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COVID-19 Tax Newsletter
Confidence to lead

在シンガポール 日系企業の皆様
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを
受け賜り、厚くお礼申し上げます。
はじめに
2020 年 3 月 31 日のニュースレターにおいて、新型コロナウィルス感染症
（COVID-19）に関する今後想定される税務課題として、「税務コストの最適化」
「税務リスク管理の徹底」「ビジネスモデル変更への対応」「税務ガバナンス
の強化」の 4 つの視点について述べました。
2020 年 4 月 6 日のニュースレターにおいて、「税務コストの最適化」につい
て、いくつか具体的な論点をもとに考察しました。
今回は、「税務リスク管理の徹底」、という観点から、想定される課題と対応
策について、以下記載致します。
今回の範囲

税務コストの最適化

税務リスク管理の徹底

企業のキャッシュ・フロー悪化に
伴い、COVID-19対策税制や、
現行優遇税制の有効活用によ
る税務コスト最適化を通じて、企
業のキャッシュ・フロー改善の必
要性が高まります

COVID-19の経済環境下で、非経
常的な取引や損失が発生する場合、
税務上の影響について慎重に検討
することが必要です。また、将来の
税務調査において当局へ説明でき
るよう十分なサポート資料を整備し
ておくことが重要です

ビジネスモデル変更への対応
COVID-19によって生産停止等
企業活動に重要な影響が生じて
おり、サプライチェーンを含むビ
ジネスモデルの変更が想定され、
事前に税務への影響を考慮す
る必要があります

税務ガバナンスの強化
日本本社のリソース不足等により、世
界で同時進行する税務問題にタイム
リーに対応することは困難であるため、
地域統括会社が主体的に傘下子会社
の税務問題をサポートし、親会社と連
携することが期待されます

COVID-19 対策税制等のアップデート（今回はシンガポールのみ）
次の国の COVID-19 対策税制・政策支援策のうち、特に日系企業に関連す
ると思われる項目（2020 年 4 月 6 日のニュースレター記載情報から、新規
追加・アップデートしたもの）を以下ご紹介いたします。なお、以下の中には、
正式な法令が施行されていないものが含まれ、今後変更される可能性があ
る点ご留意ください。
また、地域統括会社については、域内の傘下子会社において、COVID-19 対
策税制に関して適時・適切に情報収集し適切な対応がとられているかを確認
し、対応が十分でない現地法人には、情報共有等適宜サポートすることが重
要と考えらます。
世界各国の COVID-19 対策税制・政府支援策に関しまして、デロイトグロー
バルより、日々のアップデート情報、及び定期的にサマリー情報（いずれも英
文）を提供しておりますので、次のリンクからご登録いただけますと幸甚で
す。https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/solutions/tax-atlassignal.html?nc=1&cid=gx:2em:3na:T&LCOVID19Response:eng:tax:310320:2
シンガポール


2020 年 4 月 6 日、シンガポール政府が第三弾の追加予算（Solidarity
Budget）を発表しました。主なポイントは以下の通りです。


ジョブサポートスキーム（JSS）：臨時措置として、全業種に対し 2020
年 4 月中、現地従業員の月給総額の 75%相当の現金給付（一定
の調整計算後。現地従業員一人当たりの月給上限額は S$4,600）



外国人労働者税（Foreign Workers Levey）の 2020 年 4 月分納付免
除等



非住居不動産にかかる固定資産税リベート（Resilience budget で公
表）を全額テナントへ還元

詳細については次のリンク先情報をご参照下さい（英文）。
https://www2.deloitte.com/sg/en/pages/tax/articles/sg-solidaritybudget.html
【ご参考】2020 年 2 月 18 日のシンガポール予算案(Unity budget)、3 月
16 日の追加予算案(Resilience budget)の概要については次のリンク先
情報をご参照下さい（日本語）。
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/j
p-it-tax-covid-19-tax-news-singapore-30march2020.pdf


なお、税制面以外では、年次株主総会（Annual General Meeting)の開催
及び年次報告書（Annual Return)の提出期限が、原則として 60 日間の
期限延長が認められることとなりました。
 2020 年 4 月 16 日から 2020 年 7 月 31 日までに開催義務のある
年次株主総会


