
¥ 

社会保障 
確定情報 

検討中・報道情報 

金   融 
確定情報 

検討中・報道情報 

新型コロナウイルス感染症に係る公的支援制度の概要(抜粋) 

2020.7.27改 

株式会社AGSコンサルティング 
AGS税理士法人 

TAX 税   制 
確定情報 

検討中・報道情報 

会 計 等 
確定情報 

検討中・報道情報 



確定情報  

金融  新型コロナ感染症関連融資制度・支援策一覧 

対象・要件 利用可能制度 

出所：経済産業省資料等より AGSコンサルティング 作成 

減少幅関係なし 

②新型コロナウイルス感染症特別貸付※ 

②新型コロナウイルス感染症特別貸付※ 
⑤危機対応融資※ 
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売上高5%以上減少 

①セーフティネット貸付 

指定738業種 

生活衛生関係営業 

小規模事業者 ④新型コロナウイルス対策マル経融資※ 

売上高10%以上減少 

売上高15%以上減少 

生活衛生関係営業 ③衛生環境激変対策特別貸付 

⑧危機関連保証 

⑥セーフティネット保証4号 売上高20%以上減少 

※追加要件を満たせば実質無利子・無担保（次項、利子補給制度）の対象 

⑦セーフティネット5号 

©AGS Group All rights reserved 

制度名 融資限度額 対象・要件 
最大貸付期間 

(最大据置期間) 
金利(参考) 管轄 

①セーフティネット貸付 
(経営環境変化対応資金) 

•中小企業事業 7.2億円 
•国民生活事業 4,800万円 

・今後影響が見込ま
れる事業者 

・設備15年 
・運転8年 
（3年） 

・1.11% 
 ～1.91% 

日本政策 
金融公庫 

②新型コロナウイルス感染症
特別貸付 

•中小企業事業 別枠6億円
(従前3億円) 

•国民生活事業 別枠0.8億円
(従前0.6億円) 

•生活衛生関係営業  別枠0.8
億円(従前0.6億円) 

・最近1ヶ月売上高
前(々)年同期比
△5％以上減 

・設備20年 
・運転15年 
（5年） 

・1.11～1.36% 当初3
年間基準金利△0.9%、
4年目以降基準金利 

・引き下げ無利子化限度
額：中小事業2億円
(従前1億円)、国民事
業0.4億円(従前0.3億
円)、生活衛生関係事
業0.4億円(従前0.3億
円)  

③衛生環境激変対策特別
貸付 

•旅館業 別枠3,000万円 
•飲食店業等 別枠1,000万
円 

・旅館業、飲食店業
等 

・最近1ヶ月売上高
前(々)年同期比
△10％以上減 

・7年 
 (2年) 

・1.91％ (令和2年5月
1日時点) 

・ただし、振興計画の認定
を受けた生活衛生同業
組合の組合員は、基準
金利△0.9% 

④新型コロナウイルス対策マル
経融資（小規模事業者経
営改善資金） 

•別枠1,000万円 

・小規模事業者 
・最近1ヶ月売上高
前(々)年同期比
△5％以上減 

・設備10年(4
年) 

・運転7年(3年) 

・経営改善利率
1.21%(令和2年5月1
日時点)  より当初3年
間△0.9%引き下げ 

・引き下げ無利子化限度
額は、「新型コロナウィル
ス感染症特別貸付」「生
活衛生新型コロナウィル
ス感染症特別別貸付」
「新型コロナウィルス対策
衛経」との合計4000万
円(従前3000万円)  

※令和2年度第2次補正予算案の成立に伴い、内容に変更があった箇所については、文字色を変えております。 



確定情報  

金融  新型コロナ感染症関連融資制度・支援策一覧 

制度名 融資限度額 対象・要件 
最大貸付期間 

(最大据置期間) 
金利(参考) 管轄 

⑤商工中金危機対応融資 
•中小企業 
• 1社あたり残高6億円 
(従前3億円) 

・最近1ヶ月売上高
前(々)年同期比
△5％以上減 

・設備20年 
・運転15年 
（5年） 

・1.11％   当初3年間
基準金利△0.9%、4
年目以降基準金利 

・引き下げ無利子化限
度額：2億円(従前1
億円) 

商工組合 
中央金庫 

⑥セーフティネット保証4号 
•全国47都道府県 
•別枠保証2.8億円 
• 100%保証 

・売上高前年同月
比△20%以上減 

- ・各金融機関 

信用保証
協会 

⑦セーフティネット保証5号 
•指定738影響業種 
•別枠保証2.8億円 
• 80%保証 

・売上高前年同月
比△5%以上減 

- ・各金融機関 

⑧危機関連保証 
•全国、全保証対象業種 
•別枠保証2.8億円 
• 100%保証 

・売上高前年同月
比△15%以上減 

- ・各金融機関 

出所：経済産業省資料等より AGSコンサルティング 作成 
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 新型コロナ感染症の影響により支払期日を過ぎた場合や不渡となった小切手・手形について 
①支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済を行えるようにする 
②資金不足により不渡となった手形・小切手について不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予する 
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政府系金融機関融資の利子補給（上記の各制度融資内にも記載） 

制度名 補給対象上限額(*) 対象・要件 補給期間 

特別利子補給制度 

・中小事業2億円
(従前1億円) 

・国民事業0.4億円
(従前0.3億円)

（日本公庫等） 
・危機対応融資2億
円(従前1億円)

