
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスに関する税制上の措置 

 新型コロナウイルスの猛威が収束する気配がみられま

せん。4月7日（火）に政府が発表した緊急事態宣言は、

段階的に増やされ、現在では、日本の 47 都道府県全て

に拡大しています。当初はゴールデンウィーク最終日の

5月 6日（水）までとなっていましたが、収束までの見

通しが立たず、結局 5月 31日（日）まで約 1ヶ月間の

延長となりました。 

 この、先の見えない状況下で、世界経済が麻痺してお

り、当然、日本の中小企業や個人事業主等にも重大な影

響が出ています。 

 政府も上記を勘案し、様々な税制上の措置を五月雨式

に講じています。そこで、5月4日現在で国税庁等のHP

に掲載されている措置について以下に記しました。適用

が可能なものについては、積極的に活用してください。 

 

【納税の猶予制度の特例】 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因し、収入

に相当の減少（令和 2年 2月以降の任意の期間において前年同期と

比較し概ね 20％）があった事業者の国税について、無担保かつ延滞

税なしで 1年間、納税を猶予します。 

【欠損金の繰戻しによる還付制度の特例】 

・資本金1億円超10億円以下（従来は資本金1億円以下の法人等が

対象）の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に

終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しに

よる還付制度の適用が可能となりました。 

【テレワーク等のための中小企業の設備投資税制】 

・中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業

経営強化税制（一定の規模の設備について、指定事業の用に供した

場合、即時償却又は設備投資額の 10％の税額控除(資本金 3,000 万

円超１億円以下の法人は 7%)が受けられる）を拡充（従来は「生産性向

上設備」と「収益力強化設備」のみ）し、その対象に加えられました。 

【中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請

求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用】 

・政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中

止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかっ

た場合には、放棄した金額について、寄附金控除（所得控除又は税

額控除）の対象となりました。 

 

【住宅ローン控除の適用要件の弾力化】 

・新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によっ

て住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得

契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同

様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。 

【消費税の課税選択の変更に係る特例】 

・新型コロナウイルス感染症により収入が著しく減少（令和 2年 2月1

日からの1年間のうち、任意の1ヶ月以上の期間の事業としての収入

が前年同期比で概ね 50％以上）した事業者が、申請書を申請期限ま

でに提出して税務署長の承認を受けたときは、課税期間開始後であ

っても消費税の課税事業者の選択の変更（又はやめる）を認める等

の措置がされました。 

【特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税】 

・公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症に

よりその経営に影響を受けた事業者に対して行う金銭の特別貸付け

に係る消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税（令和3年

1月31日までに作成されるものについて）とすることとされました。 

＜地方税に関する措置＞ 

【徴収の猶予制度の特例】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に

相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担

保かつ延滞金なしで 1年間徴収を猶予出来る特例を設けます。 

【中小企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】 

・厳しい環境にある（令和2年2月～10月までの任意の3ヶ月間の売

上高が、前年の同期間と比べて、30％以上 50％未満減少している者

は 2分の 1、50％以上減少している者はゼロ）中小企業者等に対して、

令和 3年度課税の 1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固

定資産税及び都市計画税の課税標準を 2分の 1又はゼロとします。 

【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】 

・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

行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家

屋及び構築物を加えます。 

＜社会保険料等に関する措置＞ 

【厚生年金保険料等の納税猶予の特例】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当

の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険

料等の納付を、1年間猶予することが出来ます。 

 

 上記については、主に税制上の支援ですが、その他に

も政府等公的機関は、経営相談・資金繰り支援・設備投

資及び販路開拓支援・経営環境の整備・各種補助金等幅

広い支援を行っております。 

打倒！新型コロナウイルスの救世主は？ 

 新型コロナウイルスの感染者は5月3日現在、世界で

約330万人、死者は約24万人となっています。 

 この感染力の強いウイルスの拡大を防ぐために、世界

では、非常事態宣言等の発令によって、人と人との接触

を避けるよう徹底していますが、同時に世界中で力を入

れているのが、新薬とワクチンの開発です。 
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 新薬については、日本の

