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ウィズコロナ/アフターコロナの対応策

～景気後退局面においてやるべきこと～
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コロナショックによる企業経営の影響
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欧米諸国での感染爆発
世界経済の停滞

自粛による経済減速
サプライチェーンの毀損

中国生産拠点の
停止・稼働低迷

コロナショックが国内企業に与えた影響

コロナショックによる企業経営の影響
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日経平均株価 推移
国内での
感染確認

初の日本人
感染者確認

DP号帰航

国内で
死者確認

政府がイベント等の
中止・延期を要請

小中高 臨時休校

特措法
施行 新規感染者数ピーク

720人/日東京五輪
延期決定

7都府県に
緊急事態宣言

緊急事態宣言
全国に拡大

緊急事態宣言延長

緊急事態宣言
39県解除

緊急事態宣言
全国で解除

中国人観光客の急減に
よるインバウンド需要減

✓ インバウンド向け
観光業・宿泊業

✓ インバウンド向け
小売業

✓ 中国に拠点をもつ
製造業

✓ 内需向け観光業・宿泊業
✓ イベント関連事業

✓ 飲食業・サービス業・アパ
レル関連産業

✓ 自動車などグローバルサ
プライチェーンを要する製
造業

✓ 国内外問わずあらゆる業種

フェーズ

影響を受
ける業種
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ウィズコロナ/アフターコロナの経営課題・検討すべき事項



@2020 Grant Thornton Yamada & Partners. 本資料は2020年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。
このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご留意ください。

想定されるアフターコロナの世界

ウィズコロナ/アフターコロナの経営課題・検討すべき事項

5

◆ COVID-19終息のためにはワクチンや治療薬の開発が不可欠だが、実用化には数年を要すると予想されている

◆ ウィルスとの共存を前提とした「新しい生活様式」により、消費者・労働者のライフスタイルが不可逆的に変化する

ことを想定し、企業活動のための前提条件を見つめなおすことが必要

※厚生労働省 『 「新しい生活様式」の実践例 』 より抜粋

✓ リモートワーク

✓ 成果主義

✓ 出張機会の減少

✓ 会議・面談のオンライン化 …etc

✓ ソーシャルディスタンス

✓ 帰省や旅行の自粛

✓ 巣ごもり消費

✓ オンライン飲み会 …etc

消費生活の変化

労働環境の変化

「ニューノーマル」の時代に自社を取り巻く環境はどう変化するか？

EC化・非対面化・サプライチェーンの国内回帰・オフィスの役割変化 …etc
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アフターコロナに向けて今やるべきこと・今だからやれること

ウィズコロナ/アフターコロナの経営課題・検討すべき事項

事業戦略

組織体制

業務改善

リスク管理

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
に
向
け
た
経
営
課
題

✓ 中期経営計画の見直し
✓ ビジネスモデルの再構築

✓ 事業部門や関係会社の再編
✓ 組織体制・人事評価制度の再構築
✓ M&A（売り・買い）

✓ システム再構築・高度化
✓ クラウド活用、自動化
✓ リモート前提の業務フロー構築

✓ リスクマネジメント方針の見直し
✓ 事業継続計画（BCP）策定

短
期
的
な
危
機
対
応
策

中
長
期
的
な

経
営
課
題

◆ 感染防止のための生活様式を踏まえ、アフターコロナの外部環境を予測したうえで、「アフターコロナに向けた

経営課題」に加え、多忙や人手不足で取組めていなかった「中長期的な経営課題」への取組みが重要

→ 今やるべきこと ・ 今だからやれること を考える

後継者
問題

資本政策

✓ 後継者の選定
✓ 後継者の育成
✓ 事業承継計画の策定

✓ 株主構成の見直し
✓ 持ち合い解消

安
全
確
保

資
金
確
保

支
出
削
減

✓ 金融支援の活用
✓ 金融機関への返済猶予

要請
✓ 税金・社会保険料の猶予

制度活用
✓ 余剰資産の現金化

✓ 人員の休業
✓ 外注の停止
✓ 賃料の減免依頼
✓ 助成金等の活用
✓ 税制支援の活用

✓ 「３密」の防止
✓ 検温・消毒・マスク着用

などの徹底
✓ テレワークの導入
✓ オンライン会議の活用
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新型コロナウィルス関連支援情報(助成金・金融支援・税制措置)
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助成金・給付金

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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持続化給付金

雇用調整助成金

ものづくり/IT/小規模
事業者持続化補助⾦

経営資源引継ぎ
補助⾦

新型コロナウィルスの影響により売上が前年同月比50％以上減少している法人に最
大200万円、個人事業主に最大100万円を支給（使途は問われない）。

従業員を一時休業させた場合、休業手当の最大100％を助成（上限15,000円/日）。
訓練を実施した場合助成金加算(2,400円）。

中小企業の①設備投資や②ITツール導入、③販路開拓費用の一部（1/2〜2/3)を補
助。最大1千万円。③は小規模事業者（製
造業20名以下、その他業種5名以下）のみ申請可能。

事業承継、再編時の専門家に支払う費用（仲介手数料、事業調査費用等）及び譲渡
側の廃業費用の2/3、最大650万円（廃業費用を活用しない場合は200万円）を補助。

項目 内容

家賃支援給付金

5月〜12月において以下のいずれかに該当する者に、直近の支払家賃に応じて算出
した一定の給付金（6ヶ月分）を支給（上限：法人は100万円/月、個人事業主は50万
円/月）。
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30％以上減少
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金融支援

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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日本政策金融公庫
経営環境変化対応資金
（セーフティネット貸付）

（既存）

日本政策金融公庫
新型コロナウイルス

感染症にかかる衛生環境
激変対策特別貸付

（新設）

商工組合中央金庫
新型コロナウイルス感染
症特別貸付（危機対応融

資・損害担保貸付）
（新設）

日本政策投資銀行
（DBJ）

危機対応業務
（中堅企業・大企業）

（新設）

2/14以降、「売上高が▲5%以上」と
いった数値要件にかかわらず、
今後の影響が見込まれる事業者も
対象に含む

・旅館、飲食店、喫茶店
・売上高（直近1カ月）が前年又は
前々年同期比▲10%以上、かつ今
後も減少が見込まれること等

売上高（直近1カ月）が前年又は
前々年同期比▲5%以上の中小企
業等

大企業：1/2以内（要件Bの場合2/3以内）
中小企業等：2/3以内（要件Bの場合3/4以
内）
中小企業等グループ：3/4以内
補助上限：１５０億円

項目 要件 融資限度額

日本政策金融公庫
新型コロナウイルス

感染症特別貸付
（新設）

売上高（直近1カ月）が前年又は
前々年同期比▲5%以上

金利

・中小企業事業7.2億円
・国民生活事業4,800万円

・旅館業別枠3,000万円
・その他別枠1,000万円

・中小企業事業3億円
・国民生活事業6,000万円
（融資枠別枠・無担保）

・中小企業の場合1社あたり
残高3億円以内（中堅企業
の場合一律の限度なし）

（日本政策投資銀行等との
合算累計貸出額が20億円
以内）

・中小企業事業1.11%

（長期運転資金の場合、
上限3%）
・国民生活事業1.91%

・基準金利1.91%

（振興計画認定を受けた
生活衛生同業組合の組合
員は▲0.9%）

・基準金利1.36～1.55%（当
初3年間▲0.9%）、4年目以降
基準金利
【利下げ限度額】
・中小事業1億円
・国民事業3,000万円

・商工中金所定の利率（当初
3年間▲0.9%）、4年目以降
基準金利
【利下げ限度額】
・1億円

上限なし
（ただし、民間銀行との協調
が前提）

原則固定金利（一定の金利
優遇あり）
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税制措置

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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納税猶予

