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日本の特徴 

経済 

2020 年第 3 四半期の日本経済は、2020 年第 2 四半期に年率 28.8%で低下した後に持ち直し、2020 年第 3 四半期に年率

21.4%まで回復しました。ただし、これは第 2 四半期の損失額の 56%の回復にすぎず、実質 GDP が第 1 四半期の水準を 14%
下回っていることを意味しており、日本経済がコロナ危機前の水準に戻るにはまだ時間を要すると推察されます。 

ソース: https://jp.reuters.com/article/japan-gdp-idJPKBN27W00T  

2020 年の日本の消費者部門は、実質（物価調整後）家計現金給与が前年同月比 1.4%減（前年同月比）となり、5 カ月連続で減

益となりました。実質家計支出（月別消費量の指標）は前年同月比 6.9%減となり、消費者が通常の活動レベルに戻る準備がま

だ整っていないことを示しているが、前月比では 1.7%増となっています。2020 年 9 月の消費支出は前年比で 10.2%減少して同

様の傾向を示す一方、前年比で 3.8%増加しており、消費が徐々に回復しつつあることがわかります。しかし、COVID-19 の日々

の感染者数の増大を鑑みて人々の移動を制限する新たな施策が講じられることになれば、消費者は再び支出を抑えることにな

るかもしれません。  

ソース: https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-japan-idJPKBN27M036  

日本の輸出は成長の兆候を示しており、それは日本の製造業にとって良い前兆となるでしょう。2020 年 10 月の輸出量は前年

同月比 0.2%減に留まる形となりました。これは、輸出が前年同月比 4.9%減となった 9 月と、前年同月比 14.8%減となった 8 月

の影響を受けたものとなります。このデータが示唆している輸出の安定性は、日本の最大貿易相手国である中国と米国への輸

出に由来します。欧州向け輸出は、欧州全域で再び輸出規制が施行されたことを受けて、依然として減少しております。全体と

して、輸出減少が改善されていることは、2018 年以降低迷していた日本経済の一部に一筋の光明が差していることを示してお

り、これに加え中国の力強い経済成長が見込まれることは、日本の輸出部門にとって好ましいことです。 

 ソース: https://jp.reuters.com/article/trade-jpn-sep-idJPKBN2730Z7  

国内主要テーマ 

1. サプライチェーン 

中国の経済成長が日本に恩恵をもたらす一方で、日本政府は日本の製造業が中国のサプライチェーンに過度に依存している

ことを懸念しています。コロナウイルス危機の初期におけるサプライチェーンの崩壊は、日本企業に深刻な打撃を与え、不確実

性を浮き彫りにしました。その後、米中間の貿易・政治関係の悪化が更なる追い打ちをかけました。そのため、日本政府は、日

本企業の資源を中国から本国や東南アジアに移転することを奨励する補助金を実施する決定をしました。現在、日本政府はこ

の政策を強化し、施設を東南アジアに移転する企業への補助金を積極的に拠出しています。具体的には、大企業の場合は移

転費用の最大半分、中小企業の場合は移転費用の最大 2/3 を負担することにしました。もちろん中国を差別する意図ではな

く、むしろ企業にサプライチェーンの多様化を促し、一国への依存を軽減することが主目的です。 

また、これらの施策は供給網の多角化以外の効果も孕んでいます。現実には、東南アジアの多くの国の製造業における賃金

は、中国の賃金よりもはるかに低いのが現状です。ベトナムとインドネシアの賃金は、中国よりそれぞれ 60%、40%低い状状態
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です。この補助金は移転する企業のみに適用されるわけではありません。また、東南アジアに投資して生産能力を増強し、事

業規模を多角化する企業にも適用されます。東南アジア諸国への移転は、非常に収益性が高く、製造業の生産と輸出の大幅

な増加に寄与する可能性があります。このプログラムは重要であるにも関わらず、日本の製造業への投資を促進するために設

けられた他の類似プログラムよりもはるかに規模が小さいままであることは憂慮されます。 

ソース: https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65804540U0A101C2EE8000  