（商工中金） 

• 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」
「危機対応融資」の借入を行った者で、以下の条件を満たす者 

• 個人事業主(小規模に限る)：要件なし 
• 小規模事業者(法人)：売上高△15%以上減 
• 中小企業者(上記を除く)：売上高△20%以上減 

• 当初3年間 

(*)利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額 

全国銀行協会による手形交換に関する特例措置  



金融  

出所：経済産業省資料等より AGSコンサルティング 作成 

既往債務の借換、実質無利子化 

特例リスケジュール 

民間金融機関融資の保証料・利子減免 

制度名 対象制度 
金利引き下げ・ 

実質無利子化の限度額 
借換限度額(*) 

既往債務の借換 

日本政策 
金融公庫等 

• 新型コロナウイルス感染症特別貸付 
• 新型コロナウイルス対策マル経融資 
• 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 
• 新型コロナウイルス対策衛経 等 

• 中小事業 2億円(従
前1億円) 

• 国民事業 0.4億円
(従前0.3億円) 

• 中小事業 6億円(従
前3億円) 

• 国民事業 0.8億円
(従前0.6億円) 

商工組合 
中央金庫等 

• 危機対応融資 • 2億円(従前1億円) • 6億円(従前3億円) 

(*)限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額 

制度名 内容 

中小企業再生支援協議会
による特例リスケジュール 

• 既存債務の1年間の元金返済猶予の要請実施 
• 資金繰り計画策定による金融機関調整 

• 資金繰りの継続サポート 
• 諸費用の中小企業負担割合の軽減  

制度名 融資上限 対象・要件 補給期間 

信用保証付融資における
保証料・利子減免 

・4,000万円  
(従前3,000万円) 

• 「セーフティネット保証4号・5号」「危機関連保証」を利用し、以下の条件を満
たす者 

• 個人事業主(小規模に限る)：売上高△5%以上減→保証料・金利ゼロ 
• 小・中規模事業者(上記除く)：売上高△5%以上減→保証料1/2 
                     売上高△15%以上減→保証料・金利ゼロ 

• 保証料は全
融資期間、
利子補助は
当初3年間 
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確定情報  

日本政策投資銀行による支援 

制度名 内容 

新型コロナリバイバル成長
基盤強化ファンド 

• 日本政策投資銀行は新型コロナウイルス感染症による影響を受けた企業の迅速かつ着実な回復・成長を支援す
ることを目的に、「新型コロナリバイバル成長基盤強化ファンド」を設置 

©AGS Group All rights reserved 



金融  

出所：経済産業省資料等より AGSコンサルティング 作成 
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政府系金融機関及び官民ファンド等による出資・買取 

政府系金融機関等の劣後ローンによる支援 

項目 概要 

中堅・大企業向け 
資本性劣後ローン 

• 将来成長の可能性が⼗分にある地域経済にとって重要な事業者等に対して、資本性のある劣後ローンを提供給すること
で、民間金融機関からの金融支援を促す 

• 中堅企業は当初3年間原則△0.5%の利下げ 
項目 概要 

スタートアップ企業・
中小企業向け 
資本性劣後ローン 

•⼀時的に財務状況が悪化した中小企業等に対して、民間金融機関が資本とみなすことができる長期間元本返済のない
資本性劣後ローンを供給 
(7月1日から事前相談開始。システム構築後の8月上旬制度開始予定) 

対象 

•国民生活事業、中小企業事業（共通） 
①J-Startupに選定された又は中小企業基盤整備機構が出資する投資ファンドから出資を受けて事業の成長を図る企業 
②中小企業再生支援協議会の支援（注1）を受けて事業の再生を図る方 
（注1）「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援」又は「再生計画策定支援」 
•国民生活事業 
③原則として認定経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画を策定した方であって、民間金融機関等との協調支援
により事業の発展又は継続を図る方 
•中小企業事業 
③上記①及び②に該当しない方であって、事業計画書策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が
構築されている 

貸付利率 貸付限度・期間 

•当初3年間⼀律、4年目以降は直近決算の業績に応じて変動 

•貸付限度：中小事業・商工中金7.2億円(別
枠)、国民事業7,200万円(別枠) 
•貸付期間：5年1ヶ月、10年、20年(期限⼀
括償還)※5年を超えれば期限前弁済可能 

当初3年間及び 
4年目以降赤字 

4年目以降黒字 管轄 

5年1ヶ月・10年 20年 

• 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫等 中小事業・商工中金 0.50% 2.60% 2.95% 

国民事業 1.05% 3.40% 4.80% 

項目 概要 

日本政策投資銀行（DBJ）による特
定投資業務の投融資枠拡充 

• 新事業開拓や異業種連携等を支援するため、DBJの投融資枠を拡充 
• 産業投資機関への出資1,000億円を措置（事業規模4,000億円） 

地域経済活性化支援機構
（REVIC）による支援の強化 

• 財務基盤が悪化した地域の中核企業等に対する事業再生支援や、地域金融機関と連携したファンド
を通じた資本性資金の供給等を実施 

• 政府保証借入枠を1兆円拡充（事業規模2.5兆円） 

中小企業基盤整備機構が出資する
ファンドによる出資等の強化 

中小企業経営⼒
強化支援ファンド 

• 地域の核となる事業者が倒産・廃業することがないよう、官民連携のファンドを通
じた出資・経営改善等により、事業の再生とその後の企業価値の向上をサポート
するなど、成長を全⾯的に後押し 

