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中⼩企業事業主⽤ CARES ACT の⼿引き 

議会で先ごろ承認されたコロナウイルス助成安⼼経済保障（the Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security、CARES ACT）プログラムおよび取り組みは、事業主が今現在必要に迫られて
いるものを補助するためのものです。これが実⾏されれば、中⼩企業や特定の⾮営利団体、そ
の他の雇⽤主にとって利⽤可能な、新たな財源を確保することができます。この⼿引きでは、
中⼩企業庁（Small Business Administration、SBA）から間もなく利⽤可能となる主要なプログラ
ムと取り組みに関して、必要なことや、SBA の範囲外となるいくつかの税引当を申し込むため
の情報について、お知らせいたします。 

 

こうしたプログラムがいつ利⽤可能になるか、最新情報を得るために、地元の中⼩企業庁
（SBA）事務所と連絡を密にしてください。SBA 事務所については、こちらをご参照ください。 

 

どこから始めたらいいかお困りですか？以下の質問事項を参考にしてください。あなたにとっ
て必要なものは： 

• 従業員を確保しておくための資本ですか？それなら、給与保護プログラム（Paycheck 
Protection Program）のページが当てはまります。 

• 今すぐ利⽤できる少額の資⾦ですか？それなら、緊急経済災害助成⾦（Emergency 
Economic Injury Grant）のページをご覧ください。 

• 現在または今後の SBA ローン返済についての不安を解消することですか？それなら、中
⼩企業債務救済プログラム（Small Business Debt Relief Program）のページが役⽴ちま
す。 

• 不安定な経済情勢に悲観する気持ちを解消するための、しっかりした無料のカウンセリ
ングですか？それなら、resource partners のページが最適です。 

 

どんなリソースをお探しか分かりました
か？プログラムと補助の内容の⼀覧をご確
認ください。さらに詳しい情報へとご案内
いたします。 

 

  

内容の⼀覧 
給与保護プログラムローン        2 
中⼩企業債務救済プログラム       6 
経済災害ローンおよび緊急経済災害助成⾦ 8 
中⼩企業カウンセリング         10 
請負業者について            12 
中⼩企業税引当             13. 
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給与保護プログラム（Paycheck Protection Program、PPP）ローン 

このプログラムは、この度の緊急事態の間、事業主が給与を⽀払い続けられるよう、100 パー
セント政府に保証されたローンを通じ、キャッシュフローを補助するものです。もし事業主が
給与の⽀払いを継続できれば、ローン返済は免除されます。これにより、労働者の雇⽤を確保
できるとともに、打撃を受けた中⼩企業とわが国の経済が、危機の後、すばやく⽴ち直ること
ができます。PPP には多くの魅⼒的な特⾊があります。例えば、従業員の保持⼒と給与⽔準に
基づいた 8 週間までの給与免除や、SBA ⼿数料の無料と、最短 6 か⽉・最⻑ 1 年までの繰延な
どです。2020 年 2 ⽉ 15 ⽇から 2020 年 6 ⽉ 30 ⽇の期間に、COVID-19 によって被害を被った場
合、中⼩企業とその他資格のある団体が申請をすることができます。このプログラムは、すで
に解雇された労働者に給与を改めて⽀給できるよう、2020 年 2 ⽉ 15 ⽇までさかのぼって適⽤
されます。ローンは 2020 年 6 ⽉ 30 ⽇まで利⽤可能です。 

 

           よくある質問事項 
質問： どういった種類の企業や団体が PPA ローンを利⽤できますか？ 
答え： • 企業ならびに団体は、2020 年 2 ⽉ 15 ⽇に操業していなければなりません。 

• 従業員が 500 名より少ないか、または関連する業界規約で定められた⼈数より従業員が
少ない中⼩企業、および 501(c)(3)に基づく⾮営利団体、501(c)(19)に基づく退役軍⼈組
織、また 31(b)(2)(C)に基づく先住⺠経営の企業。 