2. カーボンニュートラル 

世界中で、気候変動問題に対して政府の関心が高まっています。多くの政府、特に欧州の政府は、2050 年までにカーボンニュ

ートラルを達成するというパリ合意の目標を堅持しており、中国は 2060 年までにカーボンニュートラルを達成することを公約し

ています。バイデン氏が次期大統領として、2050 年をカーボンニュートラルの目標年としています。現在、日本は 2050 年まで

にカーボンニュートラルを達成することを公約していますが、この目標を設定することにより、政府はエネルギーを消費する企業

に特定の目標を達成するための行動をとるよう求める新しい規則を実施します。これは特に電力会社だけでなく重工業会社に

も影響を及ぼすと考えられます。政府計画は、原子力、太陽光、風力を利用したエネルギー生産の大幅な増加を伴う可能性が

高い模様です。 

ソース: https://sustainablejapan.jp/2020/10/27/japan-2050-carbon-neutral/55203  
 

国/地域別最新情報 

1. 中国・アジア太平洋 

中国経済は、多くのアナリストは 6%近くの成長を予想する中、2020 年第 3 四半期に年間 4.9%という力強い成長を遂げました。

成長の主な原動力は投資と輸出であり、個人消費は予想を下回りました。ほとんどの専門家は、2020 年の中国の実質 GDP は

2019 年から増加すると予想しています。また、2020 年に実質 GDP がプラス成長に転じる主要経済国は中国に限られるとも予

想しています。最も重要なことは、現在、中国の実質 GDP は危機がなかった場合とほぼ同じ水準になっているということです。

これを理由に中国経済は正常値に回帰したと考えられます。それでも、経済は様々な課題やダウンサイドリスクに直面し続けて

います。債務の増加や米国や欧州との貿易関係の悪化、ウイルスの継続的な脅威などのリスクとの共存は今後も続くでしょう。 

ソース: https://jp.reuters.com/article/china-gdp-idJPKBN27407O  
 
ここ数カ月、世界の投資家は中国の資産に関心を寄せています。2020 年 10 月には、中国に対する投資家の関心が高まり、人

民元相場は 15 年ぶりの高値となりました。人民元高の要因としては、中国経済の強さが考えられます。これは米国経済が低

迷していることと、ジョー・バイデン氏が米国大統領選で勝利するとの期待が高まっていたためです。後者は、中国に対する米

国の関税引き下げと、米国と中国の対立的な経済関係の縮小を意味すると予想され、また、米国の財政刺激政策の強化、ひ

いては中国の輸出に対する米国の需要を高める可能性があります。 

中国経済は、2020 年第 1 四半期に COVID-19 の拡大を抑制する政策を実施した結果、大幅に減速しましたが、現在は景気回

復に向かっております。ただ、ピーターソン研究所の最新の調査によると、回復にはマイナスの影響も伴います。その結果、非

金融債務が大幅に増加し、また同時に不良債権が増加し、所謂ゾンビ企業の呼称で知られる、経営難に陥った企業が存続す

ることになり、生産性の成長が損なわれ、より生産的で革新的な企業への資金提供を阻む可能性があります。COVID-19 以前

は業績の悪い企業が問題でしたが、パンデミック時に企業を保護する必要性が問題を更に悪化させています。パンデミックの

間、中国政府は失業者の急激な増加を防ぐために、中小企業に減税、補助金付き融資、融資免除を行いました。これは失業率

が比較的抑制されたままの形で成功しました。 

しかし、債務は積み上がっており、危機初期の 3 カ月間だけで、GDP に対する非金融企業の債務の比率は 0.11%上昇しまし

た。その結果、不良債権が増加しました。不良債権比率の実際の量は報告されているよりもはるかに大きいことは周知のとおり

です。日銀が銀行に融資の返済猶予を命じたことも一因です。また、銀行監督当局は、90 日以上延滞した債権を不良債権に

分類しないよう銀行に要請しました。これはパンデミック以前の時期にも該当します。このため、銀行の貸倒引当金が不足して

いる可能性があります。融資の質に関する、透明性が担保された報告が不足しているために、問題の真相を把握するのが難し