• 全国47都道府県の「事業引継ぎ支援センター」とも連携し、出資先企業の第三
者承継を促進し、地域の事業再編につなげる 

中小企業再生ファ
ンド 

• 過大な債務を抱えた中小企業の再生を図るため、官民連携のファンドを通じ、債
権買取りや出資等を行い、経営改善までのハンズオン支援を実施 

• 全国47都道府県の「中小企業再生支援協議会」とも連携、再生計画の策定と
事業再生を促進 

産業革新投資機構(JIC)の投融資枠
拡充 

• オープンイノベーションによる産業競争⼒の強化（事業再編、ベンチャー等）を支援するため、JICの投
融資枠を拡充 

• 政府保証借入枠を1.5兆円拡充（事業規模2.8兆円） 

確定情報  



確定情報  

社会保障  

出所：経済産業省、厚生労働省資料等より AGSコンサルティング 作成 

6 

雇用調整助成金の特例措置 

©AGS Group All rights reserved 

項目 内容 追加支給について 適用日 

雇用調整助成
金の更なる拡
充について 

①1人あたりの日額8,330円の上限額を15,000円に引き上げ 
②解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を
10/10(100％)に引き上げ 
 ※都道府県の休業要請の有無は問わない。 
・ 2020.4.1~9.30までの期間を1日でも含む賃金締切期間（判
定基礎期間）が対象 
・ すでに受給した事業主、申請済みの事業主にも適用 
③緊急対応期間を2020.6.30までから2020.9.30に延長 

①支給申請済でまだ支給決定されていな
い事業主 
・ 追加支給の手続きは「不要」 
・ 差額(追加支給分)も含めて支給 
②すでに支給決定された事業主 
・ 追加支給の手続きは「不要」 
・ すでに支給した額との差額(追加支給分
は後日支給) 
 ※差額(追加支給分)は令和2年7月以
降、順次支払予定 

2020年4月1日
に遡って適用 

項目 内容 対象・要件 対象となる保険料 

標準報酬
月額の特
例改定 

• 新型コロナウィルスの影響により休
業した方で、休業により報酬が著し
く下がった方について、⼀定の条件
に該当する場合は、健康保険・厚
生年金保険の標準報酬月額を通
常の随時改定（4カ月目に改
定）によらず、特例により翌月から
改定可能 

次の全てに該当することが必要 
①新型コロナウィルスの影響による休業があったことにより、
令和2年4月～7月までの間に、報酬が著しく低下した月
が生じた 
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額
（1ヶ月分）が、既に設定されている標準報酬月額に比
べて2等級以上下がった。 ※固定的賃金（基本給、諸
手当等）の変動がない場合も対象となる 
③本特例措置による改定内容に本人が書⾯に同意して
いる 

令和2年5月～8月分保険料が対象。9
月以降は原則、定時決定により決定さ
れた標準報酬月額となる 
 
※令和3年1月末日までに届出があった
ものが対象。遡及して申請可 

標準報酬月額の翌月特例改定（新型コロナウイルスの影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合） 

労働保険の年度更新期間の延長 

項目 概要 具体的な手続き 申告・納付方法 

労働保険の年度
更新期間の延長 

本年度の労働保険の年度更新期
間（2020.6.1～7.10）40日を
2020.6.1～8.31までの3月間の
期間に延長 

・ 令和元年度の確定保険料と令和2年度の概算保険
料を申告・納付（※） 
※新型コロナ税特法による納付猶予の手続きも、年度
更新手続きと併せて行うことができる 
・年度更新期間は2020.6.1～8.31(延長後） 

・労働局、労働基準監督署（外
部会場での受付も含む）、郵送、
電子申請、金融機関 

項目 猶予内容 申請方法 要件 対象となる保険料 

厚生年金
保険料等の
納付猶予 

• 申請により1年
間猶予 

• 担保の提供は不
要 

• 延滞金なし 

・ 「納付の猶予（特例）申請書」を 
管轄の年金事務所に提出 
（郵送申請可） 

・指定期限（※）までに送付 
※毎月の納期限からおおよそ25日後 

• 以下①、②のいずれも満たす方 
①新型コロナウイルスの影響により2020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％以上減少してい
ること  
②⼀時に納付を行うことが困難であること  

・2020.2.1～
2021.1.31に納期
期限が到来する厚
生年金保険料等 

厚生年金保険料等の特例  

項目 内容 

基本手当の給付日数の延長 
・ 新型コロナウィルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当（いわゆる失業
手当）の受給者について、給付日数を60日（⼀部30日）延長できる 

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律  



確定情報  

出所：経済産業省、厚生労働省資料等より AGSコンサルティング 作成 
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項目 支給額 申請・受取 対象・要件 

持続化 
給付金 

• 前年総売上(事業収入)-(前
年同月比△50％月の売上
×12ヶ月) 

• 法人上限200万円 
• 個人事業者等上限100万円 
(*)昨年1年間の売上からの減少分
が上限 

・5月1日（金）より 
申請受付を開始 
通常2週間程度で入金 
※原則電子申請 

• ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少 
• 2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を

継続する意思がある事業者 
• 法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②

上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である
事業者 

• 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方々 
• 2020年1月~3月に創業した中小法人等・個人事業者等の方々 

事業者全般に対する支援 

項目 内容 対象・要件 

小学校休業等対応
助成金 

・ 1日1人あたり8,330円の支給上限を15,000円に引き上げ（4月1日
以降の休暇に限る） 
・ 対象となる休暇等の期限を令和2年6月30日から令和2年9月  
 30日までに延長 
・ 申請期間：令和2年9月30日まで→12月28日までに延長 