• 個⼈事業の経営者、または独⽴請負業者として働く個⼈、また適格な⾃営業者。 
• 物理的な場所ごとに 500 名より少ない従業員を雇⽤し、72 から始まる北⽶産業分類シス

テムコードが割り当てられている企業。アフィリエーションルールは適⽤されません。 
• アフィリエーションルールは、⾏政によってフランチャイズ ID コードが割り当てられた

フランチャイズとして運営されている企業、および中⼩企業投資法⼈を通じて資⾦を受
け取っている会社に対しても免除されます。 
 

質問： アフィリエーションルールとは何ですか？ 
答え： これは SBA が、ビジネスの提携により「⼩規模」とみなすかどうかを決定するときに重要になり

ます。⼀般に提携とは、あるビジネスが別のビジネスを管理するか、または管理する権限を持っ
ている場合、または第三者が両⽅のビジネスを管理するか、または管理する権限を持っている場
合に成り⽴ちます。このルールの詳細と、このルールがビジネスの適格性に与える影響について
は、こちらをご覧ください。 
 

質問： どのような⾮営利団体に資格がありますか？ 
答え： 従業員数 500 名以下のすべての 501(c)(3)に基づく⾮営利団体、または SBA の基準が許す場合はそ

れ以上。⾮営利団体の SBA 基準を従業員数で確認するには、https://www.sba.gov/size-standards/ 
にアクセスしてください。たとえば、従業員が 500 ⼈未満の教会や美術館は対象になります。検
索するには、6 桁の北⽶産業分類コードが必要です。 

 

質問： ローンの⾦額はどのように決まりますか？ 
答え： あなたの事業の状況により、ローンの⾦額は異なる⽅法で計算されます（下記参照）。ローンの

上限額は常に 1,000 万ドルです。 
• 2019 年 2 ⽉ 15 ⽇から 2019 年 6 ⽉ 30 ⽇の間に操業していた場合：あなたのローンの上

限額は、この間の給与⽀払額の⽉平均の 250 パーセントになります。もし従業員が季節
労働者であった場合、期間の開始⽇を 2019 年 3 ⽉ 1 ⽇に選択することができます。 

よくある質問と答えは次ページに続く 
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• 2019 年 2 ⽉ 15 ⽇から 2019 年 6 ⽉ 30 ⽇の間に操業していなかった場合：あなたのロー
ンの上限額は、2020 年 1 ⽉ 1 ⽇から 2020 年 2 ⽉ 29 ⽇の期間の給与⽀払額の⽉平均の
250 パーセントになります。 

• 2020 年 2 ⽉ 15 ⽇から 2020 年 6 ⽉ 30 ⽇の間に経済災害ローン（EIDL）を受けており、
それを PPP ローンに借り換えたい場合、未払いローンの⾦額を給与総額に追加します。 
 

質問： どのような費⽤が給与として利⽤可能ですか？ 
答え： • 報酬（給料、賃⾦、⼿数料、または同等の補償、現⾦チップの⽀払いまたは同等の⽀払

い） 
• 休暇、育児休暇、家族休暇、医療休暇または病気休暇の⽀払い 
• 解雇の⼿当て 
• 保険料を含むグループ医療給付に必要な⽀払い 
• 退職⾦の⽀払い 
• 従業員の報酬に対して課税される州税または地⽅税の⽀払い 

 
質問： どのような費⽤が給与として利⽤不可能ですか？ 
答え： • 10 万ドルを超える従業員または事業主の報酬 

• IRS コードの 21 章、22 章、および 24 章に基づいて課税または源泉徴収される税⾦ 
• 主な居住地が⽶国外にある従業員の報酬 
• Families First Coronavirus Response Act のセクション 7001 および 7003 に基づいて許可さ