富士フイルム富山化学株式

会社の開発した販売名「ア

ビガン」が注目されていま

すが、この薬は元々新型・

再興インフルエンザ用の薬

で、今回の新型コロナウイ

ルスに対しどの程度効果が

あるのかについては、圧倒

的に臨床試験のデータが不

足しています。 

 他にもエボラ出血熱の治

療薬として開発されていた

抗ウイルス薬（未承認）等

候補が複数ありますが、通

常、新薬を販売するために

は、膨大な時間と費用が掛

かります。  

上図の通り、新薬の開発

には、基礎研究→非臨床試験→臨床試験→承認と発売と

それぞれのフェーズ毎に数年間掛かり、トータルの期間

では少なくとも約 9 年、長ければ約 17 年掛かります。

一般的に新薬が高価で、ジェネリック医薬品（後発医薬

品）が安価になるのも、この膨大な開発期間とそれに伴

う費用とが大きく影響しています。 

 次にワクチンです。新薬とワクチンの違いは、ウイル

スに感染した後に摂取（服用）し、症状を改善させる事

を目的とした医薬品が新薬であり、ワクチンは、病原体

から作られた無毒化・弱毒化された抗原を投与すること

で体内に病原体に対する抗体産生を促し、感染症に対す

る免疫を獲得するというもので、ウイルスに感染する前

の予防に用いる医薬品ということになります。 

 ワクチンの歴史は、18世紀末にイギリスの医者エドワ

ード・ジェンナーが天然痘のワクチンを開発したのが最

初と言われています。天然痘は少なくとも紀元前 1350

年には人に発症している記録があり、また天然痘の致死

率は30％～50％と非常に高く、古代から長年に渡り人々

を悩ませる厄介

なウイルスでし

た。但し、ジェ

ンナーが医師を

していた頃、農

村では、牛の乳

搾りをして牛と

接することによ

って自然に牛痘

にかかった人間

は、その後天然

痘にかからない

という言い伝え

がありました。 

元々欧州では、

天然痘患者の膿

疱から抽出した液を健康な人に接種する「人痘法」があ

ったものの、約 2％が重篤化し危険が伴っていました。

そこでジェンナーは、牛痘を使い、安全に接種する方法

（種痘法）を確立しまし

た。その後フランスの生

化学者・細菌学者であっ

たルイ・パスツールが病

原体の有害な性質を弱め

ること（弱毒化）を実証

し、コレラや炭疽、狂犬

病ワクチンを開発し、以

降多くの疾病に対しての

ワクチンが開発されてきました。 

ワクチンには大きく分けて「生ワクチン」と「不活化

ワクチン」があります。前者は毒性を弱めた微生物やウ

イルスを使用することで、獲得免疫力が高く、免疫持続

力が長い反面、副反応を発現するリスクがあります。後

者は安全性が高い反面、効果も弱く持続力も短いため、

複数回接種が必要なことが多いというデメリットがあり、

どちらも一長一短があります。 

 さて、新型コロナウイルス向けワクチンの開発状況で

すが、WHO（世界保健機関）の発表によると、現在製

薬会社や大学等での研究は少なくとも 62 件進められ、

そのうち既に臨床試験に入っているものが6つあるよう

です。製品の販売までは、どんなに頑張っても1年以上

掛かるとの見解もあるようですが、この未曾有の事態に、

「救世主」として新薬かワクチンの一日も早い登場を願

わずにはいられません。 

本 社：０３－５２２７－３６０１ 

横浜支店：０４５－６５１－２８４１ 

名古屋支店：０５２－５８８－２３２２ 

関西支店：０７５－２１２－２８０１ 

大阪事務所：０６－６９２０－５５５１ 

 

トリニテーシステム業務提携先（令和2年5月現在） 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力向上・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 

出典：グレイプ 

開発年 病名 備考
1796年 天然痘※
1879年 コレラ
1881年 炭疽
1882年 狂犬病
1890年 破傷風
1890年 ジフテリア
1896年 腸チフス
1897年 ペスト
1926年 百日咳
1927年 結核
1932年 黄熱病
1937年 発疹チフス
1945年 インフルエンザ
1952年 小児麻痺
1954年 日本脳炎
1957年 アデノウイルス4型及び7型
1962年 小児麻痺 経口ワクチン
1964年 麻疹
1967年 流行性耳下腺炎 俗称おたふくかぜ
1970年 風疹
1974年 水痘 俗称水疱瘡
1977年 肺炎球菌
1978年 髄膜炎菌
1981年 B型肝炎
1985年 インフルエンザ菌B型
1992年 A型肝炎
1998年 ライム病
1998年 ロタウイルス
※1980年天然痘撲滅宣言（ワクチンによる疾病制圧最初の例）

ワクチンの年表

出典：「てきすとぶっく製薬産業2012」 