2020 年 5 月 1 日から 2020 年 8 月 31 日までに提出義務のある年
次報告書

詳細については次のリンク先情報をご参照下さい（英文）。
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/ta
x/sg-tax-bps-alert-8apr2020.pdf
COVID-19 に起因して想定される移転価格の論点とリスク管理の必要性
COVID-19 の影響で世界中で人とモノの動きが制限され、需要の減少、工場
の操業停止、サプライチェーンの断絶等でグループ企業の収益性の低下が

予想される中、多くの企業が移転価格（国外関連者との取引価格）の設定
や、今後の移転価格調査への対応方法の検討を始めています。移転価格リ
スクの観点から特に以下の論点が想定され、タイムリーかつ適切な対応が
望まれます。


海外子会社が減収もしくは赤字になり、独立企業間レンジを下回ると
予想されるが、グループ移転価格ポリシーに沿って移転価格調整を
すべきかどうか、それとも経済分析や特殊要因分析等で各国税務当
局に対して説明できるかどうか。



グループ全体で赤字（合算損失）の場合でも、機能とリスクが限定的
な子会社に一定の利益を計上させる必要があるのか、それとも当該
子会社にも損失を被らせる論理展開はできるのかどうか。



移動制限や工場及び研究所の操業停止等によって企業再編やサプ
ライチェーン変更が実施された場合、移転価格をどう再設定すべき
か。



移動制限により本社や RHQ からアセアン各国への出張ができない
状況で、本社や RHQ から各国子会社に対してマネジメントサービス
フィーを請求できるのかどうか。



キャッシュフローの悪化でグループ内外から資金調達が必要になる
場合、関連者間ローンの利率や外部金融機関からのローンに伴う関
連者間保証料をどう設定すればいいのか。



今後の税務調査に備えて、事前にどのような移転価格文書化とサポ
ート資料を準備すべきか。また課税リスク低減の為に、過年度の文
書化やグループ移転価格ポリシー及び関連者間取引の契約書の見
直し、調査対応マニュアルの作成等も必要かどうか。



既存の APA もしくは申請予定または交渉中の APA への影響と留意
点は何か。

移転価格税制は他の税制と異なり、「議論の税務」と謂われるほど、特に移
転価格の肝となる経済分析に関しては高度な技術と多様な解釈ができる余
地があり、移転価格文書での論理展開や説明方法の巧拙が移転価格課税
リスクに大きな影響を与えます。
また多くのアセアン諸国で同時文書化要件が導入され、要件の多様化に加
えて現地特有の課税手法や調査実務が存在するため、説明能力の高い文
書化を作成するだけでなく、作成の過程でリスクエリアを特定し、必要に応じ
てシナリオ分析や調査における想定問答集を準備しておくこともリスク管理
の徹底化という観点から重要になります。上記の論点に対する具体的な対
応策やリスク管理手法に関しては別途移転価格セミナーにてご紹介する予
定です。

COVID-19 による移動制限等に伴う税務論点と対応策
個人所得税
COVID-19 の大流行により、各国政府は旅行の制限や厳しい検疫の実施な
ど、前例のない措置を取ることを余儀なくされました。この困難な状況の中
で、クロスボーダー業務に携わる従業員は、居住地国で物理的に役務を提
供することができないケースも発生しており、テレワークによる個人所得税の
影響について、シンガポール内国歳入庁（IRAS）が 2020 年 4 月 6 日にガイ
ダンスを発表しました。
シンガポール内国歳入庁が見解を出す背景には 2020 年 4 月 3 日に OECD
から、COVID-19 の影響で居住地国以外への退避を余儀なくされている個人