れた、資格のある病気および家族休暇 
 

質問： ローンの借⼊⾦はどのような⽤途で利⽤可能ですか？ 
答え： • 給与⽀払額（上記参照） 

• 病気、医療、または家族の有給休暇中のグループ医療給付の継続にかかる費⽤、および
保険料 

• 従業員の給与、⼿数料、または同等の報酬（上記の除外項⽬を参照） 
• 住宅ローン債務の利息の⽀払い（住宅ローン債務の元⾦の前払いまたは⽀払いは含まな

い） 
• 家賃（リース契約に基づく家賃を含む） 
• 公共料⾦ 
• 対象期間の前に発⽣したその他の債務の利息 
•  

 

 

 

質問： ローンの期間、⾦利、⼿数料について教えてください。 
答え： 期間は最⻑で 10 年、⾦利は最⼤で 4 パーセント、ローン⼿数料と前払い⼿数料は無料です（SBA

が貸⾦業者に対して申請⼿数料の上限を設定します）。 
 

質問： 免除額はどのように計算されますか？ 
答え： 対象となるローンの免除額は、対象期間の 8 週間に発⽣した以下の給与コストの合計であり、前

年または前年同時期と⽐較して、従業員と賃⾦の維持に⽐例します（10 万ドルを超える報酬を
除く）。 
• 給与コスト、および対象となる住宅ローン債務の利息の⽀払い（住宅ローン債務の元⾦

の前払いまたは⽀払いは含まない）、および対象となる家賃の⽀払い、および対象とな
る公共料⾦の⽀払い 

 

よくある質問と答えは次ページに続く 
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質問： PPP ローンにおける免除を得るにはどうしたらよいですか？ 
答え： 貸⾦業者を通じて、ローンにおける免除を申請しなければなりません。この申請には、以下のも

のが必要です。 
• IRS の給与税の申告、州の収⼊・給与・失業保険の申告を含む、給与⽀払額と給与レー

トに関する従業員数が確認できる⽂書 
• 対象となる住宅ローン債務、家賃債務、および公共料⾦の⽀払いが確認できる⽂書 
• 提供された⽂書が真実であり、許可された⾦額がプログラム利⽤ガイドラインに従って

使⽤されたことを証明すべく権限を与えられた、企業または組織の代表者による証明
書。 

 
質問： ローン免除の期間が終わったらどうなりますか？ 
答え： 1 年の終わりに免除されなかったローン⾦額は、最⻑ 10 年間、最⼤利息 4％の継続ローンとして

繰り越されます。元本と利息の⽀払いは、ローンの実⾏後、合計 6 か⽉から 1 年間延期されま
す。免除のプロセスが再び始まることはありません。 
 

質問： 複数の PPP ローンを受けることはできますか？ 
答え： いいえ。企業が受けられるのは 1 つの PPP ローンに限定されます。同じ事業体への複数の融資を

防ぐため、各ローンは SBA の納税者番号にて登録されます。 
 

質問： どのような貸⾦業者から PPP ローンを受けることができますか？ 
答え： 現在のすべての SBA の 7(a) 貸⾦業者（ 7(a) の詳細はこちらを参照）は、PPP の適正な貸⾦業者で

す。財務省はまた、中⼩企業の経営者のニーズを満たすために、今後、銀⾏以外の貸し⼿を含む
新たな貸⾦業者を承認する責務を負っています。 
 

 

 

 

  

よくある質問と答えは次ページに続く 
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質問： PPP ローンは SBA のこれまでのローンとどのように連携していますか？ 
答え： 借り⼿は PPP ローンや、経済災害ローン（EIDL）、7(a)ローン、504 ローン、およびマイクロロー

ンなどの他の SBA の⾦融⽀援を申請することができます。また、中⼩企業投資法⼈（Small 
Business Investment Corporations、SBIC）から投資資本を受け取ることもできます。 
 

質問： PPP ローンは⼀時的な緊急経済災害助成⾦や中⼩企業債務救済プログラムとどのように連携して
いますか？ 

答え： 緊急経済災害助成⾦の受給者、および中⼩企業債務救済プログラムを通じてローンの⽀払いの救
済を受けた者は、PPP ローンを申請して取得することができます。詳細については、それぞれの
項⽬を参照してください。 
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中⼩企業債務救済プログラム（Small Business Debt Relief Program） 

