
2021年2月16日にシンガポール政府より予算案が公表されました。

2020年度においては、総額1,000億シンガポールドル、日本円にして約8兆円のコ
ロナ対策予算が編成、実行されることになりましたが、2021年度の予算案では、
110億シンガポールドル、日本円にして約8,800億円規模の予算となっております。

2021年度の予算案の特徴としては、昨年度来のコロナの封じ込み対策に、一定の
成果が見て取れることから、コロナ封じ込み対策から、シンガポール経済をRe 
Openさせるため政策、いわゆるポストコロナにおける成長分野への投資、支援へ
シフトしていることがあげられます。

主な政策、施策内容、税制への影響は下記のとおりです。
政策１. Covid-19対策 (Relief For Recovery)

主な施策内容 主な税制への影響

「Covid-19・レジリエンス・パッ
ケージ」として、公衆衛生対策、労
働者・企業支援を行い、Covid-19か
らの回復のための救済を行う。なお、
深刻な打撃を受けた業界へは追加の
支援を実施する。主な施策内容は、
下記のようにまとめることができる。

1. 優遇税制の延長
2. 現金支給、給与等の各種費用のサ
ポート

3. 融資の継続

• 繰戻還付（Carry-back relief
scheme)の延長

• 器具備品・機械設備に係る早期償却
の延長

• 修繕費及び改修費の早期償却の延長
• GST税率の9％への引上げの延長
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政策３. 経済対策 (Emerging Stronger With Skilled Workers and 
Innovative Business)

主な施策内容 主な税制への影響

技術の急速な進歩に対応し、シンガ
ポールの変革を促し、企業やシンガ
ポール国民が“Emerging Stronger”と
なるための予算を確保する。主な施策
内容は、下記のようにまとめることが
できる。

1. 変革を促すための各種プログラ
ム・プラットフォームの提供

• 国際化関連費用にかかる200％損金
算入（DTDi) の拡大

• 源泉税免除の延長・拡大（金融
サービスセクター、仕組み商品、
店頭（OTC）デリバティブ）

• 非デジタルサービスおよび少額輸
入物品に対する課税

政策２. 社会福祉対策 (Strengthening Our Social Compact)
主な施策内容 主な税制への影響

お互いに支えあい、思いやりのある社
会及びコミュニティーを実現するため、
支援が必要な世帯・国民に対する予算
を確保するとともに、チャリティやボ
ランティア文化の醸成を図る。主な施
策内容は、下記のようにまとめること
ができる。

1. シンガポール国民・世帯への現金、
各種Voucherの支給等

2. 支援を必要とする世帯・国民への
各種プログラムの提供

3. チャリティやボランティア文化の
醸成のための資金サポート、優遇
税制の延長

• 適格寄附金にかかる250％損金算入
の延長

• ビジネス及びIPCパートナーシッ
プ・スキーム（BIPS）の延長
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2. 資金の拠出
3. 優遇税制の延長・拡大

• メディア販売のGST課税・免除判
断基準の変更

• 適格リテール債券に係る初期費用
の200%損金算入（DTD）の延長・
拡大

• NPOへのTax Incentiveの延長
• エネルギー効率改善にかかる投資
控除スキーム（IA: Investment 
Allowance)の延長・拡大

• 保険業に対するインセンティブ
（IBD-SI)の廃止

• 高効率公害防止設備（ADA-PCE)加
速度償却スキームの廃止

政策４. 環境対策 (Building A Home For All)
主な施策内容 主な税制への影響

次の世代のために、気候変動への環境
対応予算を確保し、持続可能なシンガ
ポールに向けた取組みを行う。主な施
策内容は、下記のようにまとめること
ができる。

1. 基金の立ち上げ、Bondsの発行
2. クリーンエネルギーのための税制
改正

3. 各種プログラム、イニシアチブの
導入

• ガソリン税の値上げとリベート
（還付）

• 電気自動車の追加登録料の引き下
げ
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