税額の還付

既存措置の
拡充・延長

１．納税の猶予制度の特例 ➤無担保・延滞税なしでの納税猶予制度

２．欠損金の繰戻しによる還付の特例 ➤資本金１億円～10億円の法人についても適用可能となる

4．生産性向上の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

5．テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

税額の減免 ３．中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

その他 （参考） 申告期限の延長

項目 概要
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税制措置 1．納税の猶予制度の特例

1．改正の概要

（※1） 収入が大幅に減少した場合とは、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少した場合である。
（※１） 個人の方の一時所得などについては、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないので、事業等に係る収入には含まれない。
（※2） 一時に納税をすることが困難かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど、納税者の置かれた状況に配慮し適切に対応する。

3．実務上の留意点

イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置により、収入が急減している状況を踏まえ、収入が
相当に減少している方については、申請を行うことで無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予できる特例を設ける。

2．適用時期
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものについて適用する。
※ 施行日前に期限が到来しているものについても遡及して適用することができる。

・申請書及び提出書類の内容については今後の詳細を待つ必要がある。
・対象期間の損益が黒字の場合であっても、要件を満たせば適用可能である。
・分割や合併等で前期比較ができない場合の申請について検討が必要である。
・関係法令が施行される前に延滞税が生じる現行の納税猶予制度の適用を受けている方は、特例に切り替えることで、

はじめから延滞税がないものとして猶予を受けることができる（すでに延滞税を納付済みの場合は還付がある）。

11

対象税目 国税（所得税、法人税、消費税等）及び地方税のほぼすべての税目　（社会保険料も含む）

下記の二つをいずれも満たすこと

　①新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入が大幅に減少したこと（※1）

　②一時に納税をすることが困難と認められること（※2）

担保提供 不要

延滞税 免除

猶予税額 収入減少分までの税額

申請期限 関係法令の施行から2か月後、又は、納期限のいずれか遅い日

適用要件

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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4．（参考）納税猶予のイメージ

12

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）

税制措置 1．納税の猶予制度の特例

【法人税の納税猶予のイメージ】
決算期：3月
平成31年3月の売上：1億円　　令和2年3月の売上：9,000万円　　⇒　収入が10％減少
平成31年4月の売上：1億円　　令和2年4月の売上：7,000万円　　⇒　収入が30％減少

申告期限の延長等の適用なし

※　納税を猶予された法人税の納付計画については、一括あるいは分割のいずれも選択可能である。

【納税猶予の切り替えができる場合】
決算期：12月
平成31年3月の売上：1億円　　令和2年3月の売上：9,000万円　　⇒　収入が10％減少
平成31年4月の売上：1億円　　令和2年4月の売上：7,000万円　　⇒　収入が30％減少

申告期限の延長等の適用なし

猶予

令和3年5月

猶予期限

令和2年3月

納税期限

令和2年4月

収入10％減少
⇒特例対象外

令和2年5月

収入30％減少
⇒特例対象
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税制措置 2．欠損金の繰戻しによる還付の特例

1．改正の概要

2．適用時期

3．実務上の留意点

現在の中小企業者等（資本金１億円以下）に加え、資本金１億円超１０億円以下の法人についても、青色欠損金の繰戻し還付を受けること
が可能となる。前事業年度は黒字だった法⼈が、新型コロナウイルスの影響等を受け、当事業年度で赤字になった場合には、前事業年度に
納付した法⼈税の還付を受けることができる。

2020年（令和2年）2月1日から2022年（令和4年）1月31日までの間に終了する事業年度。
（当該期間に生じた欠損金について、繰り戻し還付の適用が受けられる。）

・解散等の事実が生じた場合の欠損金額、中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額は従来より適用が可能。
・災害損失欠損金がある場合には、白色申告法人の欠損金でも適用が可能。さらに、青色申告書を提出する法人であれば過去

２年以内に開始した事業年度に繰り戻して還付が可能なので、前事業年度が赤字でも還付を受けられる可能性がある。
→次ページ参照

・地方税には繰戻し還付の制度がないので注意が必要である。

（例）
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対象法人 現行 中小事業者等（資本金１億円以下）

資本金１億円超～１０億円以下の法人を追加

ただし、大規模法人（資本金の額が 10 億円を超える法人など）の100％子会社及び100％グループ内の
複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等を除く。

適用要件

・１年決算法人を前提

青色申告書の提出法人

・還付所得事業年度（黒字であった前事業年度）に青色申告書である確定申告書を提出、かつ
・欠損事業年度（赤字である当事業年度）に青色申告書である確定申告書を提出期限までに提出

改正
（特例）

※

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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【参考】 災害損失欠損金の繰戻し還付（現行制度）について

（1）概要

上記１の青色欠損金の繰戻し還付のほか、新型コロナ感染症の影響により損失が発生している場合には、既存の制度である「災害損失欠損
金の繰戻し還付」により、法人税の還付を受けられる可能性がある。法人規模にかかわらず適用を受けることができ、白色申告書を提出する法
人の前事業年度の黒字にも適用がある。青色申告書を提出している法人であれば、２期前の黒字にも充当できる。

（※1）災害損失欠損金額とは、 災害欠損事業年度の欠損金額のうち、災害損失の額（※2）に達するまでの金額をいう。

今回の新型コロナウイルス感染症の影響による、例えば次のような費用や損失
は、「災害損失欠損金」に該当する。

◆飲食業者等の食材の廃棄損
◆感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の

除却損
◆施設や備品などを消毒するために支出した費用
◆感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清

浄機等の購入費用
◆イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等

の廃棄損

※保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く。

(例１）前期も赤字だが、前々期が黒字である場合

(例2）中小事業者等の繰戻し還付と、災害損失欠損金の繰戻し還付を併用

対象法人 災害により災害損失欠損金額(※1)が生じた法 人

内容

適用要件
・還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出
・欠損事業年度の確定申告書又は仮決算による中間申告書を提出

　災害欠損事業年度開始の日前1年（青色申告である場合には、前2年）以内に開始したいずれかの事業年度（還付所得事業年度）の法人税額のうち災害損
失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができる

（※2）災害損失の額とは、災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額で、資産の滅失等により生じた損失の
額、被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額及び被害の拡大又は発生の防止のための費用に係る損失の額（保険金、損害
賠償金等により補てんされるものを除く。）の合計額をいう。