いのが現状です。中国の全企業の 6%が 2020 年上半期に倒産し、更に多くの企業が生き残りましたが、これらの企業は必ずし

も持続可能ではありません。このように、中国の経済回復は、持続的な経済成長を蝕む深刻な障壁を孕んでいるのです。 

ソース （英語）: https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/china-recovers-pandemic-will-zombie-firms-return  
 
2. 米国及びカナダ・中南米 

最近アナリストの間で議論されているのは、世界経済における米ドルの支配的な役割が今後低下するかどうかです。ドルの使

用を減少させる可能性のある要因としては、米国政府によるドルの「兵器化」が進んでいること、それによって中国やユーロ圏

が自国通貨での取引を増やすことが奨励されていることが挙げられます。米国のマネーサプライの大幅な増加はすでにドルの

急落につながっており、米国の対外債務が増加し、ドル安を余儀なくされる可能性が高いです。また、中国とユーロ圏の政府は

国債市場の規模と流動性の拡大に傾注しています。一方、ドルが支配的であり続ける理由は枚挙に暇がありません。米国債市

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65804540U0A101C2EE8000
https://sustainablejapan.jp/2020/10/27/japan-2050-carbon-neutral/55203
https://jp.reuters.com/article/china-gdp-idJPKBN27407O
https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/china-recovers-pandemic-will-zombie-firms-return
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場の相対的な市場規模の大きさと流動性はその一因であり、また米国の金融市場と金融規制の相対的な透明性や米国経済

の安定に対する投資家の信頼、ユーロ圏等の他地域における市場の安定性への懸念などの理由が挙げられます。 

これらの理由は、中国の金融に対する投資家の硬直性の雪解けを説明する一つの材料になるかもしれません。投資家は、中

国国債の利回りが比較的高いことに大きな魅力を感じています。また、コロナウイルスの感染爆発の抑制に奏功した中国は、

米国とは異なり、比較的堅調な景気回復に向けた環境を整えることができましたが、これが重要なのは、中国の資産がグルー

バル金融においてより大きな役割を果たすための環境を整える可能性があるからです。そうなれば、世界の貿易と資本の流れ

において人民元の役割が大きくなる可能性があります。中国の中央銀行は、海外におけるより多くの中央銀行と金融当局が人

民元資産を準備資産として保有することを期待しています。通貨を準備資産として使用することは、しばしば覇権国家の前提条

件となります。つまり、もし人民元が準備通貨として広く使用されるようになれば、トレーダーや投資家は人民元で取引すること

に安心感を覚えるようになります。 

ある通貨が世界の金融を支配する場合、その国は自国通貨で対外債務を発行することができ、それによって為替リスクを回避

することができます。また債務不履行のリスクなしに、巨額の対外赤字を抱えることができます。米国がそれを行ったように、他

国から政治的譲歩を引き出したり、彼らにコストを課したりすることも可能になります。人民元が支配的通貨になれば、中国は

巨額の対外赤字を抱え、生活水準を向上させることができます。それは、中国の地政学的な影響力が強大になることを意味

し、これは、米国が世界的な地位を失うだけでなく、借入コストの上昇やドル安につながることを同時に意味します。後者は輸入

価格の上昇を招き、結果的に生活水準の低下につながります。 

ソース（英語）: https://www.brookings.edu/articles/the-renminbi-rises-but-will-not-rival-the-dollar/  

