコロナ対策で実質可処分個人所得が 44.9%増加したものの、個人消費は前期比年率 34.6%と減少しまし
た。消費と所得の乖離は、消費者が全体的に大幅な節約をしたことを意味しています。消費支出の減少の大部分はサービス支出の減
少によるもので、43.5%減少しました。耐久財への支出は 1.4%減に留まり、非耐久財への支出は 15.9%減でした。医療、娯楽サービス、
レストランやホテルへの支出の急激な減少は GDP の減少の 60%を占めており、新型コロナウイルスの脅威が継続する限り、娯楽、レストラ
ン、ホテルへの支出は抑制され続ける可能性が高いと考えられています。また、医療費の急激な減少は驚くべきことのように思えるかもし
れませんが、これは危機の間、人々が医師や歯科医を受診しなかった実情を反映しています。 

投資支出も大幅に減少しました。非住宅設備投資は 27%減少しました。構造投資は 34.9%減、設備投資は 37.7%減でした。しかし、
知的財産への投資は 7.2%減に留まりました。例えば、企業は自宅で仕事をしながらコードを書くソフトウェアエンジニアたちに報酬を支払
うことに前向きだったといえます。住宅投資も 38.7%減少しました。第 2 四半期の実質財輸出は 67.6%減少し、実質財輸入は 48.8%
減少しました。大幅に増加した唯一の主要な GDP カテゴリーは連邦政府の支出という結果になりました。 

ソース: https://jp.reuters.com/article/usa-economy-gdp-idJPKCN24V2PB 

ソース(英語):https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-instant/us-second-quarter-gdp-falls-at-steepest-rate-since-great-
depression-idUSKCN24V2GJ 

3. 欧州連合 

EU 27 カ国の実質 GDP は、第 1 四半期から第 2 四半期にかけて年率換算で 39.8%の記録的な減少となりました。ユーロ圏 19 カ国の
実質 GDP は年率換算で 40.3%減少しました。欧州の第 2 四半期の減少は、第 1 四半期の急激な減少に続くものです。具体的には、
ユーロ圏の実質 GDP は第 1 四半期に 13.6%減少し、EU の実質 GDP は 12.2%減少しました。このように、2020 年上半期には、政府が
新型コロナウイルスを封じ込めるために厳しい経済制限を課したため、欧州経済は大きな打撃を受けたといえます。5 月になってからようや
く規制が解除され始め、その後も解除は限定的なものとなっています。 
 
ソース(英語): https://www.sankei.com/economy/news/200731/ecn2007310051-n1.html 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/eurozone-gdp-contracts-12-in-q2-worst-rate-since-1995-2020-7-1029454734 

税金 国/地域のアップデート 

1. オーストラリア 

Bitcoin は外貨か? ラム酒の反乱からの教訓 

2020 年 6 月 16 日、オーストラリアの行政控訴裁判所は Seribu Pty Ltd および税務長官 [2020] AATA 1840 において、Bitcoin が外国
為替差損益の税務上の取り扱いに関する規則において外国通貨であるか否かについての決定を下しました。 

法廷は、1808 年にニューサウスウェールズ州の流刑地で起きたラム酒の反乱に関する短い歴史の授業から始まりました。ラム酒の乱の当
時、法廷が説明したように、ラムは一種の通貨として使われており、ラム取引はニューサウスウェールズ軍団の将校グループによって管理され
ていました。法廷が述べたように、ラム酒の反乱の経験とその後の経緯は、政府の監督の下での安定した通貨供給の重要性を示してい
ます。 
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法廷は、「オーストラリア通貨」は 1965 年通貨法に基づいて設立された公式通貨を指すべきであると裁定し、「通貨」という語は政府また
は欧州連合のような超国家機関によって発行された「公式の」通貨と同様に読むべきであると税務長官に同意する見解を示しました。裁
判所はまた、デジタル通貨に関する物品サービス税 (GST) の扱いは所得税法の目的とは関係がなく、また、「通貨」という言葉の通常の
意味は現在暗号通貨にまで及んでいないと裁定しました。 

ソース(英語)：Australia-Is Bitcoin a Foreign Currency and Lessons from the Rum Rebellion (2020 年 6 月 23 日)、News IBFD (2020

年 9 月 14 日時点) 

 

