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そこで、KPMG／あずさ監査法人
では重要な不正をいち早く検出する
ために、機械学習を用いた不正検知
モデルを一橋大学とともに研究する
など、会計監査の高度化、精緻化を
進めている。本特集では、AI監査が
切り拓く未来の会計監査をみていく。

近年、不適切会計を開示する上場
企業が増加傾向にある。株式会社
東京商工リサーチの調査によると、
2018年は過去2番目に多かったとい
う。こうした不適切会計問題を少し
でも減らすために、会計監査の品質
向上は喫緊の課題となっている。
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AI 監査で実現する会計監査の未来

対談

早稲田大学政治経済学部卒業。米カリフォルニア大学ロサンゼル
ス校（UCLA）にて経済学博士号を取得。株式会社日本政策投資銀
行、ハーバード大学ウェザーヘッド国際問題研究所、日本大学経
済学部准教授を経て現職。研究分野は、AIを活用した企業のダイ
ナミクス（退出、成長など）予測、企業の行動解析、金融市場のミ
クロ実証分析など多岐にわたる。2019年には、株式会社東京商工
リサーチとの共同研究で「 機械学習手法・AIを用いた企業の将来
予測」に関する特許を取得している。

宮川　大介氏
みやかわ　だいすけ

一橋大学大学院 経営管理研究科 准教授
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にあるメカニズムを正確に理解すること