<前々期>
2017.4.1 2018.4.1 2019.4.1 2020.4.1

<前期> <当期>

災害損失欠損金額
1,000万円

その他の欠損金額
200万円

欠損金額
100万円

所得
1,500万円

法人税額
2,838,000円

青色欠損金額
1,200万円

相殺

（2,838,000円×1,000万円／1,500万円）
＝還付額1,892,000円 還付

災害損失欠損金額
1,000万円

その他の欠損金額
200万円

所得
500万円
法人税額
750,000円

所得
800万円

法人税額
1,200,000円

青色欠損金額
1,200万円

（1,200,000円×800万円／800万円）
+（ 750,000円×400万円／500万円）
＝還付額1,800,000円 還付

相殺

<前々期>
2017.4.1 2018.4.1 2019.4.1 2020.4.1

<前期> <当期>
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税制措置 【参考】 災害損失欠損金の繰戻し還付（現行制度）について
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税制措置 3．中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

1．改正の概要

（※1）上記の「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう（性風俗関連特殊営業を営む者を除く。）。
① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

（ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。）
② 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

（※2）全ての事業の売上高の総額をいう。

3．実務上の留意点

新型コロナウイルスにより厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、令和3年分の固定資産税及び都市計画税に限り、
税負担を最大ゼロに軽減する救済措置を設ける。

2．適用時期

令和3年度分の固定資産税及び都市計画税に適用される。

・軽減額は売上高の前年比の減少割合に応じるため、いずれの3か月を選択するか検討が必要である。
・認定経営革新等支援機関等が会計帳簿等で売上高減少要件を確認する必要がある。
・固定資産税、都市計画税における他の申告制度と同様に虚偽の記載をした場合の罰則が設けられる。

中小事業者等

認定経営革新等
支援機関等

市町村

①申請 ②認定

③申告
(1月末日まで)

④軽減

<手続きイメージ>
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適用対象者 中小企業者等（※１）

対象資産 償却資産及び事業用家屋

適用要件

①令和2年2月から同年10月までの任意の３か月間における売上高（※２）が、
　前年の同期間の売上高と比べて30％以上減少していること
②令和3年1月31日までに認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、
　市町村に申告すること

軽減額
上記①の減少割合に応じて、次の金額を軽減する
・30％以上50％未満減少している場合・・・1/2
・50％以上減額している場合・・・全額

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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税制措置 4．生産性向上の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

1．改正の概要

3．実務上の留意点

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向
けた固定資産税の特例措置の拡充・延長を行う。

2．適用時期

適用期限を令和5年3月31日までの取得に2年間延長する。

・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された場合に適用がある。
・拡充対象の事業用家屋及び構築物の適用開始日は不明である。

（※1）上記の「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう（自治体によっては一定の業種を除く。）。
① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

（ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。）
② 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③ 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

④入手

<手続きイメージ >

中小事業者等

認定経営革新等
支援機関等

市町村

⑦申請

⑧認定

設備メーカー等 工業会等

②発行申請

③発行

①証明書発行依頼

⑥確認書発行⑤確認依頼

市町村の認定後に
⑨設備取得
⑩申告

16

適用対象者 中小企業者等（※１）

対象設備

①拡充
事業用家屋と構築物を対象設備に追加
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
・構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1％以上向上するもので、
取得価額120万円以上（1台又は1基）、販売開始時期14年以内のもの

②延長（現行制度）
機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備
※旧モデル比で生産性が年1％以上向上するもの

対象地域
全国1,646自治体（うち1,642がゼロ（2020年2月末時点））
※導入促進基本計画の同意を受けた市区町村

軽減措置
固定資産税（通常、評価額の1.4％）を投資後3年間ゼロ～1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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1．改正の概要

2．適用時期

3．実務上の留意点

・現時点で、適用開始時期は不明。適用期限は2021年（令和3年）3月31日まで。

(※)中小企業者等とは
‐資本金又は出資金の額が1億円以下の法人。ただし、以下の法人を除く。

① 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
② 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
③ 前3事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人

‐資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
（前3事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人を除く）

‐協同組合等（農業協同組合、中小企業協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会等を含む）
※NPOや社会福祉法人等も対象

中小企業によるテレワーク等への投資を促進するため、中小企業経営強化税制に新たな類型として「デジタル化投資」を追加。
新たにテレワーク等を行うための一定の投資を行った場合に、即時償却又は税額控除ができる。

・現行の中小企業経営強化税制は、適用要件として生産性や投資収益率といった達成目標が必要とされているが、新しい類
型では、該当する設備の取得のみが要件となっているため、従来よりは適用しやすくなると予想される。

ただし、適用時期や、認定の手続き等の詳細は明らかとされていないため、今後の詳細情報の確認が必要となる。

対象法人 青色申告書を提出する中小企業者等(※)

適用要件 ①経営強化法の認定

②遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備

認定を受けた中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画に記載された次の設備

対象資産 ①機械・装置（１６０万円以上）

②工具（３０万円以上）

③器具備品（３０万円以上）

④建物附属設備（６０万円以上）

⑤ソフトウェア（７０万円以上）

※ その他の要件として、国内への投資であること、中古資産・貸付資産でないこと等

税制措置 即時償却又は７％税額控除（資本金３千万以下もしくは個人事業主は10％）
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【参考】中小企業経営強化税制のイメージ図

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス
業、小売業、料理店業その他の飲食店業（注1）、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、

こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・
美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合（他に分類されないもの）、サービ
ス業（他に分類されないもの）
（注1） 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業については、生活衛生同業組合の組合員が営むものに
限り対象となる。
（注2） 電気業、熱供給業、水道業、娯楽業（映画業を除く）等は対象とならない。また、性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象と
ならない。

※１ 指定事業 この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業である。

※２ 限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。

※３ 税額控除は、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所
得税額の20％が上限となる。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができる。

拡充
（テレワーク等のための設備投資

に係る新たな類型を追加）

類型
生産性向上設備

（A類型）
収益力強化設備

（B類型）
デジタル化設備
（新しい類型）

要件 ①経営強化法の認定 ①経営強化法の認定 ①経営強化法の認定

②生産性が旧モデル比年平均
１％以上改善する設備

②投資収益率が年平均５％以上の
投資計画に係る設備

②遠隔操作、可視化、自動制御化
のいずれかに該当する設備

対象 ◆機械・装置 ◆機械・装置 ◆機械・装置（160万円以上）

設備 ◆測定工具等 ◆工具 ◆工具（30万円以上）

◆器具・備品 ◆器具・備品 ◆器具備品（30万円以上）

◆建物附属設備 ◆建物附属設備 ◆建物附属設備（60万円以上）

◆ソフトウェア ◆ソフトウエア ◆ソフトウエア（70万円以上）

適用
期限

2021年（令和3年）３月31日までに、対象設備を取得等して指定事業(※1)の用に供すこと

税制
措置

即時償却(※2)　又は　7％税額控除（資本金3千万以下もしくは個人事業主は10％）(※3)

