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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 

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、「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つの視点のうち、今回は「税務ガバナンスの強化」につ

いて、想定される課題と対応策について、以下記載致します。 

http://www2.deloitte.com/sg/en.html


  
 
 
 

COVID-19 を起因として税務ガバナンスの重要性が増す背景 

前回までのニュースレターで、COVID-19に伴い想定される主な税務課題として以

下の点を述べました。 

 税務コストの最適化 

COVID-19に伴う経済環境悪化に伴い、一部の企業を除き、今後大幅な減

収・減益、税務上欠損が発生する可能性が高いことから、税務コスト最適化

を通じた税引き後キャッシュ・フローの最大化する必要が増す 

 税務リスク管理の徹底 

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、COVID-19によ

る経済活動の混乱が落ち着くころ、各国税収不足を補うために従前よりも税

務調査を厳しくする可能性が極めて高い 

 ビジネスモデル変更への対応 

COVID-19 をきっかけに加速化するであろうビジネスモデルの変更（事業再

編、オペレーション変更等）に対し、予想しない多額の税コストが発生したり

重要な税務リスクが残ることのないよう事前に税務上の検討を行う必要性が

増す 

 

上記の各税務課題に関しては、【図表 1】の税務ガバナンスのフレームワークの

中で、本社と各国子会社で密に連携しながら対応していくことが理想です。一方

で、特に各国子会社で様々な役割を担っていらっしゃる日本人マネジメントの

方々は、当面の優先課題として COVID-19に伴い混乱している通常業務の適正

化や一時的な各種対応に忙殺され、なかなか税務面の検討に時間を割けず、リ

モートワークのナショナルスタッフとの連携も困難になるかもしれません。その

為、今後税務ガバナンスの土台である税務コンプライアンス体制にも影響が出て

くる可能性があります。例えば、各種 COVID-19対策税制への対応は基本的にナ

ショナルスタッフに任せるものの、漏れなく適切に活用できているか十分管理でき

ていないかもしれません。また、従来は対面で資料をみながら確認して即座に解

決できていた税務問題について、リモートワークの環境下では従前に比してより

確認に時間を要したり、ナショナルスタッフへの教育機会が減るかもしれません。

税務リスク管理の徹底

ビジネスモデル変更への対応

税務コストの最適化

税務ガバナンスの強化

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

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

今回の範囲 



あるいは、従来税務処理の根拠資料は紙ベースが主流だった場合、ペーパーレ

ス化が進めば代替のデータの確保が必要になるでしょう。 

このように、上記の様々な税務課題を認識しつつも、今後は税務ガバナンスの土

台である税務コンプライアンス体制にも影響が生じる可能性がある為、今回はこ

の税務コンプライアンス体制の向上に焦点を当てて掘り下げてみます。 

 

【図表１】 

税務ガバナンスのフレームワーク 

 

 

 

税務ガバナンス強化のための課題と対応策(例) 

税務ガバナンスの土台である税務コンプライアンス体制の向上には、以下の点

が重要です。 

 

ナショナルスタッフの税務知識・実務対応能力の向上及び日本人マネジメントと

の情報共有 

通常、ナショナルスタッフは、日本本社と日本人マネジメントが協議して決定した

方針・方法に従って現地税務オペレーションを回すことを期待されます。一方で、

自社の税務問題に関して主体的に何が課題であるか提起して課題を解決する目

標を設定されていない場合には、過去から同じ処理を継続して、より適切な他の

方法がないか検討する動機や機会がないでしょうし、また税務調査対応の知識と

経験が不足している場合は、税務調査が開始してから対処療法的に対応するケ

ースも少なくありません。ナショナルスタッフがしっかり税務知識を適時にアップデ

ートして、自社の税務申告を適切に行っているか、外部に申告書作成を依頼して

いる場合には、外部が作成した内容が自社の状況に照らして適切か確認できて

いるかについて、日本人マネジメントに見えづらいケースが多いのではないでしょ

うか。 

これらの課題に対して、ナショナルスタッフへのトレーニング提供（外部研修、社

内のワークショップの実施等）、各国現地の税務調査対応ハンドブックの整備、

KPI（目標）・人事評価の見直し等の対策が考えられます。 
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概要

将来の税務コストや最適な資源
配分を税務の観点から検討し、
グループ全体における税務の最
適化を図る

税務コストを最小化するべく税
制や会社のポジションを精査す
ることで税務コストをより強くコン
トロールする

税務実務に携わる者の税務ス
キルアップや業務改善を通じて、
税務業務の品質を向上させる



 