このプログラムは、災害とは無関係の SBA ローン、特に 7(a)、504、およびマイクロローンを利
⽤している中⼩企業に対し、ただちに援助を提供するものです。その条件のもと、SBA は、6
か⽉間にわたり、元本、利息、⼿数料を含む、これらの SBA ローンに関わるすべてのローンの
⽀払いを請け負います。この債務救済は、⼤統領が法案に署名してから 6 か⽉以内に融資を受
ける新しい借り⼿にも適⽤されます。 

           よくある質問事項 
質問： このプログラムでは、どの SBA ローンが債務救済の対象になりますか？ 
答え： 給与保護プログラム（PPP）ローンではない 7(a)ローン、504 ローン、およびマイクロローン。災

害ローンは利⽤不可です（詳細は p. 8 を参照）。 
 

質問： このプログラムでの債務救済は、PPP ローンとどのように連携していますか？ 
答え： 借り⼿は、PPP ローンを個別に申請して取得することができますが、このプログラムに基づく債

務救済は PPP ローンには適⽤されません。 
 

質問： 7(a)ローン、504 ローン、およびマイクロローンを利⽤できるかどうか、どのように知ることがで
きますか？ 

答え： ⼀般的に、各事業はサイズの基準を満たし、⽶国に拠点があり、返済が可能で、健全な事業⽬的
を持っている必要があります。各プログラムには異なる要件があります。詳細については、
https://www.sba.gov/funding-programs/loans を参照してください。 
 

質問： 7(a)ローンとはどのようなものですか？また、どのように申請したらよいですか？ 
答え： 7(a)ローンは、他ではクレジットが⾜りず、多⽬的の資⾦調達を必要とする借り⼿に対し、短期

または⻑期の運転資⾦や、既存の事業を購⼊したり、現在の事業債務を借り換えたり、家具、備
品、消耗品を購⼊する資⾦を提供する、500 万ドルを上限とする⼿頃なローン商品です。このプ
ログラムでは、銀⾏がローンのリスクの⼀部を SBA と共有します。7(a)ローンにはさまざまな種
類があり、このサイトにアクセスして、最適なローンを⾒つけることができます。7(a)ローンの
申請は、銀⾏またはミッションベースの貸し⼿に対して⾏います。SBA には、Lender Match と呼
ばれる無料の紹介サービスツールがあり、最寄りの貸し⼿を⾒つけるのに役⽴ちます。 
 

質問： 504 ローンとはどのようなものですか？また、どのように申請したらよいですか？ 
答え： 504 ローンプログラムは、事業拡張や近代化を⽬的とした固定資産を取得するために使⽤される

⻑期の固定⾦利融資で、承認済みの中⼩企業に最⼤ 550 万ドルのローンを提供するものです。不
動産、建物、機械を購⼊する必要がある場合に適しています。申請は、経済開発を促進する⾮営
利法⼈である認定開発会社（Certified Development Company）を通じて⾏います。SBA には、
Lender Match と呼ばれる無料の紹介サービスツールがあり、最寄りの貸し⼿を⾒つけるのに役⽴
ちます。 
 
 

質問： マイクロローンとはどのようなものですか？また、どのように申請したらよいですか？ 
答え： マイクロローンプログラムは、中⼩企業および特定の⾮営利の保育所の⽴ち上げと拡⼤を⽀援す

るため、最⼤ 5 万ドルのローンを提供するものです。マイクロローンの平均は約 13,000 ドルで
す。これらのローンは、ビジネスカウンセリングも提供できるミッションベースの貸し⼿を通じ
て提供されます。SBA には、Lender Match と呼ばれる無料の紹介サービスツールがあり、最寄り
の貸し⼿を⾒つけるのに役⽴ちます。 

よくある質問と答えは次ページに続く 
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質問： SBA ローンに詳しくありません。申請を⼿伝ってもらうことはできますか？ 
答え： はい。SBA のリソースパートナーが、ローン申請プロセスのお⼿伝いをいたします。最寄りのス