の居住性についてのリコメンデーションが発表されたことも一つの要因と考え
られます。
OECD のリコメンデーションを受け、今後各国当局も同様な見解を出す可能
性がありますので、今後も継続し適切な情報収集がより求められます。
各国の税務、イミグレーションに関する情報が毎日更新されている状況です
ので、企業はこれまで以上に、赴任者、出張者の税務論点の一元的な管
理、また適切な在留管理の体制が求められることになるものと思われます。
なお、世界各国の COVID-19 の影響により生じる、入国時の規制・検疫の情
報について、デロイトデジタルより、日々のアップデート情報を提供しておりま
すので、次のリンクをご利用いただけますと幸甚です（英文）。
https://gowork.ges.deloitte/
短期出張者として来星したシンガポール人/シンガポール永住者が、COVID19 の影響に伴い、シンガポールからリモートで業務を行う従業員
海外の法人に所属し、シンガポール国外で就労をしているシンガポール人/
シンガポールの永住者が COVID-19 の影響に伴い一時的にシンガポールへ
帰国し業務を行う場合、以下の条件を満たしていれば、帰国日から 2020 年
9 月 30 日※注１までの期間、シンガポールで役務を提供していないとみなすこ
とができます。
1. シンガポールへの一時帰国前と帰国後の海外法人における雇用の契
約条件に変更はない
2. 一時帰国の延長は COVID-19 による一時的な取り決めである
上記の条件が満たされている場合、2020 年 9 月 30 日までのシンガポール
滞在期間の給与所得は、シンガポールで課税されませんが、同条件が満た
されない場合は、シンガポール居住期間中の役務に対する個人所得税は通
常の税法が適用されます。
※注１：9 月 30 日という日付は、COVID-19 の状況により見直される可能性が
あります。

また、上記とは逆のケースとして、日本からシンガポールへの赴任者が日本
へ一時帰国する場合、一時帰国中の赴任者の日本払い給与の日本勤務期
間分は、日本法人が赴任者の給与を負担している場合 20.42%の非居住者
源泉課税となり、更に赴任者の税額を会社が負担する場合はグロスアップ
分に対しても課税が生じます。OECD のリコメンデーションを踏まえた日本の
税務当局の見解の情報収集も重要と思われます。
短期出張者として来星し、COVID-19 のために出国することができず、シンガ
ポール国内で役務を提供している非居住者外国人
COVID-19 が原因でシンガポールを出国することができない非居住者が、シ
ンガポール国外の雇用主のためにシンガポールからリモートで働いていた場
合、次の条件が満たされている場合は滞在期間中はシンガポールで雇用を
行っていないとみなすことができます。
1. 滞在の期間が 60 日を超えない期間
2. 滞在中に行った業務は、シンガポールのビジネスとは関係なく、COVID19 がなければ海外で行われたものである
上記の条件が満たされている場合、シンガポールでの滞在期間中の給与所
得は課税対象となりませんが、同条件が満たされない場合は、シンガポール

での滞在期間中の給与所得は通常の税法※注 2 により課税判定が行われま
す。
たとえば、シンガポールで 15 日間働いていて、2020 年 3 月 6 日に出張を終
える予定だったとします。その後、COVID-19 の影響によりシンガポールでの
滞在を延長し、海外法人のための役務提供をシンガポールからリモートで続
けた場合、3 月 7 日からシンガポールからの出発日（両方の日付を含む）ま
でのシンガポールでの滞在累計日数が 60 日以下であり、COVID-19 がなか
った場合はシンガポール国外で業務が行われるものであれば、給与所得は
課税対象とはなりません。
ただし、出張期間中にシンガポール国内でシンガポールに対する役務提供
が行われた場合、シンガポール滞在全体の期間の雇用収入は通常の税法※
注2
を適用し課税判定されます。
※注 2：シンガポール国内法では次のように決定されます。


滞在期間の合計期間が暦年で 60 日以下の場合、その期間の給与所得
は非課税です



滞在期間の合計期間が暦年で 60 日を超え 183 日未満である場合、そ
の期間の給与所得は、15％または居住者税率のいずれか高い方の税
額になるように課税されます

【ご参考】IRAS website https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19Support-Measures-and-Tax-Guidance/Tax-Guidance/For-Individuals/
法人所得税
上記『COVID-19 による個人所得税への影響』でも記載した移動制限等に伴
う影響は以下の論点においても IRAS からガイダンスがリリースされておりま
す。特に当該ガイダンスで紹介されている事象となった経緯や事実関係を整
理し、文書化しておくことが当局への説明に際して重要となると考えられま
す。
1. 税務上の居住地


シンガポール会社法等に基づいて設立された法人のうち、取締役会が
シンガポールで開催され、シンガポールで取締役が当該法人の業務執
行の運営及び管理(Control and Management)をしている場合、当該法
人はシンガポール所得税法上、シンガポール居住法人として扱われま
す。



仮に、シンガポールで設立された法人が、シンガポール税務上の非居
住法人と判定された場合、シンガポール所得税上の各種恩典や、租税
条約上の恩典（条約相手国における投資所得に係る源泉税等）が受け
られないこととなります。