ができる訳ですが、一般的に、因果推論は

検知・予測よりも手間がかかります。これ

まで機械学習の応用例としてメジャーな

存在だった予測に加えて、近年では、因果

推論の分野でも機械学習手法の応用が進

んでいます（図表1参照）。

丸田：従来の不正研究は、足元の検知が主

でしたが、共同研究では、予測にも取り組

んでいます（図表2参照）。因果推論では、

そこからさらに一歩進んで、原因・メカニ

ズムを考えるということですね。

経営に求められる「AI監査」の 
現状

丸田：近年、企業を取り巻く状況が大きく

変動する中で、社会や企業が監査に求め

る期待も大きく変りつつあります。M&A

などで急速にグローバル化が進んだ結果、

本社から遠く離れた海外子会社やノンコ

ア事業などで、大小さまざまな不正が発

覚していることにより、社会に大きな影響

を与える不正の発見が監査法人の重要な

責務の1つとなっていると考えています。

また、すべての会計データを同じ視点で

効率的に見たり、監査プロセスを分かりや

すく可視化するなど、監査への期待が広

がりつつあります。こうしたニーズに対応

した監査を実現しつつ、監査の品質を維

持・向上するために、我々はデジタルへの

対応力を強化しながらAIを活用した監査

の導入を進めています。データ収集やデジ

タル人材の確保・育成などの課題はあり

ますが、AI監査により、今まで気付かな

かった不正の芽を発見することができ、リ

アルタイムで子会社のリスク管理が行え

るようになってきています。中でも、不正

を見逃さないという社会の高い期待に対

応すべく、我々は新しい試みとして一橋大

学と産学共同研究を始めました。

蓄積したデータとAIを用いてイベ
ントの発生を「予測する」

丸田：まずは、宮川先生の研究内容を簡単

にご紹介いただけますでしょうか。

宮川：大きく2つに分かれます。1つは、何

らかのイベントの発生を検知・予測すると

いうものです。イベントとは、たとえば企

業の倒産や、今回の共同研究の対象である

不正会計などです。最近では、政策的に注

目を浴びている労働生産性などの企業パ

フォーマンスの予測も研究対象となって

います。

　もう1つは、いわゆる因果推論です。よ

くホテルの価格と稼働率の関係を例に取

り上げているのですが、一般的にホテルは

お盆の観光シーズンに稼働率が高くなり、

宿泊料も高くなります。それだけを見てい

ると、稼働率と宿泊料は連動しているよう

に見えますが、お盆明けの9月に宿泊料を

上げれば宿泊客が増えると考える経営者

はいません。通常の時期は価格の上昇が需

要の減少を生み出すという因果関係が存

在していると考えられるからです。この例

が示すとおり、検知・予測というタスクと、

その背後にある因果のメカニズムを考え

るタスクを区別しながら分析に取り組む

必要があります。

　因果推論を行うことで、経済現象の背後

従来、会計監査は主にサンプリングを用いた試査というアプローチによって行われてきた。しかし、

当アプローチでは膨大な財務データの全体を網羅的かつ正確に把握することは難しい。また、不

適切会計問題が後を絶たない現状から、不正を見逃さないという社会からの期待を背景に、会計監査へ

のAI活用にも注目が高まってきている。そこであずさ監査法人では、一橋大学と共同で、AIを活用した不

正リスク検知モデルの共同研究を進めている。今回は、その共同研究をリードする一橋大学大学院経営管

理研究科の宮川大介准教授にお話をお伺いする。

丸田　健太郎
まるた　けんたろう

有限責任 あずさ監査法人
Digital Innovation 部 部長／パートナー
幅広い業種のグローバル企業の監査および
アドバイザリー業務に従事。2019 年より
現職に就任し、テクノロジーを用いた監査
のデジタル化に取り組んでいる。
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　あずさ監査法人との共同研究以外には、