豪税務当局、無利子融資問題で協議 

2020 年 8 月 12 日、オーストラリア税務局 (ATO) は、関連当事者間の無利子融資に対応する 「実務対応ガイドライン付則 3」 案を公
表しました。付則案では、関係者間で行われるアウトバウンド無利子ローンのリスク・スコアに影響を与える要因を概説しています。付則案
に示されている要素は、ATO がいつそのような貸付に関する取り決めを検討するために資源を投入するかについて、実際的な指針を提供
することを目的としています。 

一般的に、ATO は、関連当事者間のアウトバウンド無利子融資の場合、高い移転価格リスクが存在すると考えています。これは、一般
的に、無利息の融資であれば独立した第三者によって享受されないと思われているからです。 

付則案に示されている要素を考慮すると、アウトバウンド無利子融資は、ガイドライン(すなわち、中リスクまたは高リスクの格付けを得るこ
と)に基づき、アンバーまたはレッドの格付けとなります。 

以下のことが証明できれば、リスク評価を低減することができるとされています。 

–     金利 0 はローンの独立の条件である 

–     融資は実質的に出資である 

–     独立した事業体は、実際の貸付を行わず、資本調達契約を締結している 

移転価格には通常、25%の出資比率基準がある。これは、事業体が関連当事者とみなされるかどうかを決定する比率である。この
値を満たすエンティティを所有する家族は、25%の値を考慮する必要がある。また、家族間の取引(ローンや家の売却)の中には、非独
立企業間取引とみなされるものもあり、税務当局の精査を受けることになるため、これらの取引が市場実勢(独立性)に基づくものであ
ることを確認することが重要である。 

ソース: オーストラリア税務局が海外無利子融資(2020 年 8 月 17 日)について協議、ニュース IBFD (2020 年 9 月 14 日時点) 

2. オランダ 

最終的な受益者登録簿法が施行 

2020 年 7 月 8 日以降、法人は最終受益者 (UBO) およびその支払いに関する記録を保持する必要があります。その法案には異なる発
効日があります。 

2020 年 7 月 8 日 

–     法人がその最終的な受益所有者が誰であるかに関する記録を保持する義務 

–     財団が、支払を受けた人の記録を保持し、その人が年間に支払うことができる支払額の上限の 25%を超えないこと、ならびにその支
払の正確な額および日付の記録を保持する義務 

–     上記の義務違反に伴う処罰 

2020 年 9 月 27 日 

–     法人が最終受益者を実際に最終受益者登録簿に登録する義務 

ソース: Netherlands-Bill on Ultimate Beneficial Ownership Register の施行(2020 年 7 月 8 日)、News IBFD (2020 年 9 月 14 日時
点) 



 

3. 英国 (UK) 

英国、法人税の利息制限規定を改正 

2020 年 7 月 21 日、英国歳入関税局 (HMRC) は、英国の過剰な利払いにより課税所得を削減する大企業の能力をより効果的に制
限するため、企業の利息制限 (CIR) 規則に二つの技術的な改正を導入する意向を発表しました。 

これらの改訂は以下から構成されています。 

–     最初の改正は、不動産投資信託 (REIT) に関連して CIR 規則がどのように適用されるかの基準を明確にし、非居住者企業の英国の
不動産事業が現在、所得税ではなく法人税に賦課されている事実を考慮することを意図している 

–     第 2 の改正は、利息制限申告書の不提出について合理的な理由がある場合には、遅延申告に対する罰則が生じないようにするこ
とに関するものである 

この措置は、大蔵省に影響を与えたり、個人、世帯または家族に影響を与えることはないと予想されています。 

ソース: 英国、法人税の企業利子制限規則を改正(2020 年 7 月 28 日)、ニューズ IBFD (2020 年 9 月 14 日時点) 
 
2020 年財政法: 英国は新しいデジタルサービス税を導入し、2020～2021 年の法人税率を 19%に維持 

英国の法人税率は、2020 年度、2021 年度は 19% に定められています。さらに、英国のユーザーから利益を得ているデジタルサービスから
生じる収益に 2%課税される新たな税制が 2020 年 4 月 1 日から適用されます。この措置の目的は、当該措置の対象となる大規模な
多国籍企業が、極めて重要な公共サービスの支援に「公正に」貢献すること(ユーザーの参加は、異なる国の間で利益を分配するためのテ
ストではないという理由から)を義務付けるためとされています。 

次の表には、対象国の法人税およびデジタルサービス税の税率が含まれています。 

 