モールビジネスデベロップメントセンター（SBDC）またはウィメンズビジネスセンターについて
は、こちらで⾒つけることができます。 
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経済災害ローンおよび緊急経済災害助成⾦（Economic Injury Disaster Loans & Emergency 
Economic Injury Grants） 

これらの助成⾦は、SBA 経済災害ローン（EIDL）の申請から 3 ⽇以内に、COVID-19 によって被
害を受けた中⼩企業および⺠間⾮営利団体に最⼤ 1 万ドルの緊急援助を提供するものです。貸
出⾦を得るには、まず EIDL を申請してから、貸出⾦の申請をする必要があります。この貸出⾦
は、いかなる場合でも返済する必要はなく、従業員の給与の⽀払い、病気休暇の⽀払い、供給
連鎖の乱れによる⽣産コストの増加、または債務、家賃、住宅ローンの⽀払いなどの事業債務
の⽀払いに利⽤することができます。 

           よくある質問事項 
質問： 私の住む州にある企業や⾮営利団体でも、COVID-19 に関連する EIDL を利⽤できますか？ 
答え： はい。全⽶ 50 州、ワシントン DC、および準州において、多⼤な経済的損害を被っている場合は

EIDL を申請できます。 
質問： EIDL とは何ですか？また何に利⽤することができますか？ 
答え： EIDL は、200 万ドルを上限とする低⾦利ローンであり、最⻑ 4 年間、元本および利息を据え置く

ことができます。災害がなければ⽣じていた給与やその他運営経費などの費⽤の⽀払いに利⽤で
きます。 

質問： 誰が EIDL を利⽤できますか？ 
答え： 利⽤できるのは、従業員が 500 名以下で次に当てはまる者： 

• 中⼩企業（従業員の有無に関わらず、個⼈事業主を含む） 
• 独⽴請負業者 
• 協同組合と従業員所有の企業 
• ⺠間の⾮営利団体 
• 先住⺠経営の中⼩企業 

質問： ⺠間の⾮営利団体ですが 501(c)(3)ではありません。EIDL と助成⾦を受けることはできますか？ 
答え： はい。IRS からの有効なルーリングレターを有する⺠間の⾮営利団体で、1954 年の内国歳⼊法の

セクション 501(c)、(d)、または(e)に基づいて⾮課税を認められている場合、または収益を⽣み出
していない組織または団体が、州法に基づいて組織された、または事業を営んでいる⾮営利団体
であるという、州からの⼗分な証拠を提出できる場合は、助成⾦を受けられます。 

質問： 誰が緊急経済災害助成⾦を利⽤できますか？ 
答え： EIDL を利⽤でき、2020 年 1 ⽉ 31 ⽇にすでに操業しているもの。 
質問： どれぐらいの期間、緊急経済災害助成⾦は利⽤できますか？ 
答え： 2020 年 1 ⽉ 31 ⽇から 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇までです。助成⾦は 2020 年 1 ⽉ 31 ⽇までさかのぼっ

て申請でき、すでに EIDL を申請した⼈でも助成⾦を受け取ることができます。 

 

 

 

  

よくある質問と答えは次ページに続く 
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質問： もし EIDL と緊急経済災害助成⾦の⼀⽅または両⽅を受けた場合、PPP ローンを受けることはでき
ますか？ 

答え： 2020 年 1 ⽉ 31 ⽇から 2020 年 6 ⽉ 30 ⽇の間に、すでに COVID-19 に関連のない EIDL を受けてい
たり、COVID-19 関連の EIDL または緊急補助⾦を受けていても、PPP ローンを申請することがで
きます。最終的に PPP ローンを受け取るか、EIDL を PPP ローンに借り換える場合、緊急経済災害
助成⾦プログラムの下で受け取った貸出⾦は、PPP で許可される⾦額から差し引かれます。 