どのような産学連携を行われているので

しょうか。

宮川：たとえば、企業のクレジットスコア

リングに関する研究を行っています。株式

会社東京商工リサーチとは、同社が保有す

るビッグデータに機械学習手法を用いる

ことで、精度の高いスコアを構築し、倒産

や廃業といった企業の将来予測を行って

います。こうした研究では、構築したスコ

アをさまざまな与信業務で利用すること

が比較的容易であり、実務との距離が近い

研究であると言えます。

　私は大学に移る前に金融機関に勤めて

いましたが、銀行での与信業務では、信用

評点を参照することがよくあります。金融

機関以外の実務においても、取引先に対す

る与信の意思決定を行う場合や、販売・仕

入取引を始める際の事前情報としてこう

した信用評点が頻繁に使われています。こ

うした領域では、機械学習手法を活用した

成果であるスコアを意思決定にダイレク

トに反映させやすいと思います。同様に、

リース会社とは、AIを活用したデフォルト

予想に加えて、リースに関する詐欺の予測

の研究も行っています。これも、予測結果

が意思決定の高度化へダイレクトに活用

される事例と言えるでしょう。

　一方で、会計監査に関しては少し事情

が異なると感じています。予測の結果とし

て特定の企業において不正の蓋然性が高

いという示唆が得られたとしても、少なく

とも現段階では、その結果が意思決定へ

ダイレクトに繋がるという事は無いで

しょう。分野によって、予測結果と意思決

定との間の距離はさまざまだと思います。

不正検知は「健康診断」。健康な
人の平常時と比較して異常の兆
候を探す

丸田：宮川先生が取り組んでいらっしゃる

分野には大きな可能性がありますが、その

中でも会計監査の領域でニーズが最も高

いのは不正リスク検知です。我々は、不正

検知モデルは企業の健康診断に近いもの

と捉えています。毎年の監査の中で、企業

の財務状態をさまざまな切り口からチェッ

クする、そして大きな病気になる前に、そ

の兆候を見つけて改善を促します。共同研

究しているモデルでは、不正発生リスクが

高いと評価された財務諸表の上位10％に、

実際に訂正報告等を伴う重大な不正が

あった財務諸表の約7割が含まれていまし

た。機械学習ですから、今後事例が蓄積さ

れるにつれて精度もより上がっていくこと

が期待されます。

宮川：今話された企業単位の分析と並行し

て、勘定科目レベルでの異常を検知するた

めの共同研究も進めています。先に触れた

企業レベルの検知・予測に、こうしたより

細かいレベルの分析を組み合わせるとい

うのが、今後非常に有効になると思ってい

ます。

丸田：技術が進化する一方、それに伴って

課題も出てきていますね。よく聞くのは、

買収した会社の会計システムが異なって

いるため、効果的にチェックが進まないと

 |図表1　検知・予測と因果推論

原因

¥

結果

稼働率
が高い

宿泊料
が高い

稼働率
が高くなる

宿泊料
を高くする

稼働率
が低くなる

結果

¥

検知 予測 因果推論

お盆の観光シーズン

因果推論により、宿泊料と稼働率の間に
右肩下がりの関係があることが判明どちらを使ってどちらを検知・予測してもOK

● 検知・予測においては、主として相関関係に着目しており、稼働率が高いほど宿泊料が高いと予測することや、宿泊料が高いほど稼働率が高いと
予測することができる。

● 因果推論においては、因果関係に着目しており、同条件下で宿泊料を高くすると稼働率（客室に対する需要）が低くなるというメカニズムの解明
が目的となる。
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いにくいようないわゆる「 ソフト情報 」の