税務プロセス・データ管理の見直し 

COVID-19により、業務の全般的な見直し、例えば、リモートワークやペーパーレ

ス化は一層加速化することが想定されます。税務申告にあたっては、通常社内

の各部門から申告調整に必要な情報を入手することが多いですが、長年同一の

担当者が業務を担当して属人化してしまって、仮にネットワーク障害等で社内の

イントラネットにアクセスできないとき、他の担当者がどこに資料が保存されてい

るかすぐにわからない場合が考えられます。また、GSTや VATのような間接税に

ついては、日々の営業取引の積み重ねで、税務部門以外で取引先から入手する

情報をもとに個々に処理しているケースもあります。 

上記に関しては、例えば現状把握と課題抽出を目的としたヘルスチェックを実施

した上で、個々の取引の税務処理に加えて、税務業務プロセスを見直して業務

の標準化を行い、ルーチンな処理で自動化できるものはテクノロジー導入や外部

への業務アウトソーシングで省力化し、付加価値のある高度な税務業務にシフト

することが考えられます（税務リスクマネジメントや戦略作成等）。 

 

地域統括会社での各国税務コンプライアンスの管理 

各拠点のリソースも不足していることから、上記のような対応を個別に行うのでは

なく、一定程度地域統括会社等でその対応をサポートすることが考えられます。 

税務コンプライアンスの管理方法として、次の【図表２】の通り「分散型」「コーディ

ネート型（複合型）」「集中型」3つのパターンがあります。「分散型」は各社でコン

プライアンス実施（申告書作成、提出、納付等）及び管理（申告書提出の遅延管

理、税務調査の状況や進捗管理、税制改正のアップデート、現地専門家の選定

等）を行うパターン、一方「集中型」は原則本社又は地域統括会社でコンプライア

ンス実施・管理するパターン（各社はサポート役）で、さらにコーディネート型（複

合型）は両者の中間で各社はコンプライアンス実施、本社又は地域統括会社が

コンプライアンスを管理します。 

最近の税務オペレーティングモデルに関するグローバル企業の傾向としては、コ

ーディネート型（複合型）へシフトする傾向にありますし、特に東南アジアでは税

法が複雑で頻繁に改正されると同時に、税務執行が不透明なケースが少なくな

いことから、各社単独で対応が難しく、一方本社等で集中的に管理することも容

易ではないことから、各社の状況に応じて、本社・地域統括会社・各社間でバラン

スをとるコーディネート型が機能しやすい環境と思われます。 

この場合、地域統括会社が中心となって、税務テクノロジーの導入を含め、各国

の税務申告状況を可視化して各拠点へ税務サポートを行うことが有用考えられ

ます。 

 

【図表２】 

税務コンプライアンスの管理方法の類型 



 

 

COVID-19対策税制等のアップデート 

シンガポール 

 申告期限の延長について 

2020年 4月 23日、IRAS（税務当局）は一定の税目について、次の通り申告

期限を新規又は追加延長しました。 

 

(出典 IRAS Website) 

https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19-Support-Measures-and-Tax-
Guidance/Support-Measures/Extended-Tax-Filing-Deadlines/ 

 

 雇用支援制度等の拡充について 

2020年 4月 23日、労働省（MOM）は COVID-19の影響によるサーキットブ

レーカーの延長中に企業を支援するためのさらなる対策を発表しました。 

雇用支援制度（JSS） 

政府は、2020年 4月に続き 5月も、全産業に対して 75％の雇用支援制度

Job Support Scheme（JSS）の助成金を拡大します。 

S/N  Tax Type
 Original Filing 

Deadline

 Extended Filing 

Deadline 
New

 1 Income Tax for Individuals (including sole proprietors 

and partnerships)

18-Apr-20 31-May-20

 2 Income Tax for Trusts, Clubs and Associations 15-Apr-20 30 Jun 2020 
Updated

 3 Estimated Chargeable Income (ECI) for companies 

with Financial Year ending Jan 2020

30-Apr-20 30 Jun 2020 
Updated

 4  Estimated Chargeable Income (ECI) for companies 

with Financial Year ending Feb 2020 

31-May-20 30 Jun 2020 
Updated

 5 GST Returns for accounting period ending Mar 2020 

[1] 

30-Apr-20 11-May-20

 6 S45 Withholding Tax Forms due in Apr 2020 15-Apr-20 15 May 2020 

 7 Tax Clearances for foreign employee in Apr 2020   - 30 Jun 2020 
Updated

 8  Tax Clearances for foreign employees due in May 

2020 

 -  30 Jun 2020 
Updated

https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19-Support-Measures-and-Tax-Guidance/Support-Measures/Extended-Tax-Filing-Deadlines/
https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19-Support-Measures-and-Tax-Guidance/Support-Measures/Extended-Tax-Filing-Deadlines/


従業員の給与削減や無給の休暇を取得させた企業は、その後の助成金の

支払い時に助成金の減額を受けることになります。 また、MOMは給与支給

状況を調査して、JSSの支払いが従業員の給与をサポートするために使用さ

れていることを確認します。 

 