グローバル主要テーマ 

1. ジョー・バイデン次期大統領の下、アメリカはアジアへ回帰するであろうか 

バイデン次期大統領は、就任すれば貿易政策に大きな変化をもたらすと推察されます。バイデン氏が共和党多数の上院と対

峙することになるかどうかは、2021 年の二つのジョージア州上院選の決選投票の結果次第であり、その結果によっては議会で

法案を通すことが難しくなることも予想されます。しかしバイデン氏は最近、最優先課題は新型コロナウイルスを抑制し、国内経

済を支援することであり、よって貿易政策の大幅な路線変更には時間がかかるだろうと述べました。そうは言っても、2021 年の

貿易政策の大まかな道筋と、貿易促進の兆しだけでも高揚感をもたらし、ひいては経済状況を押し上げることができるでしょう。 

貿易政策の主な焦点は、米国とアジア太平洋地域、とりわけ中国との関係であります。トランプ政権時代、米国はこの地域に対

して 2 つのアプローチをとってきました。第一に、米国は中国を牽制し、その拡張を抑制しようとするものです。その結果、米国

は中国に関税を課し、太平洋を越える技術移転を制限することになりました。第二に、米国は中国以外のアジア太平洋地域へ

の関与を大幅に縮小しました。その結果、環太平洋経済連携協定（TPP）から脱退し、ハイレベルな同地域における主要経済・

防衛会議への参加が見送られています。これにより、中国は米国により取り残された地域に進出し、例えばアジア太平洋地域

における地域包括的経済連携（RCEP）が間もなく締結されます。これは中国が考案したもので、今後この地域の貿易関係を支

配しようとする中国の大規模な取り組みの一環として広く認識されています。インドを除くアジア・アジア太平洋地域のほとんど

の国が RCEP に参加しています。加盟国は世界の GDP の約 1/3 を占めている状態です。 

オバマ政権下の TPP は、アジアにおける中国の台頭を抑え、米国の影響力を維持することを目的としていました。トランプ大統

領の初動の一つは、米国を TPP から撤退させることであり、日本やカナダなどの地域の主要国は、TPP がなければ中国がこの

地域の貿易圏を支配することを危惧しました。その結果、彼らは米国抜きで TPP を維持することに合意し、それを環太平洋パー

トナーシップのための包括的・漸進的協定（CPTPP）と改称しました。貿易は地域全体で実質的に自由化されており、米国は参加

しておらず、米国企業は利益を得ていません。 

バイデン氏がホワイトハウス入りしようとしている今、米国が当初の合意に回帰するかどうかは不透明です。バイデン氏はこれ

まで、貿易の自由化と中国との経済関係改善を強く支持してきました。同氏は、米国は中国にプロセスを支配させるのではな

く、他の民主主義国家と協力して貿易ルールを定めるよう努力すると述べました。そうすることで、現政権が TPP から離脱する

まで RCEP に代わるものとして米国主導で計画されていた TPP に米国が再び参加することになる可能性が高いが、党内では多

くの反対に直面することも予想されます。このため、すぐに TPP に復帰する可能性は低いと考えられます。 

米国が CPTPP に参加すれば、この地域には競合する 2 つの貿易組織が存在することになります。1 つは米国が主導し、もう一

方は中国が主導します。RCEP は TPP で取り上げられた多くの非関税問題に実質的に対処しておらず、中国はサービス貿易や

知的財産の保護や政府調達といった問題への関心が低いのが現状です。また、インドが RCEP に参加しないと決定したことは、

インドの巨大な経済規模を考えると、協定の重要性を低下させます。今後、RCEP と CPTPP の間で綱引きが起きる可能性があ

り、米国はいずれにせよ中国に対する関税を引き下げ、懸念事項について中国との相互理解の深化を求めるでしょう。このよう

に、米国は再びアジアへ軸足を戻し、中国との関わりを強化すると同時に、中国の地政学的な覇権形成を阻止することを企図

するでしょう。 

その他の貿易政策イニシアチブとしては、世界貿易機関（WTO）などの国際機関への米国の参加の回帰が考えられます。トラン

プ政権の間、米国は WTO の紛争解決機関の新メンバーの任命を拒否したため、WTO が貿易紛争を裁定する権限を失う結果

となり、加盟国が保護主義的な行動をとることが見逃される状態が続いています。米国の復帰は、かなり大きな影響を及ぼすで

https://www.brookings.edu/articles/the-renminbi-rises-but-will-not-rival-the-dollar/
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しょう。例えば、米国は現在、欧州のアルミニウムと鉄鋼に関税を課しています。これらは WTO のルールに違反する可能性が