現行の中小企業経営強化税制

18

新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）

税制措置 【参考】中小企業経営強化税制のイメージ図
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1．所得税、消費税、贈与税について
一律4月16日まで延長されたが、その期限内に申告・納付が困難な方について、4月17日以降も個別に申請することで、期限の延長が認められる。
感染拡大により外出を控えているなど、感染症の影響で、申告書を作成することが困難な方について認められる。
個別申請は、申請書作成は不要で、申告書の第一表の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限 延長申請」といった文言を記載する。
また、e-taxで提出する場合、所得税確定申告書の送信準備画面の特記事項の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限 延長申請」と入力。
申告期限、納付期限は、原則として、申告書の提出日となる。

2．相続税の申告・納付について
個別に申請することで、期限の延長が認められる。
感染拡大により外出を控えているなど、期限内に申告ができない、やむを得ない理由がある場合、各相続人が個別に申請を行うことにより、認められる。
個別申請は、申請書作成は不要で、申告書の第一表の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限 延長申請」といった文言を記載する。
通常、相続税の申告書は相続人全員が連名により税務署に提出するが、上記文言を付記することで、全員が延長申請したこととなる。
また、e-taxで提出する場合、相続税の申告書等送信表の特記事項の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限 延長申請」と入力。
申告期限、納付期限は、原則として、申告書の提出日となる。

3．法人税、消費税、源泉所得税について
一括した期限の延長はない。ただし、申告・納付ができない、やむを得ない理由がある場合、個別の申請を行うことで、期限の延長が認められる。
やむを得ない理由について、本件の特性に鑑み、幅広く認められると考えられる。

具体例として、感染症拡大防止のため、経理部担当者が在宅勤務や休暇を取得し、通常の業務体制が維持できない場合や、経理部担当者が感染症に
感染、または濃厚接触者に該当し、担当部署を閉鎖する必要が出た場合、また申告書を作成する税理士、その職員が感染症に感染した場合などにより、
決算、申告、納付を行うことが困難な場合など。
個別申請は、申請書作成は不要で、申告書の第一表の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限 延長申請」といった文言を記載する。
また、e-taxで提出する場合、添付書類 送付書の「電子申告及び申請・届出名」の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限 延長申請」と入力。
申告期限、納付期限は、原則として、申告書の提出日となる。申告するときに納付が必要となりますので注意が必要。

※納税を猶予する特例も導入される。（前述）
新型コロナウイルスの影響で事業収入が大幅に減少した方に対し、1年間納税を猶予する特例。
対象税目として、法人税、消費税、源泉所得税などの国税、および地方税、また社会保険料も含む。
本年2月1日から来年2021年1月31日までの1年間に納期限が到来するものが対象。

要件として、本年2月以降、前年同月と比較して事業収入が概ね20%以上減少し、かつ、一時に納税を行うことが困難な場合。
担保の提供は、必要なし。
延滞税は、免除。

税制措置 【参考】 申告期限の延長
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新型コロナウィルス関連支援情報（助成金・金融支援・税制措置）
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景気後退局面における税務・財務関連トピック
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財務リストラクチャリング

景気後退局面における税務・財務関連トピック

21

売却によりキャッシュを得ることができる
⇒ 短期的なキャッシュ

◆一般的なM&Aの目的
①コスト節約
②シナジー効果
③財務上の必要性

不況下であれば、①③はより意識される

売却前に子会社の債務超過を解消する
必要もあり ➡ 支援スキームの検討

① 労働条件の見直し・人員整理
－ 事業譲渡・会社分割等を契機に

② 経営の効率化
－ 完全資本関係の構築（完全子会社

化）、グループ内部門・会社の統廃合によ
る費用節減等

③ 資金調達コストの縮減
－ 不採算事業と好業績事業との合併

等による財務体質の健全化

速やかな検討が必要

S1

P

S2 S3
業績
悪化

P借入金

S貸付金

支援(債権放棄・DES)

グループ再編(統合・整理・解散)

M&A

支援スキーム

① 債権放棄

② DES（現物出資）

③ 擬似DES（金銭出資 + 貸付金回収）

④ 事業譲渡（又は、分割）+ 清算

検
討
事
項

M&A

再編

支援

1

2

3

▐ コロナショックによる影響

一事業(子会社等)の業績悪化に対し
今後の財務戦略を検討する必要がある

▐ 不採算事業の売却(M&A)

▐ グループ内再編

④ タックスプランニング
－ 合併・会社分割等による不

採算事業（法人）の含み損や繰
越欠損金の使用

▐ 支援

☞ スキームごとのメリット・デメリットを把握し
税務検証が必要
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景気後退局面(株価下落)の事業承継（1/3）

22

評価会社配当

類似会社配当

・上場会社の株価を基にして、配当、利益、純資産の3要素を比較して計算する方法

<類似業種比準価額方式>

３

斟酌率

０．７
０．６
０．５

×
評価会社利益 評価会社純資産

類似会社利益 類似会社純資産
＋＋類似業種

株価
×

16,000円

18,000円

20,000円

22,000円

24,000円

26,000円

1月 2月 3月 4月 5月

(参考)日経平均株価の推移（2020年）

連動

▐ コロナショックが未上場株価に与える影響

外部要因

内部要因2

1 類似業種株価下落

対象会社の利益低下

類似業種比準価額下落 株価下落

内部要因2
外部要因1

時期 月間株価

2019/1 20,773円

2019/2 21,385円

2019/3 21,206円

2019/4 22,259円

2019/5 20,601円

2019/6 21,276円

2019/7 21,522円

2019/8 20,704円

2019/9 21,756円

2019/10 22,927円

2019/11 23,294円

2019/12 23,657円

　2019年
　平均株価
　21,780円

時期 月間株価

2020/1 23,205円

2020/2 21,143円

2020/3 18,917円

2020/4 20,194円

2020/5 21,878円

約14％下落

<前提>評価対象会社の財務状況、類似株価は下記の通り

※コロナショックにより、利益が０、類似株価が10％下落した場合

2019年 2020年

資本金 1,000万円 1,000万円

発行株数(額面50円) 200,000株 200,000株

配当 0万円 0万円

利益 3,000万円 0万円

純資産 30,000万円 30,000万円

類似株価 500円 450円

類似会社配当 5円 5円

類似会社利益 25円 25円

類似会社純資産 500円 500円

内
部
要
因

外
部
要
因

景気後退局面における税務・財務関連トピック

※今後、類似会社の要素が下がると対象会社の株価は上昇

外部要因1

内部要因2

<株価への影響>

0 150 1500 1株当たり株価 株価総額
5 25 500

3

0 0 1500 1株当たり株価 株価総額
5 25 500

3
0.7= 315円 63,000,000円

（2）2020年

+ +
450 × ×

0.7= 1,050円 210,000,000円

（1）2019年

+ +
×500 ×

7割減
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景気後退局面(株価下落)の事業承継（2/3）

景気後退局面における税務・財務関連トピック

現状分析 事業承継プランの検討
ﾌｪｰｽﾞ1 ﾌｪｰｽﾞ2

プロセス

内容

(例)