この点、COVID-19 の影響により企業の取締役が止む無く本国（例 日
本）へ一時帰国するような場合、物理的にシンガポールで取締役会を開
催することが困難な状況が想定されます。



この問題について、IRAS は、ある法人が賦課課税年度（Year of
Assessment, YA）2020 年度において、シンガポール税務上の居住法人
である場合、仮に COVID-19 の影響によりシンガポール国内で取締役会
を開催できなかったとしても、YA 2021 年度においても、以下の条件を全
て充足する限り、シンガポール所得税法上の居住法人として取り扱う予
定です。





同法人の経済状況（主な事業内容等）に変更がないこと



同法人の取締役は、 COVID-19 の影響により一時的に出張が制限
されていることにより、シンガポール国外で開催される取締役会に
出席するか、又は電子的手段 (例:テレビ会議) により取締役会に参
加していること

したがって、COVID-19 の影響によりシンガポール国内で取締役会を開
催することが困難な場合には、シンガポール居住法人としてのステータ
スを維持するため、上記の条件を満たすことを社内資料において文書
化し、IRAS の要請があれば当該文書を提出できるよう事前準備しておく
ことが重要です。

2. 恒久的施設（Permanent Establishment, PE）


外国法人が、シンガポール国内に恒久的施設（PE）を有すると認定され
た場合、シンガポール国内に帰属する所得についてシンガポールにお
いて納税義務が生じるとともに、租税条約上の恩典について悪影響を
及ぼす可能性があります。



この点、COVID-19 の影響により、外国法人の従業員がシンガポール国
内に一時滞在し、シンガポール国内で当該企業の業務を行わざるを得
ない状況が想定されます。



この問題について、IRAS は、以下の条件を全て充足する限り、外国法人
の PE はシンガポールに存在しないと取り扱う予定です。





当該外国法人は YA2020 において PE を有さないこと



同法人の経済状況（主な事業内容等）に変更がないこと



同従業員のシンガポール滞在は、COVID-19 による移動制限が原
因であり、かつ、一時的な滞在であること (一般的な目安として、
2020 年中の滞在日数が 183 日以内)



仮に COVID-19 による移動制限がなければ、当該業務をシンガポー
ルにおいて実施しなかったこと

したがって、COVID-19 の影響により、外国法人の従業員でシンガポール
国内に滞在せざるを得ない場合には、上記の条件を満たすことを社内
資料において文書化し、IRAS の要請があれば当該文書を提出できるよ
う事前準備しておくことが重要です。

【ご参考】IRAS website https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19Support-Measures-and-Tax-Guidance/Tax-Guidance/For-Companies/
その他の税務論点について
今回は移転価格以外については、移動制限に関する税務論点をメインに記
載しましたが、移動制限以外に、COVID-19 による法人所得税上の典型的な
論点として、例えば、経済環境の悪化により、保有している資産について会
計上費用・損失を認識する場合には、損金算入可否、及びタイミングについ
て、個別の事情（資産の種類、元の取引内容等）に基づき、慎重に検討する
必要があります。また、当該検討に際しては、会社の税務判断に関する検討
の背景、事実関係を整理し、将来の税務調査において当局へ説明できるよう
十分なサポート資料を整備しておくことが重要です（以下、例示）。


貸倒れ、債権放棄



各種引当金



子会社への投資や固定資産の減損損失

さいごに
昨今の、税源浸食と利益移転（Base Erosion and Profit Shifting: BEPS）の議論
と COVID-19 による税収減少による自国税収確保の観点から、今後各国税
務当局の厳しい税務調査の実施の可能性は否定できません。企業の対応と
して、必要な情報の効率的かつ継続的な収集と整理、そして税務当局の誤
解を招かないように丁寧で緻密な論理や説明を事前に準備する必要がある
ものと考えられます。
この点、弊社は、皆様のお役に立てるような情報発信をして参りたいと存じま
すので、今お悩みのことや、こういう情報があると助かる等のご意見ございま
したら、以下のコンタクトリストにある各サービスラインのメンバーにお気軽に
お問合せください。
次回のニュースレターでは（4 月 20 日発行予定）では、「ビジネスモデル変更
への対応」を取り上げる予定です。
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