• 新型コロナにより小学校等が臨時休校になった
子どもの世話をする為、仕事を休まざるをえなく
なった従業員 

小学校等の臨時休校より休まざるをえなくなった従業員に対する支援  

項目 対象・要件 給付額 算定方法 

家賃支援給
付金 

• 以下①～③を全て満たす者 
①資本金10億円未満の中堅、
中小企業や小規模、個人事業
者など 
②5月から12月の売上高につい
て、1ヶ月で前年同月比△50%
以上または連続する3ヶ月の合
計で前年同期比△30％以上 
③自らの事業のために占有する
土地・建物の賃料支払い 

• 申請時の直近1ヶ
月における支払賃
料(月額)に基づき
算定した給付額
(月額)の6倍 

 
• 法人最大600万
円、個人事業者
最大300万円 

 支払賃料(月額) 給付額(月額) 

法人 

75万円以下 支払賃料×2/3 

75万円超 
50万円＋[支払賃料75万円の超過分
×1/3] ※100万円（月額）が上限 

個人 
事業者 

37.5万円以下 支払賃料×2/3 

37.5万円超 
25万円＋[支払賃料37.5万円の超過分
×1/3]※50万円(月額)が上限 

家賃支援給付金  

項目 内容 申請方法 備考 

新型コロナウィ
ルス感染症対
応休業支援
金・給付金 

• 以下の2つの条件に該当する労働者に、休業前賃金の8割（日額上
限11,000円）を、休業実績に応じて支給 

 ①令和2年4月1日～9月30日までの間に、事業主の指示により休 
 業した中小企業の労働者 
 ②その期間の休業に対する休業手当を受けることができなかった 
• 支援金額の算定方法：（休業前1日あたりの平均賃金×80％）×
（各月の暦日数－就労または労働者の事情で休んだ日数） 

• 現時点では郵送のみ
受付(オンライン申請も
準備中) 

• 労働者本人からの申
請のほか、事業主を通
じて申請する事も可能 

• 申請書類作成にあたり事業主
の協⼒を得られない場合は、法
律に基づき都道府県労働局か
ら事業主に対して報告を求める 

※事業主の協⼒を得られない場
合でも、事業主記入欄が空欄の
まま受付可能 

休業手当を受けられなかった労働者に対する支援  

社会保障  



 

 

 

 

 

 

 手続：（法人税であれば）申告書別表１左上へ「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載 

 この場合の申告・納付期限：申告書等の提出日 

 対象となる理由 
 

 新型コロナウイルスに関連した申請に係る例示（参考：国税庁FAQ） 

・ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること 

・ 上記の他、感染症の影響を受けて事務手続が期限内に終了できないなどの事情により 

                              申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合 
 

 申告書上での、申請を行いたい旨の表記例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定情報  

税制  

 (新型コロナウイルス感染症の影響により）申告、納税手続が行えない方については個別に申請を行うことにより、申告・納付期限

の延長が認められる 

 申請や届出など申告以外の手続についても上記の理由に依る場合には個別に期限延長の取扱いがなされる 

申告・納付等の個別延長 

EX：法人税 
決算期末 申告・納付 

原則 （事業年度） （2か月以内） 

個別延長 （事業年度） （災害 その他やむを得ない理由で申告等の手続が行えない期間） （2か月以内） 

理由のやんだ日 申告(納付) 期限 

法人税 

消費税 

源泉所得税（所得税徴収高計算書） 

新型コロナウイルスによる納付期限延長申請 

新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 

新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 

国税 

運用 

申告書提出日 
 
 
 

➤(申告)納付期限 

 国税：申告期限内に個別延長を受ける旨の意思表示も可能（週刊誌取材より） 

 この場合、申請書に「新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため，○月頃に申告予定」などと記載して税務

署等に申請書の提出を行う 

point 

point 

8 

留意点 

 上記のように、①申告書の提出が可能となったときに「申告書へ所定の記載を行い、申告・納付する場合」 と ②「申請書を

提出の上、申請を行った事項について、申告・納付手続を行う場合(原則)」で、納期限の取扱いが異なります 
 

 

① (運用上)申告書を提出した日が、納付の期限としても取り扱われる旨案内されている 
 

② (規定上)申請した「理由のやんだ日」を基準に、「申告」「納付」の期限が一律に「やんだ日から」2ヶ月以内へ延長される 
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郵送での提出 
➤ 通信日付印での表示日 



中間申告の時点において、下記を比較・ 検討するための準備に時間を要する 

1. 「通常の中間申告（前期実績）に係る納付税額」 

2. 「仮決算による中間申告に係る納付税額」 

確定情報  

税制  
申告・納付等の個別延長 

地方税 

9 

税目 東京都 大阪 愛知 福岡 

法人事業税 
（都道府県） 

申告書への所定の記載

で省略可能 

申告書への所定の記載

で省略可能 

申告書への所定の記載

で省略可能 

• 緊急事態宣言期間（2020年4月7

日から5月6日）中に申告・納付等の

期限を迎える県税の納税義務者 

➤ 2020年6月1日申告・納付期限へ一

括で期限延長 

• 上記以降の取扱い 

➤ 申告書への所定の記載で省略可能 

法人事業所税 
（市町村） 

申告書備考欄への所定

の記載で省略可能 

(大阪市) 