(1)2020年決算
に係る株価確認

(2)将来株価の
シミュレーション

(2)将来株

価のシミュ
レーション

・今後の事業計画に基づき、
現在から将来に掛けての、株価推移
の予測シミュレーションを行い、株価
の傾向（株価が底値になるタイミング）
の確認。

(1)いつ (2)誰に (3)どのように

(1)いつ

(2)誰に

・フェーズ１の株価推移を参考に、後継者への株式移転時期の検討。
※後継者の年齢等から株式移転が先送りになる場合には、HD化に
よる株価上昇抑制対策の検討を（次頁参照）。

・後継者を決めきれず、選択肢を狭めることが無いよう、親族内、親族
外従業員、第三者（M＆A）の誰に事業を託すのか、承継先の検討。

(1)2020年

決算に係る
株価確認

・2020年決算に基づき、株価試算を行い、
どこまで下落しているか確認を行う。
※売上減少により、会社規模が下がって
いるケースなど、逆に株価が上がってい
るケースに注意が必要。

(3)どのように

・株式移転方法の検討。
①暦年贈与（相続時精算課税制度、事業承継税制）
②持株会社方式による売買
③グループ体制の見直し（事業再編・HD化）
④分散株主整理 など

▐ 今やるべきこと

株価予測を行い早期着手・実行が重要

23
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景気後退局面(株価下落)の事業承継（3/3）

景気後退局面における税務・財務関連トピック

A社

株主

新設会社を設立
(HD)

A社株式

HD株式

▐ 持株会社化(HD化)の効果

HDの株価算定上、A社の値
上がり益の37％が控除される

HD化時点の株価が低いほど
効果は大きいため、株価が下
落したタイミングで行うことが
望ましい

▐ 【参考】持株会社化(HD化)の手法 株主

A社

HD

※税務・法務・会計面の詳細な検討が
必要です

24
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景気後退局面の管理体制強化（1/3）

景気後退局面における税務・財務関連トピック

25

▐ 持株会社による経営管理強化

事業会社

持株会社

持株会社の
機能設計がされておらず
経営管理ができていない

・上記機能達成のための具体
的施策

・持株会社が備えるべき機能

・グループ経営理念、ビジョン、行動指針等の策定・見直し
・グループの中期経営計画の策定及び共有
・持株会社での各部門、業務の統合
・その他グループでの会議体・委員会・情報交換会などの設立・

運営

・持株会社の経営管理（経営指導）による経営効率の向上
・資金調達を持株会社で行うかどうか
・不動産管理を持株会社で行うかどうか

内容項目

コロナショックにより見直しが必要な持株会社の機能設計にあたっての検討事項

・持株会社と子会社の役員構
成

・持株会社の機関設計、役員構成
・持株会社の役員と子会社の役員を兼務とするか、又は完全に

分離するか
・子会社の役員を一部持株会社の執行役員等にするか

・持株会社の経営管理体制の
構築

・稟議,承認,報告体制、計数管理、子会社の評価,監査のための
具体的な規程整備

・持株会社の財務、総務,人事
・コンプライアンス、内部監査
・子会社との取引契約の整備

子会社

持株会社

持株会社の
機能設計がされておらず
経営管理ができていない

事業会社

持株会社 持株会社の
機能設計がされておらず
経営管理ができていない

子会社

持株会社
持株会社の

機能設計を図り適切な
経営管理がされることで、

最適な経営効率が
実現

景気後退局面だからこそ、アフターコロナに備えたグループの管理体制の強化、見直しが必要
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景気後退局面の管理体制強化（2/3）

景気後退局面における税務・財務関連トピック

▐ 子会社管理の強化 資金・人材・資産の適正化

＜課題＞
・持株会社化をされているケースは多いが、持株会社と子会社間において

資金や人材、資産が有効活用されていないことがある。また、持株会社の管
理やマネジメントが不十分のため、経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を適正配
分することでグループマネジメントの強化を図る必要がある

＜資金の適正化に向けた検討事項＞
①各社のキャッシュポジションの確認
②グループ資金の集約・融通ルールの設計
③グループ資金管理契約等の整備

＜人材の適正化に向けた検討事項＞
①管理部門等の集約にあたっての重複業務の把握
②給与負担金、経営指導料等の算定
③出向規定、就業規則等の整備

＜資産の適正化に向けた検討事項＞
①不動産所有に伴うランニングコストの把握
②移転コストの検討
③課税関係の検討（適格組織再編成による税負担のないスキーム）

＜資金の適正化＞
・余剰資金の運用・管理及び資金調達を持

株会社が一括して行うことで、グループ各社
の金融を最適化・効率化する体制の構築が
可能

＜人材の適正化＞

・管理部門を持株会社に集約することで、
重複業務の削減による業務の効率化が可能

＜資産の適正化＞
・持株会社に不動産や金融資産を集約す

ることで、経営資源の最適配分が可能

持株会社

子会社

持株会社

子会社 子会社

資金の
適正化 人材の

適正化

資産の
適正化

26
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景気後退局面の管理体制強化（3/3）

景気後退局面における税務・財務関連トピック

▐ 経理承継

経営層

事業部門

その他
管理部門

経理担当者
の役割

一般
従業員

◆報告
・月次決算
・営業状況
・予実結果

◆指導
・損益計上時期
・損益意識付け
・経費精算方法

◆監視
・支払の適正性
・契約内容

＜社内＞

◆依頼
・取引内容確認
・未収、立替管理
・財務情報の収集

利害関係者
（金融機関・
株主）

外部業者

＜社外＞

◆報告

・決算報告
・配当通知

◆折衝

・資金調達
・契約内容の検証、交渉

業務の

可視化

・業務内容の把握が可能になる
・属人的なノウハウや情報の具体化が可能になる
・課されている役割が明確化される
・円滑な引継ぎが可能となる

＜業務の可視化にあたって＞
・業務内容のヒアリングが必要
・各部署との連携の確認が必要
・重要資料の作成方法の確認が必要
・保有する重要情報と入手先の確認が必要

検討事項

現状業務の引継ぎ体制の構築

ﾌｪｰｽﾞ1

効果

・業務フローの改善

・承認権限移譲

・チェック体制の構築

・チェックリストの策定

・承認ルールの策定

・担うべき役割確認

・経営資料作成のための

ルール設計

・業務の効率化

・不正の防止

・経営判断に繋がる情報獲得

検討事項

将来に向けた業務引継ぎ体制の構築

ﾌｪｰｽﾞ2

効果
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景気後退局面の資本戦略（株主整理・株主構成の最適化）

