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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 

前回のニュースレターでは（2020年 3月 31日発信）、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。 

今回は、「税務コスト最適化」、わかりやすく言えば、各国の税法令等に則り、

適用可能な制度を適時かつ適切に適用し、税務関連コストを最大限削減す

るという観点から、想定される課題と対応策について、以下記載致します。 

なお、「税務コスト」を、社内税務人材の人件費・外部税務専門家への報酬ま

で含めて、税務に関わる全てのコスト（税務関連コスト）と捉えた場合、ローカ

ル税務人材の教育、税務業務プロセス効率化、外部税務アドバイザーの利

用方法等の見直しをする機会が今後重要度を増すのではないかと思われま

す。 

COVID-19対策税制の活用（シンガポール及び近隣する地域） 

COVID-19に伴う経済環境の急激な悪化に対して、世界各国政府が、企業倒

産を未然に防止し従業員の雇用を維持するために、様々な税制上の優遇措

置や補助金等の支援策を発表しております。各企業はこれらの施策を最大

限に活用し、キャッシュ・フローの改善、企業業績への影響を可能な限り抑え

ることが今求められています。 

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


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

シンガポール 

 2020年 2月 18日のシンガポール予算案、3月 16日の追加予算案の

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/
jp-it-tax-covid-19-tax-news-singapore-30march2020.pdf 

 2020年 4月 3日、シンガポール政府は、被雇用者の通勤による移動を

一層減らすため追加の safe distancing measurements を発表し、2020

年 4月 7日から 5月 4日まで（延長可能性あり）、一部の業種を除き原

則オフィスのクローズ及び在宅勤務を要請しました。 

上記施策の影響により、2020年 4月 6日、シンガポール政府は、企業

の事業継続・雇用維持にさらに重要な影響を及ぼす可能性があるた

め、被雇用者の給与補償サポート（ジョブサポートスキームによる現金

給付額を、現地従業員の月給総額の 75%に増額。現地従業員一人当

たりの月給上限額を S$4,600のまま据置きで、2020年 4月分の給与支

払いがあることが要件）や雇用者の財務支援等のための追加予算

（Solidarity Budget）を発表しました。 

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

告期限を延長しました。 

 

（出典）IRAS Website 
https://www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Newsroom/Media-
Releases-and-Speeches/Media-Releases/2020/IRAS-Extends-Tax-Filing-
Deadlines;-Taxpayer-Counter-Services-by-Appointment-Only/ 
 

インドネシア 

 申告期限等の延長 

 個人所得税申告・納付期限（FY2019 ）は 2020年 4月 30日まで延

長 

 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 31-May-20

 3 Estimated Chargeable Income (ECI) for companies 

with Financial Year ending Jan 2020

30-Apr-20 31-May-20

 4 GST Returns for accounting period ending Mar 2020 30-Apr-20 11-May-20

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

 6 Tax Clearances for foreign employee in Apr 2020   - 1 additional month

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
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
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-tax-covid-19-tax-news-singapore-30march2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-tax-covid-19-tax-news-singapore-30march2020.pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Newsroom/Media-Releases-and-Speeches/Media-Releases/2020/IRAS-Extends-Tax-Filing-Deadlines;-Taxpayer-Counter-Services-by-Appointment-Only/
https://www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Newsroom/Media-Releases-and-Speeches/Media-Releases/2020/IRAS-Extends-Tax-Filing-Deadlines;-Taxpayer-Counter-Services-by-Appointment-Only/
https://www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Newsroom/Media-Releases-and-Speeches/Media-Releases/2020/IRAS-Extends-Tax-Filing-Deadlines;-Taxpayer-Counter-Services-by-Appointment-Only/


 源泉税申告期限（2020年 2月分）は 2020年 4月 30 日まで延長 

 法人税率の引下げ：内国法人及び恒久的施設（PE）に対する法人税率

（現行 25%）が、FY2020及び 2021 は 22%、FY2022以降は 20%へ引き

下げ。しかしながら、FY2020の月次予定納税は、現行法令上、金融機

関等一部の業種を除き、前年度の納税実績に基づいて計算されるた

め、納税者の個別の事情によっては、年度末まで税率引下げのベネフィ

ットを受けられず過納付となるケースが想定 

 一定の条件のもと、輸入等に係る源泉税を免除 

 一定の条件を充足する納税者に対し、月次納税額を 30%減免 

 一定の条件を充足する納税者に対し、VAT還付早期化（1 ヶ月以内） 

 一定の場合、異議申立期間、更正通知発行までの期間を最大 6 ヶ月間

延長 

 一定のオフショアサービス業者等の、電子商取引等から生じる所得に対

する課税強化 

 重要な経済的存在（Significant Economic Presence）に基づきインド

ネシア国内にみなし恒久的施設（PE）があると認定した場合に法人

税課税 

 仮に、租税条約上の恒久的施設（PE）に該当しないとしても、新たに

「electronic transaction tax」を課税 

 輸入サービス等に係る VATの申告納税義務をオフショアサービス

業者等に転嫁 

上記の詳細は以下のリンク先をご覧ください（英文）。 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-
alert-en-mar2020.pdf 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-
alert-en-mar2020-2nd.pdf 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-
alert-en-apr2020.pdf 
 