申告書備考欄への所定

の記載で省略可能 

(名古屋市) 

申告書備考欄への所定の

記載で省略可能 

(福岡市) 

申告書備考欄への所定の記載で省略可能 

※ 下記特例的な対応については、根拠が地方税法ではなく各自治体の条例であ
る為対応が異なります ★ 主要自治体の条例における対応状況 

 法人住民税：申請不要（法人税の確定申告期限と同日が申告期限となるため） 

 

 法人事業税：地方税法の手続による原則の他、自治体によっては条例で独自の延長手続を設けている場合もある 

 【原則】本店所在地へ申請書を提出（地方税法第72条の25第2項又は第4項） 

 【条例】事務所等を有する全ての自治体の条例における対応を確認(東京都の場合：東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長) 

• 複数の道府県や市町村に事務所等を有する場合は、各道府県・市町村の条例の規定により、それぞれの条例に基づく申請方法の確認を行い、

条例に基づく申請が必要 

 

 法人事業所税：対象の自治体へ申請（一律延長対応の自治体も有） 

原則及び特例的な対応 

★ 

★ 

国税 

コロナ禍における 中間申告・予定納税については、下記のような場合に期限延長可能となります 

 コロナ禍において、やむを得ない理由 により、かつ、 

 下記 ⅰ、ⅱ のような、「 事務手続きを行うことが出来ず申告・納付が行えない」 事情がある 

（法人税）予定申告書・（消費税）中間申告書右上へ 

申請を行いたい旨、所定の記載を行った上で申告納付 

仮決算による中間申告書の提出、納付を行う 

(申告書右上へ申請を行いたい旨、所定の記載を行う) 

「やむを得ない理由」がやんだ後、検討を行った結果… ⅰ 

1. が有利であった場合 

2. が有利であった場合 

仮決算による中間申告書の提出、納付を行う 

(申告書右上へ申請を行いたい旨、所定の記載を行う) 

仮決算による中間申告書の作成に時間を要する 

「やむを得ない理由」がやんだ後、 ⅱ 

出典：【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当⾯の税務上の取扱いに関するFAQ 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf 
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税制  

 資本金1億円超 10億円以下の法人においても青色欠損金の繰戻還付を受けることが可能となる 

 対象期間：2020.2.1～2022.1.31までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額 

法人税：欠損金の繰戻還付（特例措置） 

※ 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は対象外 

欠損金額 

△1,000 

当期 

+ 2,000 所得  ＋1,500 繰り戻し還付計算 
1,000 

（欠損事業年度の欠損金額） 

1,500 

（還付事業年度の所得金額） （還付事業年度の法人税額） 

351 × 

＝   233 （還付請求できる金額） 

 

1,500×23.4％ ＝ 351 

前期法人税額 

前期 前々期 

※ 繰戻し不可 

繰 戻 し  

留意点 

 多くの2020.4.30申告期限の法人から適用対象➤ 場合によっては申告期限の個別延長を行う等対応の検討が必要

（当期（欠損事業年度）の申告書と同時に還付請求書の提出が必要である為） 

point 

10 

確定情報  

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ下記の通り特例猶予制度が設けられた 
 国税において、本申請が通常に承認された場合には、申請書提出から1.2週間で「猶予許可通知書」が到着する 

納税の猶予等（特例措置） 

 要件：①2020年2月以後の⼀定期間（1カ月以上）にお

いて、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20％以上

減少しており、かつ、②一時に納税を行うことが困難であること 

※ ②の判断の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に

入れるなど、申請される方の置かれた状況が配慮されます 

 担保：不要 

 手続き：税務署へ申請書類を提出 

 申請時期：適用を受ける国税の納期限または令和2年6月

30日のいずれか遅い日まで 

 猶予期間：1年間（この間に分割納付等も可能） 

 現行（通則法46条） 特例措置 

対象税目 全税目 

2020年2月1日から
2021年1月31日までに 
納期限が到来する国税

（印紙で納めるもの等を除く） 

延滞税 

担保の提出 

1.6％ 

なし 
猶予税額＆ 

利子税分 

国税 

地方税 

 徴収の猶予制度の特例が設けられ、国税と同様の取扱いがされる 

 また、「国税」、「地方税」、「社会保険料」の猶予申請のうち、承認済みのものがある場合には、その他の猶予申請において参考資料とし

て添付の上、同様の記載箇所については省略可能とされている 

留意点 

 (収入減少の適用要件に該当しなかった場合等、)特例措置における納税猶予の申請の対象とならなかった場合にも、その他の猶予規定の

適用を受けることができる可能性があります 

 ご検討の際は、国税局猶予相談センターへご連絡ください（申請用紙にも、電話相談センターへの相談既未済の記載箇所あり） 
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出所：【総務省】徴収猶予の特例申請書の記入例： 
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686231.pdf 



 

全税目（印紙で納めるもの等を除く） 

 納税猶予：（前頁のとおり） 
 

 

法人税 

 欠損金の繰戻還付：⼀定の中堅企業（資本金1億円超10億円以下の法人）へも対象範囲拡大（前頁のとおり） 

 テレワークに係る設備投資：（中小企業経営強化税制の対象として）中小企業等を対象に、⼀定割合の税額控除が認められる 
 

 

所得税 

 住宅ローン控除：（⼀定の要件の下）対象となる入居要件を令和3年12月末までへ1年延長等 

 寄付金控除：払い戻しを行わなかったチケットの支払金額についても適用対象とされる 
 

 