景気後退局面における税務・財務関連トピック

▐ 株式分散時の課題

• 少数株主権が行使されるリスク
⇒帳簿閲覧権の行使から株主代表訴訟

に発展するケースも

• 高額な株式買取を請求されるリスク
⇒敵対的株主・反社等への株式譲渡を

回避するため思わぬ支出に

• 経営判断が阻害されるリスク
⇒取締役の選解任、長期的な投資、

M&Aなどの意思決定への反対

具体的なケース

会社

社長

90％ 10％

会社

社長

40％ 30％

会社

社長 投資家

×30名

70％ 30％

遠縁の親族、
元従業員など

先代の
兄一族

先代の
姉一族

30％

業績
悪化

業績
悪化

業績
悪化

▐ コロナショックによる影響

一時的な業績悪化

自社株の値下がり

✓ 配当ストップ
✓ 収益改善に伴う構造改革

分散株式を集約するチャンス（必要性あり）

• 議決権に応じて下記の権利行使が可能

▐ 集約のメリット

経営の安定化
意思決定の迅速化
が可能に

過半数以上の議決権所有

3分の2以上の議決権所有

「普通決議」が可能
例）取締役の選任、解任が可能

「特別決議」が可能
例）定款変更、組織再編の実行が可能

株式集約の手法

■集約スキーム例
・譲渡承認請求
・全部取得条項付種類株式
・株式併合
・株式等売渡請求
・ミニ公開買付

◆少数株主の存在 ◆社長が過半数を保有していない ◆投資家から出資を受けている

28
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所得割

付加価値割
【課税標準】

資本割
【課税標準】

報酬給与額

純支払利子

純支払賃借料

単年度損益

資本金等の額

景気後退局面の外形標準課税の適正化（1/2）

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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外形標準課税法人
• 所得割に対する税率が低い

（実効税率低い）
• 外形基準（付加価値割・資

本割）に対する課税あり

所得水準が高い
• 実効税率のメリットも大きい

税負担適正化に向け
た取り組みが必要

所得水準の減少
• 実効税率のメリット減少
• リストラを行わなければ付加価値割

の課税水準は維持
• 資本金等の額に変化がなければ資

本割に対する課税も変化なし

従業員が多い
（報酬給与額の発生）

有利子負債が多い
（支払利子の発生）

賃借の事業所等が多い
（支払賃借料の発生）

資本金等の額が多い

広域展開するケースでは、従業者数と資本金
等の額は住民税均等割の負担増要因にもなる

✓ 無償減資
・期末資本金を1億円以下にすることで外形
標準課税法人以外の法人へ移行

・資本金等の額に変化はなく、欠損填補の
場合を除いて均等割への影響は限定的

✓ HD化（持株会社化）

・事業を子会社へ移転することで税負担適
正化を図る
・HD化スキーム、外形標準課税と住民税均
等割への影響等が税務上の主な課題

外形標準課税は期末資本金が1億
円超の法人※に適用
※公益法人等や収入割のみが課税される
法人等については外形の適用なし

※留意事項

✓ 事業やレピュテーションへの影響

✓ 税制改正（外形標準課税の制度改正）の可
能性

✓ 税率変更による税効果への影響
✓ 流通税等の考慮

1．事業税（外形あり）の課税構造 2．事業/財務構造が影響する要因 3．検討事項

所得水準とは関係なく発生

景気
好調

景気
後退
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景気後退局面の外形標準課税の適正化（2/2）

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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HD化

• A社はB事業を展開
• 資本金1億円超
• 外形標準課税法人
• 従業者が多い
• 有利子負債が多い
• 広域展開しており支払賃借料が多い
• 均等割の負担も大

A社

B事業

＜現状＞ ＜実行後＞

B社

B事業

付加価値割・資本割への影響

付加価値割

報酬給与額

純支払利子

純支払賃借料

単年度損益

外形
課税
対象

外形
課税
対象

外形
課税

対象外

付加価値割
報酬

給与額

純支払
利子

純支払
賃借料

単年度
損益

A社

HD

HD化

HD化

A社 A社 B社

均等割への影響

• A社は持株会社
• 資本金は1億円超

• B社は事業会社
• 資本金は1億円以下
• HD化に伴い従業者、

有利子負債、資本金等
の額をA社から引継ぎ

前期・当期の総資産に占める特定子会社株式
の割合が50％を超える場合には、その特定子
会社株式の割合分を資本金等の額から控除可

資本割

資本金等の額

付加価値割

報酬
給与額

純支払
利子

純支払
賃借料

単年度
損益

資本割
資本金等

の額

資本割
資本金等の

額

• 均等割は、従業者数と資本金等の額（又は
資本金と資本準備金の合計額）により決定

• 事務所等が所在する自治体で納税義務あ
り

• A社は従業者数・資本金等の額、事務所等
の数が減少

• B社は従業者数・資本金等の額が増加、事
務所等の数が増加

HD化の影響のイメージ（会社分割の場合）

HD化

最適な構成を検討する必要がある
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渡航禁止局面における海外子会社管理

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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海外現法 日本本社

渡
航
規
制

長
期
隔
離

×
現地責任者の
派遣ができない

⇒現地管理ができない

・資金繰り管理

・月次データ取りまとめ

及び財務分析

・債権債務管理

資金繰りを管理することにより資金の過不足を調整
し、現地業務が滞りなく実行されるよう管理

単なる財務数値の報告に留まらず、各種財務分析
等を通じて財務内容の見える化

債権債務の滞留状況の把握及び適切な対応がで
きるよう、債権債務の管理及び分析

・予算実績管理

・日本本社へのレポート

予算実績比較を通じてその達成状況を把握するとと
もに、原因分析及びその解決策の提案

上記各種の分析・管理事項の日本本社への報告
を含め、現地法人の財務面の現状及び改善に対
する協議を実施

内容項目

海外現法

現地会計事務所

現地法人の
管理代行

日本本社

現地状況
をレポート

責任者不在により滞る業務

◼ 責任者が戻るまでの日本本社へのレポート等を担い、現
地の状況把握の迅速化。

◼ 現地専門家と現地スタッフが連携することで、スタッフの
育成に繋がり、将来的に起こりうる緊急時に備えられる。

◼ 本社が直接管理することができない海外において、緊急
時に柔軟な対応が可能となる。

◼ 第三者が管理することで、今まで不透明であった実態を
把握することができる。

管理代行のポイントと効果
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海外サプライチェーンの見直し

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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A国
工場X

日本本社

A国
工場Y

A国
仕入先X

A国
仕入先Y

A

国

日
本

仕入・製造

仕入・製造 販売

販売

A国
工場X

日本本社

B国
工場Y

A国
仕入先X

B国
仕入先Y

日
本

仕入・製造

仕入・製造 販売

販売A

国

B

国

見直しに付随する検討事項

3．移転価格の検討事項

◼ 取引国における移転価格文書化の有無
◼ 取引価格の妥当性

4．統括拠点の検討事項

◼ 統括会社の活用
◼ 活用時におけるタックスヘイブン対策税制の有

無

1．撤退時における検討事項

◼ 撤退国における行政手続き、労務手続き
◼ 撤退に要する期間
◼ 撤退国における課税
◼ 子会社撤退に係る日本親会社における課税

2．進出時における検討事項

◼ 進出国における外資規制
◼ 市場調査、工場調査
◼ 進出に要する期間
◼ 進出国における税制優遇
◼ サプライチェーンによる関税優遇

ウィズコロナにおける喫緊の課題の一つであるサプライチェーンの見直しですが、事前検討を疎かにすると、適切な国に適切
な方法での進出が行えず、莫大な費用だけが生じる恐れがあります。見直し時には、右記項目に注意しながら、適切な判断
のもと実施する必要がございます。

