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※本ニュースレターは、デロイト シンガポールが発行したニュースレターの抄訳です。 
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への経済対策 

世界各国で急速に状況が変化しているCOVID-19への

経済対策として、2020年3月26日、シンガポール副首相

兼財務大臣のHeng Swee Keat氏は追加予算案を公表

しました。 

シンガポールにおいては、2020年2月18日に公表されま

したシンガポール予算案（以下：本予算案）において、

COVID-19対策として既に複数の施策が含まれており、

今般の追加予算案はこれらの施策を強化し、さらに新た

な施策を導入するものです。 

日系企業サービスグループは、デロイト シンガポール税

務部門による英語版の解説※のうち、日系企業の皆様の

ご関心が高いと思われる部分（税制面中心）について、

以下日本語で要約いたしました。日系企業の皆様のご理

解の一助になれば幸いです。 

1. 法人所得税の納付期限の自動延長 

2020 年 4 月、5 月、6 月納付期限分の法人所得税につ

いて、納付期限が自動的に 3 カ月間延長されます。これ

に伴い、分割払いに関する取扱いも変更される見込みで

す。 

2. ジョブサポートスキームの強化 

同スキームは、本予算案において COVID-19 に対する

2020 年度臨時措置として提案され、雇用者が、現地従

業員（シンガポール市民及びシンガポール永住権所持者

のみに適用）の一定期間の月額給与総額の一定割合を

現金給付で受けられる仕組みです。追加予算案において

次の通り拡張されました。 

 現金給付額について、現地従業員の月給総額の

25％（※）に増額（変更前 8％） 
 現地従業員一人当たりの月給上限額を S$4,600 に

増額 （変更前 S$ 3,600） 
 現金給付対象期間を 9 カ月間に拡大（変更前 3 カ

月） 

（※）航空・観光事業については現地従業員の月給総額

の 75％、飲食サービス業については現地従業員の

月給総額の 50％に増額 

3. 固定資産税リベート 

 本予算案においては、一定の適格商業用不動産に

ついて、2020 年度中の固定資産税に対するリベート

が付与されることとされていましたが、追加予算案で

は、さらにその他の非居住用不動産（事務所、工業用

不動産、ビジネス・パーク、サイエンス・パーク、ガソリ

ンスタンド、倉庫等）に対しても、2020 年度中の固定

資産税の 30％のリベートが付与されます。 
 ホテル、サービス付きアパート、観光地、ショップやレ

ストラン、総合リゾートなど、一定の条件を満たした商

業用不動産に対して、2020 年に 60％から 100％の

範囲で固定資産税のリベートが付与されます。 

4. その他 

 一定の政府系資金援助スキームの拡大 
 一定のデジタル投資に対する資金援助の拡大 
 一定の教育訓練費に対する補助の拡大 

※参考 
Resilience Budget-key highlights（デロイト シンガポー

ルウェブサイト（英語）） 
 
 
 
本ニュースレターは 2020 年 3 月 30 日時点の情報に基づいて

執筆しています。 
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