高いです。WTO の力が回復すれば、米国に関税撤廃の圧力がかかる可能性が高まります。バイデン氏はすぐにはそれらを撤

去しないかもしれないが、長期的には、「保護主義への危険な後退」を避けることを優先し、撤去への舵取りを余儀なくされる可

能性もあります。 

ソース: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html  
 
2. 調査 

欧州 CFO（1,550 人の回答者）の最新のデロイト調査と Oxford Economics Global Risk Survey（世界中の 142 の企業）によると、

収益と経済状況に改善が見られるものの、将来の収益と経済成長へのリスクは依然として高いままです。事実多くの国、特に

欧州、米国、アジアのいくつかの国の場合、日々の COVID-19 の感染者数は第一波よりも多く、予断を許さない状況が続いてい

ます。デロイト調査が発表されてからも、多くのヨーロッパ諸国が新たに国境封鎖を施行しています。このことは、オフィススペー

スに対する将来の需要の状態が未だ不透明であるため、オフィス不動産市場を直撃し、またその他の不動産資産、特に小売

店に対しても大きな打撃になることが見込まれます。労働者の自宅待機が余儀なくされ、工場、小売店が閉鎖され、また労働時

間が大幅に短縮されることで、失業率も上昇することが予想されます。 

ソース: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/finance/articles/european-cfo-
survey.html?id=gb:2bl:3bl:4ecfo20A:5awa:6fin:ik1 

ソース: https://resources.oxfordeconomics.com/hubfs/-Recovery-running-out-of-steam-.pdf 

政務関連情報 

1. オーストラリア 

法人税の居住定義の見直し 

オーストラリア政府は、外国法人に適用される法人税の居住に関する規則の見直しの協議を受け、税制委員会の勧告

を受け入れました。政府は、オーストラリア以外の法人が「オーストラリアとの十分な経済的つながり」を持ってい

る場合、オーストラリアの税務上の居住者として扱われることを明確にするために、中央管理統制（CMAC）テストに

技術的修正を加えると述べました。 

ソース （英語）:  https://www.taxathand.com/article/15439/Australia/2020/Corporate-tax-residency-definition-to-be-amended 

2. 日本 

日本は国際的な金融機関とその高所得経営者を引きつけることができるかが論点 

日本政府は、世界的な金融センターとしての地位を高めるため、外資系金融会社と高所得者を誘致するための企業・

税制優遇措置を検討しています。2020 年 8 月 31 日、日本の金融庁（JFSA）は今年度の政策指針を発表しました。その

中には、アジア及びその他の地域における日本の役割を強化するため、日本の金融・資本市場をより洗練されたもの

にするという目標が掲げられています。 

ソース （英語）: https://www.taxathand.com/article/15582/Japan/2020/Can-Japan-attract-international-financial-firms-and-
their-high-earning-executives 

3. 米国 

ニュージャージー州、 「ミリオネア税」 を引き上げ 

ニュージャージー州のフィル・マーフィー知事は、2021 年度予算（2021 年度）で、富裕層への増税を発表しました。

2021 年度予算教書の改訂版では、年収 100 万ドルから 500 万ドルの間の収入に対し、州の総所得税が以前の 8.97%か

ら 10.75%に引き上げられました。これまでの州所得税の 10.75%が年収 500 万ドル以上の収入に課されていました。 

ソース （英語）: United States - New Jersey Increases Millionaire Tax （02 Oct. 2020）, News IBFD 