▐ 一極集中の製造拠点を分散し、サプライチェーンの多元化
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【参考】サプライチェーン再構築に係る補助金(1/2)

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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海外サプライチェーン多元化支援策（令和2年度補正予算案額235億円）

日本企業による代替元国から代替先国（アセアン諸国等）への海外製造拠点の複線化や生産拠点・ネットワークの高度化に向
けた設備導入・実証・FS調査等を実施することにあたって、AMEICC事務局（日アセアン経済産業協力委員会）を経由し、補助
金を交付する。

日本
市場

衛生製品等
の供給元

自動車、電機等
製造拠点

災害等により
供給途絶A国

D国医療機器製造工場

C国部品工場

B国衛生製品等

供給元の複線化 / 製造拠点複線化

補助対象投資 以下対象事業に従った製造設備の新増設に必要な機械装置の購入等

補助対象者/補助率
大企業：1/2以内
中小企業等：2/3以内
中小企業等グループ：3/4以内

補助上限 1億円～50億円

募集期限
公募締切：2020年6月15日(月) 12時必着
採択発表：2020年6月下旬

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国外サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、国内の生産拠点等の整備を進
め、製品等の円滑な確保を図ることでサプライチェーンの分断リスクを低減し、滞りない稼働、強靭なサプライチェーン体制を
構築するニーズが増えつつあります。これを受けて、経済産業省は①国内投資促進事業費補助金制度と②海外サプライ
チェーン多元化支援策等の支援体制を創設しております。

▐ 対象事業：供給元、製造拠点の複線化
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【参考】サプライチェーン再構築に係る補助金(2/2)

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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生産拠点の集中度が高い製品・部素材の①国内での生産拠点整備、②極力使用しない技術を活用し生産を行う生産拠点整備にあ
たって、建物、設備の導入に対して、一定の補助金を交付する。

国内投資促進事業費補助金制度（令和2年度補正予算案額2,200億円）

一時的な需要増によって需給がひっ迫するおそれのある製品・部素材のうち、国民が健康な生活を営む上で重要なものの生産拠点
を増強、輸入に依存していた製品等の内製化にあたって、工場内のライン新設、建物・設備の導入に対して補助金を交付する。

特定国 日本製品・部素材
供給ストップ

現地生産
従来のサプライチェーン

（特定国からの輸⼊）が停滞

特定国 日本

⽣産拠点
国内回帰

生産拠点を
国内に整備

NEW

国内生産拠点増強
施設新設

NEW
日本日本

国内生産拠点

補助対象投資 以下の要件に従った建物・設備の導入等

補助対象者/補助率
大企業：1/2以内（要件Bの場合2/3以内）
中小企業等：2/3以内（要件Bの場合3/4以内）
中小企業等グループ：3/4以内

補助上限 150億円

募集期限
先行公募：2020年6月5日(金) 12時必着
一次公募：2020年7月22日(水) 12時必着
採択発表：2020年8月以降

▐ 要件A：製品・部素材等の特定国への依存度低減のための拠点整備

▐ 要件B：国民が健康な生活を営む上で重要な製品等の生産拠点整備
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海外子会社の撤退・縮小

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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• 今後、従来の売上や収入が見込めない、または仕入先の変更などによるコスト増、適正な体制への変更ができないなどの
要因により、事業継続が困難となる可能性もあります。

• その場合の抜本策として事業縮小や撤退が考えられるが、現地法令や行政手続きは国ごとに異なるため、海外における事
業縮小や撤退は容易ではなく、時間も要するため、事前に検討を行い、迅速な意思決定を下せる準備は欠かせません。

内容

③清算

①縮小

事業の取りやめ・従業員の解雇・法
人格の消滅を済ませ中国から撤退。

工場閉鎖、事業譲渡、操業停止によ
り事業のスリム化。

②組織再編
(持分譲渡)

事業・法人格・従業員は維持しつつ、
自己の株式の持分を合弁先又は第三
者に譲渡することにより撤退。

• 完全撤退が可能

メリット

• 清算手続きを回避

• 事業内容の取捨選択が可
能

• 手続きが容易で迅速
• 認可取得が容易

• 紛争、行政罰等に発展す
る可能性が低い

デメリット 所要時間

• 手続きが複雑
• 時間・コストがかかる
• 潜在債務(リストラコスト、
優遇税制・補助金返還)

• 手続きが複雑
• 完全撤退ではない
• 法の不安定性

• 譲渡先探し、譲渡価格の
交渉が困難

• 優遇税制・補助金返還

半年～1年以上

半年～1年以上

3ヶ月～

撤退スキーム

組
合
せ

▐ 代表的な縮小・撤退スキーム（中国の場合）

※ 撤退国により異なるため、各国の手続き等を要確認。

➢ 子会社等を整理する場合の損失負担等 (法基通9-4-1)

法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債
務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担
等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損

失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ず
その損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められ
るときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該
当しないものとする。

(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資
金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。

海外現法

日本本社

子会社の清算の
ために債務の肩代わり

として資金を注入

子会社の解散に伴う損
失負担は国外関連者寄
付として全額損金不算
入となるリスクあり

損失負担

▐ 縮小・撤退時における日本親会社の留意点（整理損の取扱い）
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景気後退局面における税務・財務関連トピック
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ニューノーマル(新常態)に対応した事業計画と保有資産の見直し

コロナ感染拡大をきっかけとして、グローバル化の後退 、密を避ける分散 、業種によってはテレワークが前提となる世の中に変わり
つつある。ニューノーマル(新常態)に対応するために、企業は事業計画や保有資産の見直しが迫られている。
• テレワークやローテーション勤務等により、オフィスの規模縮小や郊外への移転等、働き方や働く場所を見直す動きが出てきている。
• 工場や店舗では、感染リスクを抑制する観点から、人と人との距離を一定以上確保する必要性があるため、非効率な稼働状態に
なっている可能性があるが、同時にAI技術の積極的な活用等により効率化を行う動きも出てきている。
•宿泊施設では未稼働の部屋をテレワークのために提供、イベント関連施設ではチケット収入減少に伴いライブ映像をオンライン配信
する等、ニューノーマルに対応した新たなビジネスが動き出している。

