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留意事項

本資料は、2020年2月20日に実施したウェビ
ナーの日本語版となります。
本資料の内容および解釈は 添付しております
英語版を優先いたします。 19.03.2020
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当面の課題への対応
講師： 堀内 学
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当面の課題への対応
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コスト負担の軽減と短期的なキャッシュ・フローの改善

19.03.2020

事業の継続
をサポート



キャッシュアウトフロー
の管理
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キャッシュアウトフローの管理
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税負担軽減による企業支援

19.03.2020

法人所得税リベートの延長

2020賦課年度にかかる法人所得
税の25%（SGD 15,000を上限）が

リベートとして減免

固定資産税
リベート

2020年中に課される固定資産税の一定
割合（ 10%、15％、30％※）が減免

※適格商業用不動産の種類によって
減免割合が異なる
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キャッシュアウトフローの管理
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見積課税所得（Estimated Chargeable Income, “ECI”）の分割納付期間を自動延長

19.03.2020

最大分納回数

ECI電子申告のタイミング 現行の分割回数 改正後の分納回数

会計年度終了後1カ月内 10 12

会計年度終了後2カ月内 8 10

会計年度終了後3カ月内 6 8

会計年度終了後3カ月超 分納不可 分納不可

1. 自動延長は、GIROを利用する以下

のいずれかに該当する企業に適用
される:

a) 2020年2月19日から2020年12月
31日までECIを申告する;

b) 2020年2月19日以前にECIを申告
し、2020年3月時点で分納を行って
いる。

2. 該当月の26日までにECI電子申告
を行う
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キャッシュアウトフローの管理
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ECI分納のイメージ

19.03.2020

• A社は12月決算
• 1月20日にECIの電子申告を行う（税額はSGD12,000とする）

2020 202101 02 03 04 0605 07 1008 1109 12

ECIの申告

現行の分納
イメージ

改正後の分納の
イメージ

SGD1,200

の初回納付

01

2020年3月から2020年11月まで、毎月6日にSGD1,200を納付

SGD1,200

の初回納付

2020年3月からの月当た
りキャッシュフローの繰延
べ効果
→SDG219 （=1200-981）

2020年3月から2021年1月まで、毎月6日にSGD981（=（12,000-1,200）/11）を納付



早期償却等のキャピタル
アローワンス（CA）の
強化
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キャピタルアローワンス（CA）の強化
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キャッシュフロー改善にするために導入された取組み

19.03.2020

機械設備および器具備品の早期償却

早期償却の償却割合は以下の通り

a. 2021賦課年度に75%の償却

b. 残りの25%の費用は、2022賦課年度に償却

当該オプションを適用した場合の取消は不可

改修・改装費用（「R&R」）の早期償却の強化

現在：
 R&R費用について支出後3賦課年度にわたり損金算入

 適用上限は各3賦課年度合計でSGD300,000

提案：
 2021賦課年度に発生した適格なR&Rについては、一時
の損金算入オプションが選択可能

 他の条件は変更なし

※2021賦課年度中に取得した資産が対象となり、適用の猶予
は認められない
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CAの強化
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2年間の早期償却の税効果イメージ

B社は、2020年に現金でオフィス機器をSGD6,000で購入した

19.03.2020

償却スケジュール（単位：SGD）

従前の償却（3年間）
（セクション19A（1））

（A）

早期償却
（B）

税効果

取得価額 6,000 6,000 [（A - B）×17%]

2021賦課年度 2,000 4,500 （425）

2022賦課年度 2,000 1,500 85

2023賦課年度 2,000
-

340

猶予の有無 あり なし



救済規定の拡充
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繰戻還付制度の拡充
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19.03.2020

現在:

• 適格控除（Qualifying deductions, “QD”）は、直前の賦課年度における税額を減らすために
繰り戻すことができる

• 最大QDはSDG100,000を上限とする

提案 – 2020賦課年度
• 2020賦課年度のQDは、直前の3賦課年度まで繰戻しが可能
• SDG100,000を上限とし、適用条件は従前と同様
• 2020賦課年度の確定申告書提出前でも推定されるQDを基礎として繰戻還付を申請すること

ができる



各種スキームの見直し
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各種スキームの見直し
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土地有効活用償却（Land

Intensification Allowance, 
“LIA”）スキーム

現在:

 認可されたLIA構築のための
適格資本的支出の25%の償
却

 年次5%の定額償却

 本スキームは2020年6月30

日をもって失効する

提案:

 本スキームの2025年12月31

日までの延長

国際海底ケーブルシステム
の破棄できない使用権（
Indefeasible Right of Use, 

“IRU”）の償却

現在:

 適格IRU取得した場合、一定
の条件のもと償却が認めら
れる

 本スキームは2020年12月31

日をもって失効する

提案:

 本スキームの2025年12月31

日までの延長

セクション14E 研究開発費に
対する費用控除のスキーム

現在:

 2009年から2020年の間に発
生した適格研究開発費（EDB

から事前承認されたもの）に
ついて、最大200%の費用控
除を提供する

提案:

 本スキームは2020年3月31

日をもって失効

 既存のインセンティブ利用者
は、適用期間満了までさらな
る費用控除を享受することが
可能

 納税者は、他の様々な税制
や税以外のスキームから便
益を得ることが可能
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耐用年数の改正
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19.03.2020

減価償却資産の耐用年数の簡素化

第6表の所定の耐用年数を以下のとおり合理化する:

a. 所定の耐用年数が12年以下の場合、6年または12年
のいずれかでCAを計算することができる

b. 所定の耐用年数が16年であれば、6年、12年または
16年のいずれかでCAを計算することができる

当該オプションを適用した場合の取消は不可

※2023賦課年度以降に取得した資産、または 2022賦課年度で
取得した資産のうちCAを適用されていない資産が対象となる

概要（単位：年）

資産の例
第6表で規定
される耐用年数

選択可能
資産の耐用年数

航空機 5 6または12

製造・産業処理用資産 6 6または12

電気機器 8 6または12

ケーブル自動車・器具 12 6または12

浮遊船、乾ドック、ガスボ
ンベ、鉄道荷車及び関
連機器

16 6, 12または16
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資本的支出に対する補助金の取扱い
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19.03.2020

現在：
• 資本性補助金については課税対象とされていない
• 他方、資本性補助金を元手とする資本的支出に対しては、CA等が認められている

提案：
• 2021年1月1日以降に承認された資本性補助金については、当該補助金により取得された資

本的支出の一部にCA等が適用されない



シンガポールの
国際ビジネスハブとしての
地位の維持
講師： 田中 文人
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国際化への更なる飛躍へ

18

19.03.2020

国際化を加速するための二重損金
算入 （DTDI）

• 適格取得価額の25%を5年間で償却し、損金
算入を認める。上限は年間SGD40百万。

• M&Aに係る取引費用（例：法務関連費用や
Valuation費用）に関して200%の損金算入を
認める。上限は年間SGD10千

• 2020年4月1日からの変更点:
(a) 印紙税免除（SGD80千）廃止
(b) 取得企業の最終親会社は、シンガポー

ル法人且つシンガポール税務上の居住
者でなければならない

• 制度期限を2025年12月31日まで延長

合併・買収（M&A） スキーム

• 一定の市場拡大、投資開発費用に対して200%
の損金算入を認める

• 2020年4月1日以降に追加される制度対象とな
る費用:

(a) 新たな海外事業展開に関して外部コンサ
ルタントに対して支払う費用

(b) 新たな海外事業展開に関連する費用
（例えば、ネットワークイベントの報酬、事
業展開に必要な資材の輸送費など）

• 制度期限を2025年12月31日まで延長
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魅力的な投資保有国へ
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Section 13Z -セーフ・ハーバー・ルール

株式譲渡に係る非課税の保証

• 普通株式の譲渡利益に関して、非課税を保証する制度の延長、
一部変更を提案。

– 要件①譲渡法人は譲渡対象となる法人株を20%以上所有

– 要件②譲渡法人は譲渡直前24カ月、当該株式を20%以上保有

• 2022年6月1日以降、当該制度の対象外リストに以下の事項
が含まれることとなった :

(a) 不動産開発事業を行っている企業

(b) 海外に不動産を有している企業

• 制度期限を2027年12月31日まで延長

SG Hold Co

シンガポール
不動産デベロッパー

シンガポール
国内不動産

シンガポール
国外不動産

適用対象
から除外
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魅力的な国際的ビジネスハブへ
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シンガポール

金融サービスのハブとして
 Finance and Treasury Centre （FTC） scheme

 WHT exemption for interest on margin deposits

保険及び再保険事業のハブとして
 Insurance Business Development （IBD） scheme

海運事業ハブとして
 Maritime Sector Incentive （MSI）

トレーディングハブとして
 Global Trader Programme （GTP）

ベンチャーキャピタルのハブとして
 ベンチャーキャピタルファンドのためのSection13Hスキーム
 Venture capital fund management incentive

 Angel Investors Tax Deduction （AITD）

01

02

03

04

05
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トレーディング・ハブとして

グローバル・トレーダー・プログラム （GTP）

• GTPが適用された場合には、適格取引に係る所得に対して、5%または10%の軽減税率が適用される

• 現行制度 : 液化天然ガス（LNG）取引に係る収益について、すべてのGTP事業者は税率5%が適用される

• 2021年3月31日以降 : 