外国人労働者課税（FWL） 

Solidarity Budget の一部として、2020年 2月 29日の時点で雇用されてい

る、SパスまたはWork Permit保持者ごとに S $ 750のリベートが与えられ、

更に 2020年 4月分外国人労働者課税（FWL）の徴収が免除されました。 

シンガポール人の労働力基盤を強化するため、外国人の就労ビザ取得な

ど、外国人がシンガポールで就業するための規制が厳格化されています

が、今回の法人への財政的支援は、この困難な時期に各法人が移民労働

者の給与を継続して支給し続けることをサポートすることを目的としていま

す。 

各法人が当該リベートを理解し雇用継続を促進するため、MOMは雇用主に

次のリンク（https://form.gov.sg/#!/5e9ff8ec194a2500122e40a1）から確認申

請することを要求しています。 

FWL リベートは、次のように処理されます。 

 PayNow法人アカウントを持つ企業は、2020年 5月 29日に FWL リベ

ート受領する場合、2020年 5月 8日までに確認処理が必要です。 

2020年 5月 22日までに確認処理した企業、2020年 6月 19日に FWL

リベートを受け取ります。 

 PayNow法人アカウントを持たない企業は、2020年 7月 3日以降小切

手で支払いを受け取る場合、2020年 5月 22日までに確認処理する必

要があります。 

（出典）MOM website 

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0423-further-
measures-to-help-companies-during-extended-circuit-breaker 

 

 個人所得税の申告期限・納付期限延長について 

IRASは申告代理人が本人に代わり一括延長を行った場合、2020年 8月 15

日まで、NOR申請を含む個人所得税の申告期限の延長を決定しました。 

尚、本延長は 2020年 6月 30日までの延長申請をした場合は自動的に行

われますので、申請書類は不要です。 

また、納付についても、キャッシュフローの負担軽減を目的とし、IRASは個人

所得税の納付期限の 3か月間の延長を発表しましたが、本延長は Non-

Singapore citizenの従業員もしくは外国籍企業へ雇用中の従業員は適用さ

れませんのでご留意ください。 

(出典 IRAS Website) 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Foreigners/Filing-your-
taxes/Individuals-Required-to-File-Tax/Bulk-Extension-for-Filing-of-Individual-
Income-Tax-Returns-for-YA-2020/ 

https://form.gov.sg/#!/5e9ff8ec194a2500122e40a1
https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0423-further-measures-to-help-companies-during-extended-circuit-breaker
https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0423-further-measures-to-help-companies-during-extended-circuit-breaker
https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Foreigners/Filing-your-taxes/Individuals-Required-to-File-Tax/Bulk-Extension-for-Filing-of-Individual-Income-Tax-Returns-for-YA-2020/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Foreigners/Filing-your-taxes/Individuals-Required-to-File-Tax/Bulk-Extension-for-Filing-of-Individual-Income-Tax-Returns-for-YA-2020/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Foreigners/Filing-your-taxes/Individuals-Required-to-File-Tax/Bulk-Extension-for-Filing-of-Individual-Income-Tax-Returns-for-YA-2020/


https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Foreigners/Paying-your-taxes-
Claiming-refunds/Defer-Tax-Payment-for-Individual-Income-Tax/ 

 

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-atlas-
signal.html?nc=1&cid=gx:2em:3na:T&LCOVID19Response:eng:tax:310320:2 

 

さいごに 

税務ガバナンスというと日本本社が検討すべきことと捉えられる傾向があります

が、日本本社で税務ポリシーを定めている企業の場合であっても、必ずしもそれ

だけで各国の税務コンプライアンスの質を向上させたり、税務調査に適切に対応

することは難しく、現地税務事情に基づいて、適宜テイラーメードで対応する必要

があります。この点、各拠点で対応する方法もありますが、今般の COVID-19環

境下のようにリモートワークが拡大していくと（税務調査側も実地調査ではなく書

面調査の比重が高まる可能性あり）、一定程度地域統括会社に機能(頭脳)を集

約して域内グループ会社の税務管理する方が合理的・効率的な考え方もあろう

かと思います。 

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。 

 

COVID-19関連の Newsletterバックナンバー 

 COVID-19に関する今後想定される税務課題（2020年 3月 31日） 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/tax/sg-tax-
jsg-covid-19-tax-newsletter-31mar2020.pdf 

 「税務コストの最適化」について記載（2020年 4月 6日） 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/tax/sg-tax-
jsg-covid-19-tax-newsletter-6apr2020.pdf 

 「税務リスク管理の徹底」について記載（2020年 4月 13日） 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/tax/sg-tax-
jsg-covid-19-tax-newsletter-13apr2020.pdf 

 「ビジネスモデル変更への対応」について記載（2020年 4月 21日） 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/tax/sg-tax-
jsg-covid-19-tax-newsletter-21apr2020.pdf 
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