質問： ⾃分の企業が中⼩企業に当てはまるか、どうしたら分かりますか？ 
答え： あなたのビジネスが SBA の中⼩企業のサイズ基準を満たしているかどうかを確認するには、

https://www.sba.gov/size-standards/にアクセスしてください。検索するには 6 桁の北⽶産業分類コ
ードと、企業の 3 年間の平均年間収益が必要です。 

質問： どのように EIDL を申請したらよいですか？ 
答え： EIDL をオンラインで申請するには、https://disasterloan.sba.gov/ela/にアクセスしてください。 

SBA の⽀援を申請する際、SBA の地域事務所は重要なリソースとなります。 
質問： EIDL の⼿続きには詳しくありません。申請を⼿伝ってもらうことはできますか？ 
答え： はい。SBA のリソースパートナーが、EIDL 申請プロセスのお⼿伝いをいたします。最寄りのスモ

ールビジネスデベロップメントセンター（SBDC）、ウィメンズビジネスセンター、または SCORE
メンターシップの⽀部については、https://www.sba.gov/local-assistance/find/で⾒つけることがで
きます。 
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カウンセリングとトレーニング 

多くの中⼩企業の経営者同様、あなたがこの不安定な期間を乗り切るためにビジネスカウンセ
ラーを必要としている場合は、地元のスモールビジネスデベロップメントセンター（SBDC）、
ウィメンズビジネスセンター（WBC）、または SCORE メンターシップの⽀部を利⽤することが
できます。こうしたリソースパートナーとそれらを代表する協会は、中⼩企業の経営者に対
し、カウンセリングと COVID-19 に関する最新情報を提供することができるよう、範囲を拡げ、
より適切にサポートできるよう、追加の資⾦を受け取ることになっています。中⼩企業に確実
でタイムリーな情報を提供するために、COVID-19 に関連する情報とリソースを統合する共同プ
ラットフォームが間もなく登場する予定です。お近くのリソースパートナーを⾒つけるには、
https://www.sba.gov/local-assistance/find/にアクセスしてください。 

さらに、マイノリティビジネスデベロップメントエージェンシーのビジネスセンター
（MBDC）は、あらゆる規模のマイノリティビジネス企業を対象に必要な物を提供しており、
COVID-19 に対応するため、スタッフを雇⽤し、プログラミングを提供するための資⾦も受け取
ることになっています。すべての州に MBDC があるわけではありません。お住まいの地域にサ
ービスがあるかどうかを確認するには、このサイトにアクセスしてください。 

           よくある質問事項 

よくある質問と答えは次ページに続く 



11 
 

質問： SBDC、WBC と MBDC を通じてカウンセリングやトレーニングを受けるには、料⾦がかかります
か？ 

答え： カウンセリングは無料で、トレーニングはこれらパートナーにより低料⾦で受けることができま
す。これは議会で定められた追加資⾦によって可能になります。SCORE を通じたメンターシップ
は常に無料です。 
 

質問： SBDC とは何ですか？ 
答え： SBDC は、主要な⼤学、カレッジ、州の経済開発機構、および⺠間パートナーに配置されている約

1,000 のセンターからなる全国的なネットワークです。新規および既存のビジネスにカウンセリ
ングとトレーニングを提供するものです。各州には、その州に特化したサービスを調整するリー
ドセンターがあり、上のリンクをクリックして⾒つけることができます。SBDC の詳細について
は、https://americassbdc.org/about-us/にアクセスしてください。 
 

質問： WBC とは何ですか？⼥性専⽤ですか？ 
答え： WBC は 100 を超えるセンターからなる全国的なネットワークであり、起業家に対し、多様なビジ

ネス開発トピックについて、1 対 1 のカウンセリング、トレーニング、ネットワーキング、ワー
クショップ、技術⽀援、メンタリングを提供しています。⼥性に加えて、WBC は、低所得の起業
家を含む、⼗分なサービスを受けていない起業家のニーズに応えるよう義務付けられています。
WBC は多様な顧客のニーズに応えるため、時間帯については柔軟に対応しています。WBC の詳
細については、https://www.awbc.org/にアクセスしてください。 