タイ 

 申告期限等の延長 

 法人税確定申告期限（FY2019）は 2020年 8月 31日まで延長。法人

税中間申告期限（FY2020）は 2020年 9月 30日まで延長 

 個人所得税申告期限（FY2019 ）は 2020年 8月 31日まで延長 

 COVID-19の影響により政府から一時閉鎖を命令された法人、また

は、COVID-19の影響を大きく受けた法人（財務省が Case by Caseで

判断）については VAT, 特定事業税及びその他の税金の申告・納付

期限を延長 

 源泉税率の軽減措置（基本的にタイ国内事業者（所得受領者）が対

象）：サービス、請負報酬、コミッション、及び専門家報酬の支払に対して

課せられる源泉税について、2020 年 4月 1日から 9月 30日までの期

間は 3％から 1.5％に軽減。2020年 10月 1日から 2021年 12月 31日

まで 2％に軽減（ただし、オンライン申告(e-Withholding Tax System)の場

合に限定） 

 SMEに対する追加人件費控除：年間売上高 500百万バーツ未満で従

業員数 200人未満の中小企業（SME）は、一定の要件のもと、2020年 4

月から 2020年 7月までの支払人件費の 300％を所得控除可能（2020

年 9月 30日以前に終了する会計年度が対象） 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-mar2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-mar2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-mar2020-2nd.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-mar2020-2nd.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-apr2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-apr2020.pdf


 Good Exporter（売上高に占める輸出割合が高い等一定の要件を満た

す会社）に対する VAT還付の早期化：オンライン申告の場合には 15

日、文書での申告の場合には 45日 

 COVID-19対策支援ファンドへの寄附金追加控除：e-Donationを経由し

て 2020 年 3月 5日から 2021年 3月 5日までに行われた COVID-19対

策支援ファンドへの寄付金について、個人の場合課税所得の 10％を限

度、法人の場合課税所得の 2％を限度として追加所得控除が可能 

 債務整理に係る租税公課の減免：債権放棄、債務整理に関連する資産

の譲渡・サービス提供、担保不動産の譲渡等から生じる所得または取

引に課される租税が免税。不動産の登記費用等の公課も軽減。貸倒損

失の損金算入要件も緩和。 

上記の詳細は以下のリンク先をご覧ください（日本語）。 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-
tax-newsletter-asia-March2020.pdf 
 

フィリピン 

 各種税金の申告・納付期限の 30日間延長（法人税、VAT、源泉税等） 

 税務調査の時効及び徴税の一時停止（2020年 3月 16日より発効。非

常事態宣言解除後 60日を経過するまで継続） 

ベトナム 

 一定の業種に対する納付期限の延長 

 VAT（月次、第 1四半期 - 2四半期）：5 ヶ月間延長（法人）、2020年

12月 15日まで延長（個人） 

 個人所得税（FY2019 ）：2020年 12月 15日まで延長 

 土地リース料：5 ヶ月間延長（ただし、2020年 10月 31日まで） 

 税務調査対象会社の優先順位付け： 税務リスクが高くないと思われる

企業で、COVID-19の影響を受けている企業については、実地調査を延

期する等税務調査を緩和 

 支払利息の損金算入制限の緩和（法人税） 

 損金算入制限：EBITDA20%から 30%へ引き上げ 

 支払利息の計算：総支払利息から、銀行預金利息を控除 

マレーシア 

【法人税】 

 法人税分割納付の延期（観光業） 

 指定月(６、9か月目)以外の法人税見積り修正のペナルティ免除（観光

業） 

 承認された観光関連のトレーニングで発生した費用の二重控除（観光

業） 

 ICT を含む機械および設備に対する 2 年間の加速度キャピタルアローワ

ンス 

 RM300,000 を上限とする改修費用の損金算入 

 法人税分割納付の延期（4-6月）（SME） 

 法人税申告納付期限 2か月延期（一部の期末） 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-tax-newsletter-asia-March2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/it/jp-it-tax-newsletter-asia-March2020.pdf


 Form E 申告期限 2か月延期（3月末→5月末） 

 3月末の CbCR Notification期限を 5/15までに延期 

【個人所得税】 

 国内旅行費用の所得税控除（RM1,000 上限） 

 個人所得税申告納付期限 2か月延期（4月末→6月末） 

【間接税他】 

 ホテルサービス税 6％免税(3-8月)（観光業） 

 2020 年 4 月 1 日から 3 年間、港湾業務で使用される機械および機器の

輸入または国内調達に対する輸入関税および 売上税の免除 

 3月末の申告納付期限を 4月末に延期 

 