オフィス

工場

店舗

宿泊施設

◼ 働き方と働く場所の急激な変化への対応
◼ テレワーク前提の環境整備
◼ 場合によっては郊外への移転
◼ オンライン会議への移行 等

◼ 従業員間の距離確保に伴う生産ラインの配置変更
◼ カントリーリスクの再検討
◼ サプライチェーンの再構築
◼ AI技術への更なる投資 等

◼ 顧客間の距離確保に伴う顧客数の減少
◼ 顧客単価や回転数の向上
◼ デリバリーやオンライン店舗の充実
◼ オンライン・オフライン間の顧客誘導 等

◼ 顧客層の極端な偏りの解消
◼ 来日旅行者減少に伴う空室の活用
◼ 国内旅行者増加に伴う新ビジネスの展開 等

◼ テレワーク等への投資
⇒設備投資減税の活用（テレワーク版）

◼ 郊外への移転
⇒地方拠点強化税制の活用
⇒事業用資産の買換え特例等の活用
⇒設備投資減税の活用

◼ サプライチェーンの再構築
⇒国内投資促進事業費補助金制度の活用

◼ 既存店舗・施設のリニューアル
⇒設備投資減税の活用

課題解決を促す優遇措置一般的な課題

イベント関連
施設

◼ チケット収入減少に伴う新たな収益基盤の確保
◼ ライブ映像のオンライン配信、課金システムの活用
◼ 未稼働施設の活用方法の検討 等

事
業
計
画
の
見
直
し
が
重
要
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クラウドサービスを使ったバックオフィスの業務改善+在宅化
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クラウドサービスの機能向上が著しく、上手に活用することで下記のメリットが期待できます。

① クラウドサービスを連動させることで、入力や転記プロセスを省略化

② ペーパレス化（請求書、給与明細、年末調整、経費申請など）

③ 経理の在宅勤務化

ITコンサルではクラウドサービスを使ったバックオフィス改善のコンサルティングを提供しています。

クラウド

会計

クラウド

債権債務

クラウド

経費

クラウド

給与

クラウド

勤怠

家 会社

電子請求書

営業

自動

仕訳
連動

従業員

FBデータ

FBデータ

仕訳チェック/仕訳

現預金確認/

簡易CFチェック

経営者

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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電子帳簿保存法への対応

38

電子帳簿保存法に対応するメリット

山田&パートナーズの役務提供

業務プロセスの税務要件チェック 電帳法に適応した運用規定の整備支援

既存会計システムや部門システムの構成チェック 電帳法システムの導入支援

電帳法の申請支援 国税対応

電帳対応

PCで証憑の検索が

可能

紙資料の用意、

取り寄せが不要

税務調査期間の

短縮

コスト削減

ペーパレス化

定期検査後紙の廃棄

が可能に

紙の保存期間の

短縮

帳簿書類の管理・運用
セキュリティの負荷軽

減

スマホアプリを使った

経費申請

業務効率化

景気後退局面における税務・財務関連トピック
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法務リスクの軽減(弁護士法人Y＆P法律事務所)
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ウィズコロナ/アフターコロナの法務リスク

◆取引先との契約に関する問題
• コロナの影響による債務不履行、破産

◆労務問題
• 休業、賃金カット、雇止め、整理解雇

◆事務所移転等に伴う不動産賃貸
• 賃料減額、契約解約

◆株主総会対応
• コロナ禍での開催、書面決議

◆「買いたたき」等の下請法対応
• コロナの影響による債務不履行、破産

◆景気後退局面の組織再編・M&A
• 再生を見据えた組織再編・M&A

◆電子契約に関する検討
• 電子契約のメリット・デメリットを整理しつつ、導
入検討支援

➢内情を把握し法務リスク顕在化を未然に防ぐｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

➢訴訟など突発的業務も迅速に対応

➢複合的な問題も速やかに関係性を把握し対応

◆複数弁護士による対応
• 主任弁護士による継続的対応に加え、各種法務リ
スクに合せて専門チームを編成し対応

◆税理士法人 山田＆パートナーズとの連携
• 法務トラブルに隠れる税務リスクを早期の連携に
より解消、軽減

リスク対応としての顧問弁護士

Y＆P法律事務所の顧問契約

景気後退局面における税務・財務関連トピック

※ 弁護士法人Y&P法律事務所は当法人の提携先です
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山田＆パートナーズの支援メニュー
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税理士法人山田＆パートナーズの支援メニュー

山田＆パートナーズの支援メニュー
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緊急対策支援

財務リストラクチャリング

事業承継

管理体制強化

緊急支援税制を適用し税負担を軽
減したい

不採算事業の撤退したい

株価下落を見据え早期承継したい

景気後退局面にあるからこそグルー
プの管理体制の強化、見直しをした
い

• 固定資産税減免申請支援

• テレワーク投資減税(C類型)支援

• 国内投資促進事業費補助金制度の活用支援

• 不採算事業のM&A支援

• 資金繰り計画作成

• 時価BS作成支援

• 会社解散・清算申告支援

• 不採算事業の整理再編支援

• 子会社支援スキームの検討・実行支援

• 子会社評価損・支援損の税務検証

• 株価算定・株価予測シミュレーション

• 株式承継実行支援

• 持株会社化支援

• 持株会社の機能設計支援

• 子会社管理の強化支援

• 経理改善・承継支援

項目 想定されるニーズ サービスメニュー
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山田＆パートナーズの支援メニュー
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保有資産の見直し
ニューノーマルに対応した保有資産
の見直しをしたい

税負担適正化
(大企業向け)

来期の業績悪化を見据え税負担の
最適化の準備をしたい

• 最適化スキームの構築

• 減資手続き支援

• 持株会社化支援 付加価値割・資本割の最適化

• 設備投資減税の活用支援（テレワーク版）

• 地方拠点強化税制の活用支援

• 事業用資産の買換え特例等の活用支援

• サプライチェーンの再構築/国内投資促進事業

費補助金制度の活用支援

資本政策・戦略

海外事業

株主の最適化を図り経営の機動性
を高めたい

渡航制限により管理者の派遣ができ
ないため、現地の状況が分からない

• 少数株主整理支援

• 分散株主集約支援

• 持合い株式解消支援

• 海外子会社の管理代行サービス

• 海外子会社への送金コンサルティング

抜本的なサプライチェーンの見直し
を行いたい

• 海外サプライチェーン見直し支援

• 海外撤退進出コンサルティング

項目 想定されるニーズ サービスメニュー

ITの見直し
・在宅勤務をしたい
・ペーパレス化を進めたい

• クラウドを前提としたバックオフィス改善

• 電子帳簿保存法の申請支援コンサル
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弁護士法人Y＆P法律事務所の支援メニュー

管理体制強化
経営危機環境にあるからこそ社内管
理体制の見直し強化をしたい

• グループ規程等の管理規程の作成

不動産
賃料減額を求められた
賃料減額をお願いしたい

取引先トラブル
債権を回収したい
契約を解除したい
下請法などの法律違反が気になる

• 債権回収、訴訟対応

• 契約関係の事前整理

• 契約関係に関する法律相談

• 減額交渉等の代理対応

• 法律文書作成

資本政策・戦略

労務問題

株主の最適化を図り経営の機動性
を高めたい

変化した働き方に合わせ、規則を整
備したい

• 少数株主整理交渉

• 分散株主集約交渉（不在株主対応含む)

• 株式買取請求対応

• 就業規則の改定

• 従業員への不利益変更手続きサポート

43

項目 想定されるニーズ サービスメニュー

山田＆パートナーズの支援メニュー

※ 弁護士法人Y&P法律事務所は当法人の提携先です