– LNG取引に係る収益について、GTP事業者への税率は5%または10%のいずれかが適用される

– GTP -ストラクチャード・コモディティ・ファイナンス（GTP（SCF））の失効、及びGTP対象事業への包含

• GTPの制度期限を2026年12月31日まで延長

01



PwC

魅力的な国際的ビジネスハブへ
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02 海運事業のハブとして

Maritime Sector Incentive （MSI）

• MSIスキームは、海運セクターに対する包括的な優遇税制

• 2020年2月19日からの追加される適格収益:

(a) MIS-Approved International Shipping Enterprise （MIS-AIS） : MSI-AIS兄弟会社およびMSI-AIS子
会社から生じる所得をin-house ship management所得の免税範囲に包含する

(b) MSI-Shipping Enterprise （Singapore Registry of Ships） （MIS-SRS）：暫定的にシンガポール船
籍として登録されている船舶運航に係る収入が適格収益に含まれることとなった

• MSI – Maritime Leasing to Lapseの印紙税の免税は、2021年6月1日に失効

• MSIの制度期限を2026年12月31日まで延長。また、源泉税免除（適格MSI受領者からの適格金融アレンジメ
ントにかかる適格支払利息に係る免除）も併せて延長される
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魅力的な国際的ビジネスハブへ
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03 ベンチャーキャピタルのハブとして（1/2）

13Hスキーム –ベンチャーキャピタルファンドに対する優遇税制

• 承認された投資より生じる収益に対する一定の免税規定

• 2020年4月1日以降、以下の点が拡充される:

(a) 対象投資及び収入の範囲 : 指定された投資案件に係る特定収入が含まれることとなった

(b) 適用対象となる適格ベンチャーキャピタルファンドの範囲:海外に設立されている企業、またはシン
ガポールにおける変動資本法人

(c) 適用期間: ファンド存続年数、最大15年（適用期間の廃止）

(d) 仕入税額控除を通じたGST負担の緩和

• 本制度期限を2025年12月31日まで延長
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魅力的な国際的ビジネスハブへ
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03 ベンチャーキャピタルのハブとして（2/2）

ベンチャーキャピタルファンド運用会社に対する優遇税制 （Fund Management Incentive）

• 当該優遇税制はファンドマネジメントフィーや承認ベンチャーキャピタルファンドから受取るパフォーマン
スボーナスに対して5%の軽減税率が適用される

• 2020年4月1日以降の拡充:

適用期間:合計適用期間（15年間）の限度を撤廃。5年ごとに更新可能

• 本制度期限を2025年12月31日まで延長

エンジェル投資家の税額控除 （AITD）

• 2020年3月31日以降、本制度は失効となる
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魅力的な国際的ビジネスハブへ
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04 金融サービスのハブとして

差入保証金利息に対する源泉税免除

• 2020年2月19日より対象範囲を拡大:

(a) 対象法人を以下の法人を含むものに拡大：

（1）承認された清算機関のメンバー（2）承認された取引所（3）承認された清算機関

(b) 対象商品:承認取引所及び承認清算機関で取引又は決済されるその他すべてのデリバティブ契約を含む
ものに拡大

• 金融セクターに対する源泉税の免除の延長は、2022年12月31日までに見直しが行われる

Finance and Treasury Centre （FTC） スキーム

• 2020年2月19日より対象範囲を拡大:

(a) 適格源泉資金に転換社債により調達された資金が追加

(b) 適格FTC業務に、法人設立形態とならないプライベートエクイティ又はベンチャー・キャピタルファ
ンドへの取引又は投資が追加

• FTCの制度期限を2026年12月31日まで延長
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保険・再保険のハブとして

保険業に対する税制上の優遇措置

• 2015年に制定されたInsurance Business Development （IBD）包含スキームは、認定保険会社に対して軽減
税率を認める

• IBD-Marine Hull and Liability （IBD-MHL）の失効、及びIBDスキームへの包含

• 2020年4月1日以降に承認されたIBD包含スキームは、すべて5年間の適用期間となる

• IBD包含スキームの制度適用を2025年12月31日まで延長

魅力的な国際的ビジネスハブへ
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19.03.2020
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お問い合わせ・質問等本セミナーに関するお問い合わせ、ご質問等は以下担当者まで
ご連絡ください。

19.03.2020

堀内学
Manabu Horiuchi

金融税務担当シニアマネージャー
Email: manabu.h.horiuchi@pwc.com

田中文人
Fumito Tanaka

一般税務担当マネージャー
Email: fumito.x.tanaka@pwc.com

金澤 学
Manabu Kanazawa

移転価格税務担当 シニアマネージャー
Email: manabu.k.kanazawa@pwc.com

丸谷 朋子
Tomoko Marutani

移転価格税務担当 マネージャー
Email: tomoko.marutani@pwc.com
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