COVID-19に起因して想定される税務課題と対応策 

COVID-19に伴う経済環境悪化に伴い今後大幅な減収・減益、税務上欠損が

発生する可能性が高いことから、冒頭の「はじめに」で記載しました「税務コ

スト最適化」という観点から、想定されるシンガポール税務課題と対応策に関

して記載します（以下、例示）。 

1. 欠損金の有効活用 

シンガポールに所得法人と欠損法人がある場合、グループリリーフ制度

（損益通算制度）に基づく欠損金の活用が考えられます。 

日系企業は、事業部門中心で海外投資が実行される傾向があり、日本

本社から同一国に多様な形態で投資しているケースが少なくないことか

ら、グループリリーフ制度を活用できていないケースがありますので、再

度資本関係等見直しの検討をする機会が必要な場合があると考えられ

ます。 

グループリリーフ適用要件 

 損失譲渡法人と損失譲受法人がいずれもシンガポール法人である

こと 

 75%以上の普通株式保有による親子関係。または、75%以上の普

通株式保有による親会社をもつ兄弟関係であること（この場合、親

会社もシンガポール法人であること） 

 損失譲渡法人と損失譲受法人は同一の会計期間であること 

2. 優遇税制への影響 

 現在優遇税制を適用している企業 

過去の申請時に当局と合意した定量条件（売上、事業支出、雇用

人数等）の達成が困難となり、当局と優遇税制の再交渉、さらに自

発的に優遇税制の取り下げを行う企業が増加することが想定され

ます。 

 今後優遇税制の申請を検討している企業 

シンガポール当局は、申請者（納税者）が将来成長しシンガポール

の雇用にどれだけ貢献できるか重視する傾向がありますので、ビジ

ネスプラン（売上、シンガポール国内支出額、人員数等）の見直しを

もとに交渉戦略・時期を検討する必要があります。 



デロイトシンガポールは監督官庁出身者含め経験豊富な専門チー

ムを有し、優遇税制の申請。当局との交渉戦略（再交渉含む）のサ

ポートを支援します。 

上記以外にも、COVID-19に伴うサプライチェーン分断に起因して、税務関連

コスト削減を達成できるようなサプライチェーンの最適化、シンガポール地域

統括会社の機能・役割の見直し（無形資産の移転含む）、COVID-19後にお

いて増加すると予想される海外M&Aにおける最適な税務ストラクチャーの

構築等、ビジネスモデル変更の検討を行う企業が増加すると想定され、これ

らに関する具体的な税務課題及び対応策に関しては、今後発行予定のニュ

ースレター（「ビジネスモデル変更への対応」）でご紹介させていただきます。 

その他の税務課題 

上述の通り、COVID-19による経済環境の悪化により企業のコスト削減努力

が一層求められると予想されますので、COVID-19を切り離して考えた場合に

おいても、以下のように、不要な税務コストは最小化し、またその他の税務関

連コスト（社内税務人材の人件費・外部税務専門家への報酬等）を合理化・

効率化することは今後重要性が増すと考えられます（以下、例示）。 

税務コストの最小化 

 過度に保守的な税務ポジション(会計上の費用を税務上否認している場

合等)をとり、不要な税コストを払っていないか 

 優遇税制の適用漏れ（例 各種 GSTスキーム（例：Major Exporter 

Scheme: MES）、二重課税排除措置（外国税額控除等）を網羅的に活用

できているか。 

 関税の見直し（FTA・EPAの適用漏れの見直し等） 

上記については、過年度の税務申告書や現在の税務申告プロセスの見直

し、ローカル税務担当者へのインタビュー等（タックスヘルスチェック）、実効

税率適正化の検討により節税可能な項目を洗い出すことが有用です。 

その他の税務関連コストの最適化 

 ローカル税務人材の教育による能力向上 

 相当の工数を要しているルーチン業務のアウトソース化（例 各種法人関

連の税務申告、Payroll・個人所得税申告、イミグレーション） 

 外部アドバイザー集約による効率化（例 移転価格文書の域内集約） 

 税務テクノロジーの導入(テレワーク化への対応含む) 

さいごに 

COVID-19によるビジネスへの混乱が収束するまでには暫く時間を要すること

が想定されますので、各企業では引き続き情報収集を適時・適切に行うこと

が求められ、特に地域統括会社においては自国のみならず、域内傘下子会

社へのサポートも重要となります。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。 

また、COVID-19を起因とした全社的なコスト削減の要請に基づき、税務関連

コストの最適化の重要性が益々高まることから、税務リスクをしっかり管理し

た上で適切な税務プランニングの検討や、より筋肉質な税務体制・業務の構

築を今から検討することが重要と考えられます。 



次回のニュースレターでは（4月 13日発行予定）では、「税務リスク管理の徹

底」を取り上げる予定です。 
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