消費税 

 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例（⼀定期間の収入の減少等⼀定の要件あり） 
 

 

印紙税 

 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税  

特例措置 一覧 

 

 徴収の猶予：（前頁のとおり） 
 

 固定資産税：中小企業者等を対象に、令和3年度分について、売り上げの減少幅に応じて半額または全額の免除 

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 
 

 自動車税・軽自動車税：環境性能割の臨時的軽減の延長 
 

 個人住民税：イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応 

住宅ローン控除の適用要件の弾⼒化に係る対応 
 

 不動産取得税：耐震改修した住宅に係る特例措置の適用要件の弾⼒化 

国税 

地方税 

 役員給与の減額改定について、現状、売上等の数値的指標が著しく悪化している他、自社の行う事業に係る経営環境が
著しく悪化していることから、今後の財務状況の悪化が不可避と考えられる等の場合には、業績悪化改定事由による改定
に該当する（減額前後の役員報酬について、全て損金算入が認められる） 

 
 減額改定後、次の職務遂行期間までに再度増額する場合の取扱いについては、単に売上が戻った等の理由によるものは

（該当役員の職制上の地位の変更等臨時改訂事由の例示に該当しない限りは）増額改定後の増額分は損金不算入
の取扱いとなる可能性が高く、留意する必要がある(※１) 

役員給与の減額に係る考え方（その他運用情報） 

100 

30 

80 

業績悪化事由に該当 

Down 

Up 

臨時改訂事由非該当 

損金算入 
不可 ※1 

（80-30）×3＝150 

損金算入 可能 （100×4）+（30×8）＝640 

税制  

確定情報  

出典：【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当⾯の税務上の取扱いに関するFAQ 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf 
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税制  

確定情報  

 企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、
減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、税務上 相手方に対して寄附金を支出したものとして、取り扱われ
る（⼀定限度額を超えると損金算入が認められない） 
 
 

 しかし、賃料の減額が、取引先等に対して、①その復旧を支援することを目的として、②取引先において被害が生じた後相
当の期間内に行われたもの である場合には、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられ、その減額した分の差
額については、寄附金として取り扱われない 

 

 これに関連して国土交通省は関係団体を通して、不動産を賃貸する事業を営む事業者に対して、コロナ禍において、賃料
の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な
措置の実施を要請している 

家賃の減額に係る考え方（その他運用情報） 

出典：国土交通省2020.4.17事務連絡 

https://www.mlit.go.jp/common/001342992.pdf 

 資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置（旧税率８％）の適用を受けている賃料を、平成 31 年４月１日以後
に変更した場合は、（変更後に行われる資産の貸付けには原則 当該経過措置は適用されませんが、）当該賃料の変更が「正当な理由に基づく
もの」であれば、経過措置が適用される 

 
 これについて、上記の様な政府の要請を踏まえたコロナ禍における対応として、当該賃料を減額することが明らかな場合

は、「正当な理由に基づくもの」として取り扱って差し支えなく、引き続き資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置（旧
税率８％）が適用される 

消費税率等の経過措置について 

（記載例） 
※本様式はあくまで⼀例であり、個別の合意内容・状況に応じて編集可能とする。また、電子メールによる形式を用いることも可とする。 

 
覚 書（例） 

 
【不動産所有者等名】（以下「甲」という。）と【取引先名】（以下「乙」という。）は、甲乙間で締結した○○年○月○日付「建物賃貸借
契約書」（以下「原契約」という。）及び原契約に関する締結済みの覚書（以下「原契約等」という。）に関し、乙が新型コロナウイルス感染
症の流行に伴い収入が減少していること等に鑑み、甲が乙を支援する目的において、以下の通り合意した。 
 
第１条 原契約第△条に定める賃料を令和２年×月×日より令和２年▲月▲日までの間について、月額□□円とする。 
第２条 本覚書に定めなき事項については、原契約等の定めによるものとする。 

令和２年◇月◇日 

2013.10.1 
2019.10.1 

(施行日) 2019.4.1 

原則 消費税率 8％ 消費税率 10％ 

（2019.10.1より前からの）継続貸付 

（2019.10.1以後の資産の貸付に係る消費税についても） 

旧税率8％適用 

消費税率等の 

経過措置 
の適用 

一定の賃貸借契約等の締結 

 「正当な理由」を証明できる書⾯として、下記のような覚書を残すことが有効 

引き続き旧税率8％適用可能 「正当な理由に基づく」賃料の減額  

©AGS Group All rights reserved 

出典：【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や
納税などの当⾯の税務上の取扱いに関するFAQ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf 

https://www.mlit.go.jp/common/001342992.pdf


国 外  
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税制  

確定情報  

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに租税条約に関する届出書の原本を提出できない場合には、新型コロ
ナウイルス感染症が沈静化するまでの当面の対応として、源泉徴収義務者が非居住者等からメール等により受領した届
出書（その添付書類を含む）を出力したものを税務署に提出することとして差し支えない 

 
 非居住者等が租税条約に関する届出書の原本の提出をすることができることとなった際には、源泉徴収義務者は遅滞

なく届出書の原本の提出を受ける必要があるが、税務署からその原本の提出を求められるまでの間は、源泉徴収義務
者において、その原本を保管しておくこととして差し支えない 