国 法人税率 デジタルサービス税率 
フランス 31% 3% 
日本 30.62% 10% 
オーストラリア 26% 10% 
マレーシア [*]1 24% 6% 
アメリカ合衆国 20% 該当なし 
イギリス 19% 2% 
シンガポール 17% 7% 
香港 16.5% 該当なし 

［*］1マレーシアは、アジア太平洋地域でデジタルサービス税を導入している数少ない国の 1 つである。 

ソース:英国 2020 年財政法:英国、新しいデジタルサービス税を導入し、法人税率を 19%に維持(2020 年 8 月 21 日)、News IBFD 
(2020 年 9 月 14 日時点) 

金融法 (FA) 2020: 英国が企業家救済と主な民間住居救済の制限の変更を導入 

FA 2020 は、起業家の救済措置に変化をもたらしました。簡単に言えば、事業者の救済措置として、一定の基準が満たされれば、事業
または事業の一部が処分されるとき、10%の譲渡所得税の減免を認めるものです。生涯において、以前は 1000 万 GBP が生涯の減免
限度額として定められていました。 

ソース： United Kingdom - Finance Act 2020: United Kingdom Introduces Changes to Entrepreneurs' relief and Principal Private 

Residence Relief Limits (26 Aug. 2020), News IBFD (2020 年 9 月 14 日時点).  

                                                           

 



 

有用なリソース 

出資 経済データ 経済分析 

 investing.com  United States: Bureau of Economic Analysis  Deloitte Insights: Economics 
 MarketWatch  United States: Bureau of Labor Statistics  Deloitte Weekly Global Economic 

Update 
 Yahoo! Finance  Cabinet Office of Japan  International Monetary Fund 

中央銀行  European Commission: Eurostat  Project Syndicate 

 Federal Reserve Board  United Kingdom: Office for National 
Statistics 

 Organization of Economic 
Cooperation and Development 

 Bank of Japan  National Bureau of Statistics of China  Central Intelligence Agency: The 
World Factbook 

 European Central Bank  Federal Reserve Economic Database  Aon: Political Risk Heatmap 
 Bank of England ニュース  
 People’ Bank of China  ロイター 

 

デロイト情報 政府機関 独立研究機関 

 Deloitte Tohmatsu Japan 
Inbound Tax & Legal Newsletter 

 The Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) 

 International Bureau of Fiscal 
Documentation (IBFD) 

 Deloitte tax@hand  Internal Revenue Service (IRS)  Australian taxation Office (ATO) 
 Inland Revenue Department (Hong Kong)  National Tax Agency (NTA) 

 

上記のリソースはすべて公開されています。これらのリソースを含めることは、Deloitte が保証するものではありません。 

 

 
Deloitte Private Japan とファミリーコンサルティングサービス 

Deloitte Private Japan は、民間企業、その所有者、及び事業とは別に多額の資産を保有する個人が、効果的な事業戦略と税務戦
略を理解、計画、及び実行するための支援を行います。 

ファミリーコンサルティングサービスでは、事業資産及び資産を所有及び管理する家族に 4 つのサービスを提供しています。 

 ファミリーガバナンス最適化 
 コンティンジェンシープランニング 
 後継者育成サービス 
 ファミリーオフィスサービス 

私たちは、オーナーファミリー・ファミリービジネスに寄り添う「番頭さん」として、「誰に聞いたらいいかわからない..」というお客様のお悩みを解
消します。問題がいかに複雑であっても、一つの窓口を通じてファミリーの繁栄をサポートいたします。また、国内外のデロイトネットワークを
駆使し、以下のサービスを通じてファミリーとそのビジネスを支援します。 

 所得税のアドバイザリー及びコンプライアンスサービス 
 オーナーとそのご家族の資産計画 
 国際税務・資産コンサルティング 
 ファミリー企業コンサルティング 
 承継相談 
 国境を越えた継承・再編支援 
 家族統治とオーナー家族のための評議会支援 
 

詳しくはウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 
 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp
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お問い合わせ 

デロイトトーマツ税理士法人 

ファミリーコンサルティング 

パートナー 河野絵美 family-consulting@tohmatsu.co.jp 

ニュースレター発行元 

デロイトトーマツ税理士法人 

東京事務所 

〒100-8362 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビルディング 

Tel：03-6213-3800（代） 

email：tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要：www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス：www.deloitte.com/jp/tax-services 

ファミリーコンサルティングサービス：www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 
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