質問： SCORE とは何ですか？ 
答え： SCORE は、1 万⼈以上いるビジネス専⾨家のボランティアネットワークを通じて、無料で機密の

ビジネスアドバイスを提供しています。メンターとはオンラインで会うことができます。詳細は
こちらを参照してください。 

質問： MBDC は誰に対してサービスを提供するのですか？ 
答え： MBDC は、マイノリティが経営するビジネス（⿊⼈、ヒスパニック系、アジア系アメリカ⼈/太平

洋諸島の住⺠、およびアメリカインディアンの経営者が所有するビジネスを含む）、特に新しい
市場（国内およびグローバル）に参⼊し、規模を拡⼤しようとする企業に適したオプションで
す。 
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請負業者について 

もしあなたが政府の請負業者であれば、あなたのビジネスを救済し保護するために、議会がい
くつかの⽅法を提供しています。政府機関は、契約の条件を変更し、病気休暇を含む有給休暇
について、週あたり最⼤ 40 時間の請求率で請負業者に払い戻すことができます。対象となる請
負業者は、従業員または下請業者が現場で作業を⾏うことができず、COVID-19 のために連邦施
設が閉鎖されているためにテレワークを⾏うことができない業者です。 

さらにサポートが必要な場合は、お近くのスモールビジネスディベロップメントセンター
（SBDC）、ウィメンズビジネスセンター（WBC）、SCORE ⽀部、または SBA の地域事務所にお
問い合わせください。また、政府機関の契約担当官や、政府機関の⼩規模・条件不利事業者活
⽤促進室（OSDBU）とも連携する必要があります。 
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中⼩企業税引当 

事業の閉鎖または経済的困難に直⾯した雇⽤主が従業員を保持するためのクレジット（税額控
除） 

この規定によって、COVID-19 危機の間に、適格な雇⽤主が特定の従業員に⽀払った賃⾦の 50％
に対し、払い戻し可能な給与税額控除が適⽤されるようになります。このクレジットは、政府
の命令により商取引、旅⾏、またはグループミーティングが制限された結果、事業が完全もし
くは部分的に停⽌された⾮営利団体を含む雇⽤者が利⽤できます。このクレジットは、前年⽐
で四半期ベースの収⼊が 50％以上減少した雇⽤者にも提供されます。 

事業の閉鎖または経済的困難の結果、休暇を余儀なくされたり、労働時間を短縮した従業員の
賃⾦は、クレジットの対象となります。フルタイムの従業員が 100 ⼈以下の雇⽤主の場合、従
業員が休暇を与えられたか否かに関わらず、すべての従業員の賃⾦がこの対象となります。ク
レジットは、賃⾦と医療給付を含む報酬に適⽤され、雇⽤主から適格な従業員に⽀払われた最
初の 1 万ドルの賃⾦と報酬のために提供されます。賃⾦には、有給の病気休暇または有給の家
族休暇の給与計算のために考慮に⼊れられたもの、および有給の家族および医療休暇のための
雇⽤者クレジットに考慮された賃⾦は含まれません（IRC セクション 45S）。 

• このクレジットは、給与保護プログラム（PPP）を通じて⽀援を受けている雇⽤主には
利⽤できません。クレジットは 2020 年 12 ⽉ 31 ⽇まで提供されます。 

 

雇⽤主の給与税の⽀払いの繰延 

この規定により、納税者は特定の給与税の雇⽤者部分の⽀払いを 2020 年の終わりまで延期する
ことができます。2020 年のすべての繰延額は、2021 年末と 2022 年末に、等しく 2 分割して⽀
払うことになります。延期できる給与税には、FICA 税の雇⽤者部分、鉄道退職税の雇⽤者およ
び従業員代表部分（雇⽤者 FICA レートに起因する）、および SECA 課税債務の半分が含まれま
す。 

• 給与保護プログラム（PPP）を通じて⽀援を受ける雇⽤主には、繰延は提供されませ
ん。 