租税条約に関する取扱い（その他運用情報） 

©AGS Group All rights reserved 

国際郵便の引受停止等により租税条約に関する届出書が提出 できない場合の取扱い 

租税条約に関する届出書に添付する居住者証明書を取得できない 場合の取扱い 

前提 

• 新型コロナウイルス感染症の影響により 
• 外国の税務当局による居住者証明書の発行が遅延している旨の申立てがる場合で、 
• 下記①又は②の方法により非居住者等が条約相手国の居住者であることが確認できる場合 

①  源泉徴収義務者が非居住者等の居住者証明書の写し（おおむね１年以内に発行されたもの）を保管している場合 

 源泉徴収義務者がその写しのコピーを作成し、その届出書に添付して提出する方法 
（後日、税務署から直近の居住者証明書等の確認を求められた場合には、その証明書の提出等をする） 

 

②  非居住者等が源泉徴収義務者の関連会社等(※1)であって、その源泉徴収義務者において、その非居住者等が条約

相手国の居住者であることが明らかな場合 

 その源泉徴収義務者がその届出書の余白部分にその旨を記載(※２)して提出する方法 

 後日、居住者証明書の発行を受けた際には、その居住者証明書にその届出書の控え（税務署の収受印の押印の

あるもの等）の写しを添付して税務署に提出する 

 
※１ 関連会社等とは、源泉徴収義務者と資本関係や人的関係等を有する者で、その者が条約相手国の居住者であることについてその源泉徴収義務者にお

いて判断することができる者をいう 

※２ 届出書の余白部分には、例えば、「所得者は、支払者の親会社であり、〇〇国の居住者であることが明らかである。居住者証明書の発行が遅延している

ため、当該証明書は後日提出する。」と記載する 

【新型コロナウイルス感染症が沈静化するまでの当面の対応】 

※ 上記2例の取扱いは、「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」の提出についても同様 

源泉徴収義務者 

租税条約に関する届出書 

（及び添付書類） 

原本 

e-mail 

税務署 

e-mailデータ 
（出力） 

非居住者 

コロナ禍において提出不可 

提出可能となった際、提出 

原本 
税務署より求めがあるまで
は原本保管 

出典：【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当⾯の税務上の取扱いに関するFAQ 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf 



 定時株主総会は事業年度の終了後⼀定の時期に召集しなければならないとされているが（会社法第296条第1項）、必
ずしも決算日後3ヶ月以内に開催しなければならないものではない。そのため例年と異なるスケジュールで行うことが可能。 

    ※株主総会の招集通知等において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主に来場を控えるよう呼びかけることも可能 
 
①議決権行使の基準日を変更した上で、延期後の定時株主総会において報告する方法 
基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3ヶ月以内に行使するものに限られる（会社法第124条第2項）。そのため、
定款で基準日が定められており、新型コロナウイルス感染症に関連し、3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、
新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内
容を公告する必要がある（会社法第124条第3項本文）。 
 

EX)      3月末             5月末          6月末        3ヶ月以内     8月末 

 
       決算(当初基準日)     変更後基準日      (当初総会)                変更後総会 

                    ※2週間前までに公告 

       

②当初予定した時期に定時株主総会を開催、続行の決議を求め、計算書類等は、継続会において報告する方法 

継続会（会社法第317条）において報告する場合、企業及び監査法人は決算業務、監査業務が完了した後直ちに計

算書類、監査報告等を株主に提供して株主による検討の機会を確保するとともに、当初の株主総会の後合理的な期間内

に継続会を開催する。当初の定時株主総会の時点で継続会の日時及び場所が確定できない場合、議長に⼀任する決議

も許容されるが、継続会の日時・場所が決まり次第、事前に株主に⼗分な周知を図る必要がある。当初の定時株主総会と

継続会の間の期間については、3ヶ月を超えないことが⼀定の目安になるものと考えられる。 
※当初予定した定時株主総会において剰余金の配当決議を行う場合、効⼒発生日が2020年3月期の計算書類の確定前である限り、最終事業年度

(会社法第2条24号)である2019年3月期の計算書類に基づいて算出された分配可能額の範囲内において行うことが可能(会社法第461条) 

確定情報  

会計等  

 2020年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する報告書（金商法第24条第1項：有価証券報告書、

金商法第24条の4の7第1項：四半期報告書等）に関し、⼀律に2020年9月30日まで提出期限を延長。 

   ※財務局長等へ個別に申請を行う必要なし 

 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の⼀部を改正する内閣府令」2020年4月17日付けで公布、同日から施行。 

有価証券報告書等の提出期限延長 
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会社法計算関係の定時株主総会における報告について 

決算期 開示書類 期限（原則） 延長後の期限 

• 2020年3月期 • 有価証券報告書 • 2020年6月末 • 2020年9月末 

• 2021年3月期 
• 第1四半期(2020年6月末) 

• 四半期報告書 • 2020年8月14日 • 2020年9月末 

【参考例】金融商品取引所に上場している会社 

出典：【金融庁】 企業内容等の開示に関する内閣府令」等の⼀部改正について https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200417_kaiji/20200417_kaiji.html 

出典：【経済産業省】 株主総会（オンラインでの開催等）、企業決算・監査等の対応 https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html 

 会社法施行規則及び会社計算規則の⼀部を改正する省令(法務省令第37号)が公布され(2020.5.15)同日施行。 

 定時株主総会の招集の通知に際して、本省令の施行の日から６ヶ月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に

限り、事業報告における「当該事業年度における事業の経過及びその成果」及び「対処すべき課題」並びに貸借対照表

及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含める。 
    ※ウェブ開示をする旨の定款の定めが必要、会計監査報告に無限定適正意見が付されていることなどの⼀定の条件を満たす場合にのみ 

