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COVID-19 に関する今後想定される税務
課題
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
現在、新型コロナウィルス（COVID-19）が世界中を席捲しており、その収束時
期が不透明であることから、世界経済への悪影響は避けられない状況です。
シンガポールにおいても同様の状況で、政府が矢継ぎ早に COVID-19 対策と
して各種政策を出すものの、新規の COVID-19 発症数が依然として日々報告
されており、観光業・航空業・小売業等特定の業種のみならず、ほぼ全ての
業種のビジネスへの悪影響が懸念されております。
このような環境下において、各企業が置かれている個別事情によって関連す
る税務課題も様々と思われますが、一般的に重要性が高い項目として、例え
ば以下のものが考えられます。次回以降、関連する税務論点を具体的に掘
り下げていきたいと思います。
税務コストの最適化
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。
税務リスク管理の徹底

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より一層期待されます。

COVID-19 対策税制・政府支援策
以下、日系企業に関連すると思われる項目を記載しております。今後、シン
ガポール以外にも、在シンガポール日系企業のビジネスと関連性が高いと
思われる地域の情報についても定期的に発信する予定です。
シンガポール
【2020 年 2 月 18 日 シンガポール予算案】


法人所得税のリベート延長



ECI 申告に係る無利息分納の自動延長



繰戻控除制度の拡充



機械及び設備（P&M）の取得価額の早期償却オプション



修復費及び改修費の早期償却オプション（ITA 第 14Q 条）

詳細は以下のリンク先をご覧ください。
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/
jp-it-singapore-budget-commentary2020.pdf?nc=1
【2020 年 3 月 26 日 シンガポール追加予算案】


法人所得税の納付期限の自動延長



ジョブサポートスキームの強化



固定資産税リベート

2020 年 3 月 30 日リリースのニュースレター「【デロイト】2020 年度シンガ
ポール追加予算案 （日本語要約）」をご覧ください。
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Deloitte’s 175th milestone year is the first
anniversary to be acknowledged and
celebrated globally.
This uniquely unifying moment offers the
opportunity to demonstrate the value of
Deloitte’s role in the world—past and future.
Deloitte has been making an impact that
matters for 175 years and will continue to do
so for many years to come.
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