米国税局、非居住者向け賃貸収入適正化キャンペーンを再開 

米国国税庁（IRS）の大企業および国際コンプライアンス部門（LB&I）は、米国に本拠を置く不動産からの非居住者外

国人の賃貸所得に対する課税を見直すコンプライアンスキャンペーンを開始すると発表しました。LB&I キャンペーン

の目的は、遵守不履行のリスクを孕む問題を特定し、限られたリソースを最大限に活用することです。 

備考:非居住外国人は、不動産からの賃貸所得に対して 30%の米国源泉徴収税の対象となります。ただし、米国内国歳

入法 （IRC） 第 871 条 （d） に基づき、その所得が米国の商取引または事業に実質的に関連しているものとして扱うた

めの選定が行われた場合を除きます。IRC 第 871 条 （d） は、非居住外国人が、米国不動産からの所得を米国の貿易又

は事業の遂行に効果的に関連して取り扱うことを選択し、その賃貸所得を賃貸活動に関連する費用と相殺することを

認めています。その後、米国連邦所得税は、米国の累進所得税率を使い、純所得ベースで支払われます。 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/finance/articles/european-cfo-survey.html?id=gb:2bl:3bl:4ecfo20A:5awa:6fin:ik1
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/finance/articles/european-cfo-survey.html?id=gb:2bl:3bl:4ecfo20A:5awa:6fin:ik1
https://resources.oxfordeconomics.com/hubfs/-Recovery-running-out-of-steam-.pdf
https://www.taxathand.com/article/15439/Australia/2020/Corporate-tax-residency-definition-to-be-amended
https://www.taxathand.com/article/15582/Japan/2020/Can-Japan-attract-international-financial-firms-and-their-high-earning-executives
https://www.taxathand.com/article/15582/Japan/2020/Can-Japan-attract-international-financial-firms-and-their-high-earning-executives
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ソース （英語）: United States - IRS to Relaunch its Non-Resident Rental Income Compliance Campaign （09 Oct. 2020）, News IBFD  

米国財務省、特定の外国組合分配に関する最終規制を発表 

米国財務省（Treasury Department）は、外国パートナーによるパートナーシップ持分の一部販売に関する規制を最終決

定しました。具体的には、最終規則は、米国内で取引または事業を行っているパートナーシップの持分の処分から生

じる利得または損失を認識する外国パートナーに対する源泉徴収および情報報告要件を詳述しています。最終的な規

制は、直接的または間接的に外国人をパートナーとするパートナーシップにも影響を及ぼします。 

ソース （英語）: United States - US Treasury Issues Final Regulations on Certain Foreign Partnership Dispositions （13 Oct. 2020）, 
News IBFD  

方針転換:バイデン政権誕生の税制への影響 

バイデン氏のホワイトハウス入りが目前に迫り、これからは米国の財政政策の責任を負うことになります。彼の税制

政策には、とりわけ、大企業や高所得者層の税率を引き上げ、これらの納税者が現在享受する優遇措置の一部を制限

または撤廃することが含まれています。Deloitte Tax LLP から出版された「コースの変更」（2020年 11月 7日/PDF（英

語））は、バイデンの租税政策案、現行法との比較、短期的に施行される法案に影響を与える経済的・政治的要因に

ついて考察しています。 

ソース （英語）: https://www.taxathand.com/article/15629/United-States/2020/A-change-in-course-Tax-policy-implications-of-a-
Joe-Biden-presidency 

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ファミリーに 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。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Tax/us-tax-biden-election-results.pdf
https://www.taxathand.com/article/15629/United-States/2020/A-change-in-course-Tax-policy-implications-of-a-Joe-Biden-presidency
https://www.taxathand.com/article/15629/United-States/2020/A-change-in-course-Tax-policy-implications-of-a-Joe-Biden-presidency
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 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。 

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

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 

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグル
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