貸借対照表、損益計算書等のウェブ開示によるみなし提供制度について 

出典：【法務省】 会社法施行規則及び会社計算規則の⼀部を改正する省令（令和２年法務省令第３７号）について 
http://www.moj.go.jp/content/001319873.pdf 

©AGS Group All rights reserved 



会計等  

 企業会計原則の注解注12において、特別損益の内訳項目に臨時損益があげられている。そのため、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のために生じた以下のような費用・損失は損益計算書上、特別損失に計上することも可能と考えられる。
ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための政府や地方自治体による要請や声明等に関連せず、経常的な経     
営活動に伴う業績不振等による損失は特別損失には該当しないとされる。 
 

   ①政府や地方自治体による要請や声明等により、例えば、被監査企業が店舗の営業を停止又はイベントの開催を中止し    
たときに、当該営業停止期間中に発生した固定費や、当該イベントの開催の準備及び中止のために直接要した費用 

 
②政府や地方自治体による要請や声明等により、被監査企業の工場が操業を停止又は縮小したときの異常な操業度の
低下による原価への影響 

操業、営業停止中の固定費等の会計処理についての考え方 

検討中 ・報道情報  
( 2 0 2 0 . 7 . 2 7 時 点 )  
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 会計上の見積りとは「資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可
能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出すること」と定義されている（企業会計基準第24号「会計方針の開示、
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(3)）。そのため以下のように考えられる。 

 
①新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても、⼀定の仮定を置き最善の見積りを行う必要
があるものと考えられる。 
 
②⼀定の仮定を置くにあたっては、外部の情報源に基づく客観性のある情報を可能な限り用いることが望ましい。しかしなが
ら、新型コロナウイルス感染症の影響については、会計上の見積りの参考となる前例がなく、今後の広がり方や収束時期等
について統⼀的な見解がないため、外部の情報源に基づく客観性のある情報が入手できないことが多いと考えられる。この
場合、新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら⼀定の仮定を置くこ
とになる。 
 
③企業が置いた⼀定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積もられた金額につ
いては、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらないものと考えられる。 
※「誤謬」とは、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又は誤用したことによる誤り 

 
④新型コロナウイルス感染症の影響に関する⼀定の仮定は、企業間で異なることになることも想定されるため、どのような仮
定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、財務諸表の利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要が
あると考えられる。また、重要性がある場合は、追加情報としての開示が求められるものと考えられる。 
※当年度重要性が乏しい場合であっても、翌年度に重要な影響を及ぼすリスクがある場合は、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期
等を含む仮定に関する追加情報の開示を行うことが財務諸表の利用者に有用な情報を与えることになると思われ、開示を行うことが強く望まれる 
 

⑤上記（④）に関する四半期決算における考え方は（他の注記に含めて記載している場合を除き）、以下の通り。 
・前年度の財務諸表において④の追加情報の開示を行っている場合で、仮定に重要な変更を行ったときは、四半期財務
諸表に係る追加情報として、当該変更の内容を記載する必要があるものと考えられる。 
・前年度の財務諸表において仮定を開示をしていないが、四半期決算において重要性が増し新たに仮定を開示すべき状
況になったときは、四半期財務諸表に係る追加情報として、当該仮定を記載する必要があるものと考えられる。 
・前年度の財務諸表において④の追加情報の開示を行っている場合で、仮定に重要な変更を行っていないときも、重要な
変更を行っていないことが財務諸表の利用者にとって有用な情報となると判断される場合は、四半期財務諸表に係る追加
情報として、重要な変更を行っていない旨を記載することが望ましい。 

会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方 

出典：【企業会計基準委員会】第429回企業会計基準委員会（2020年4月9日開催）議事概要 
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200409_429g_02.pdf 
【企業会計基準委員会】第 432 回企業会計基準委員会（2020 年 5月 11 日開催）議事概要 
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200511_432g_02.pdf 
【企業会計基準委員会】第 436 回企業会計基準委員会（2020 年 6月 26日開催）議事概要 
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200626_436g_02.pdf 

出典：【日本公認会計士協会】新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項（その４） 
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-99-0-2-20200422.pdf 

日本公認会計士協会、企業会計基準委員会の見解 
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（2020.7.27基準、 2020.7.13基準） 

 変更なし 

 

更新履歴 確定情報  

（2020.7.27基準、2020.7.13基準） 

 変更なし（検討中・報道情報の記載なし） 

 

税 制  

（2020.7.27基準、 2020.7.13基準） 

 変更なし 

 

 

 

金融  

社会保障  

税 制  

（2020.7.27基準、 2020.7.13基準） 

 変更なし（検討中・報道情報の記載なし） 

 

金 融  

社 会 保 障  

16 

(2020. 7.27基準、2020.7.13基準) 

 変更なし 

会 計 等  

（2020.7.27基準、 2020.7.13基準) 

 変更なし 

 

会 計 等  

検討中・報道情報  

©AGS Group All rights reserved 

（2020.7.27基準） 

 申請受付終了に伴い、感染拡大防止協⼒金を削除 

 

（2020.7.13基準） 

 休業手当を受けられなかった労働者に対する支援を追加 

 新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律内の新型コロナウィルス感染症対応休業支援金を削除 

 家賃支援給付金の対象・要件を追記 

（2020.7.27基準、 2020.7.13基準） 

 変更なし（検討中・報道情報の記載なし） 