利用においては人の果たす役割は大きい

と考えられます。AIは、平均すると人より

も高い精度で予測しますが、間違った予測

をするというケースも当然あります。どう

いう状況下でAIが優れた予測を行うこと

ができ、どういう時に人が優れた予測を行

えるのか。私が取り組んでいる研究の中に

は、人の判断に基づく裁量的な修正を加え

ることでAIの予測精度を改善できる余地

を検討しているものもあります。AIを用い

て単純に予測を行うだけではなく、AIの予

測を人が補完することはできないかという

視点で議論する余地が大いにあると思っ

ています。

丸田：そうですね。共同研究では、不正の

検知が主目的となっていますが、不正が起

きる拠点の多くは、そもそも不正が発覚す

る以前に業務の不効率性や不採算事業な

どもっと根本的な別の経営問題が存在し

ていたりします。

　我々は不正の兆候があれば、その拠点を

往査し、何が起こっているのかを実際に確

認する必要があります。つまり、監査の中

ではデジタルではない手続きも組み合わ

せて総合的に判断しなければいけません。

いう話です。データ移行には労力とコスト

がかかるのでシステム統合がなかなか図

られません。AIでもこのようなデータの問

題はつきまとうと思いますが、先生から見

て、今の機械学習の課題にはどのようなも

のがありますか。

宮川：実際の分析では、研究対象ごとに多

種多様な課題に直面しています。今挙げら

れたようなデータの制約が一例だと思い

ます。こうした論点は、データがきれいに

揃っていない、より極端な例ではデータに

欠損がある状況でも当てはまります。この

点に関して機械学習手法がパワフルなの

は、膨大な種類の変数を取り扱えるという

点です。会社によってデータの形式や変数

の定義がまちまちであったとしても、変数

の種類を拡充することで全社に共通する

フォーマットを構築することができるな

ど、機械学習手法は非常に有効な手法とな

り得ます。

　別の問題としては、特に、上場企業を対

象にして分析すると、不正の実数が極めて

限られているという点も意識する必要が

あります。表面に出てこない多くの不正も

あり、非上場企業を含めたとしても、全体

の社数から見ると不正のイベント数はご

くわずかです。こうしたデータの特徴を踏

まえて、どのような手法を使って分析に取

り組むかを考える必要があります。

　先ほどおっしゃられたように、不正検知

は健康診断に似ているところがあります。

さまざまな検査をして、予兆として何か異

常が見つかれば、将来的に調子が悪くなる

可能性を指摘することができる訳です。問

題は、不正会計では、調子が悪くなった患

者さんの例が限られているという点です。

こうした問題に対して、間違いなく健康で

あるという人を可能な限り多く集めて、健

康な人に比べ状態が異なる人を見つけ出

すアプローチも考えられます。

デジタルと人の相互作用を考え
ることは、経営上の問題を紐解く
ことに繋がる

宮川：もう1つ、実はAIだけですべてを処

理する必要はないという発想も重要です。

人が観察するさまざまな事象には、財務

データのようには構造化できないが重要

な情報も含まれていますので、第一に、予

測精度を高めるためにどのような情報を

収集すべきかという判断、第二に、AIが使

 |図表2　不正検知と不正予測

？

過去の不正から
将来の不正リスクを予測

A社

B社

C社

？

？

①学習

② Input ③Output ③’Output 
過去の不正から
現在の不正リスクを検知
（不正検知モデル）

検知 予測Score
92

Score
15

Score
34

Score
41

Score
85

Score
29

現在過去 将来
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そうすることで、実際に不正がなくとも、

そこに潜む経営上の課題が見えてきます。

我々は、こういった課題をより早く経営者

に提供し、タイムリーな経営判断や対処を

可能にすることが重要だと思っています。

　今後、先生の研究で伸ばそうとお考えの

分野としてはどのようなものがあるので

しょうか。

宮川：研究の方向性としては大きく分けて

2つあります。1つは、AIの予測結果を実務

に実装すると、実際に何が起きるのかとい

う問いです。現段階では、高精度の予測ス

コアが手に入ったとしても、多くの実務に

おいてそれをどう使うかは人の判断に委

ねられています。さらに企業活動や経済全

体に何が起きるのかは、実は誰もわかって

いないと考えています。

　もう1つは因果推論です。「どういうとき

に不正が起きて、どういうときに不正が起

きないのか」という予測と、「どのような取

組みを進めると不正が減るか 」という因果

推論は別次元の問題です。予測においてあ

る程度の精度が確保できつつある現状を

踏まえると、次に取り組むべきは因果推論

という気がします。

多様な人材が交じり合うことで、
不正や異常の見落としを防ぐ

丸田：実際に会計不正が起きているという

ことは、データに不正の兆候が表れていて

も、思い込みや判断ミス、正当化により不

正を見落としていることがあるのだと思い

ます。プロフェッショナルの経験や勘に加

え、客観的にデータを見て、違和感のある

データを深堀りしながら、エビデンスベー

スで判断をしていく、ここが非常に重要だ

と思います。データを客観的に分析する専

門家が明らかに求められています。そのた

め、あずさ監査法人ではデータサイエン

ティストやデータ処理の専門家などを採

用するとともに、データを客観的に分析で

きる現場の監査人の育成にも注力してい

ます。

　データの専門家と会計の専門家が密に

コミュニケーションを取り、「この異常値は

こういうリスクがあるのではないか」「こう

いう不正の可能性がある」といった経営上

の問題を見つけ、いち早く伝えることが、

企業にとっても有用だと思います。

宮川：コミュニケーションの重要性は、企

業との共同研究でひしひしと感じていま

す。これまでの経験からすると、共同研究

がうまくいくのは、データ分析をしたとき

の結果を適時に現業部門にフィードバック

して、速やかに意見がもらえる場合だと思

います。

　たとえばあずさ監査法人との不正リスク

検知モデルの共同研究においては、チーム

の中にコンピュータサイエンスの知識をお

持ちの公認会計士の方がいます。定例ミー

ティングにおいて、「得られた分析結果の背

景としてどういったことが考えられるかを

実務担当者の方に聞いてもらえませんか 」

とか、「こういう分析にはこうしたデータが

あると大変役立つのですが入手可能かどう

か聞いてもらえませんか 」といったリクエ

ストを頻繁に出すのですが、分析的な知識

と会計監査ドメインの知識を持ったアナリ

ストが、実務に携わっている現場と私のよ

うな研究者とを仲介してくれるので、非常

に効果的なやり取りができています。

　こうした分析者と現場担当者との距離

の近さは、意味のあるリサーチを行ううえ

で絶対的に重要だと思うのです。さまざま

な企業とこれまで共同研究していますが、

こうした点を含めて分析能力をどんどん

蓄積している企業とそうでない企業との差

が大きく広がっているような気がします。

丸田：その差はどこからくると思われます

か。また、何がボトルネックになっている

のでしょうか。

宮川：すぐに思い付くのは３点です。第一

に、新しいものを取り入れる姿勢です。AI

を業務に活用する取組みを進めていても、

“リスク管理における十ヵ条”のような昔な

がらの虎の巻が出てきて、新しい分析手法

や実務での結果の利用に向けた取組みが

止まってしまうということがよくありま

す。同様に、導入後にうまく運用できな

かったら誰が責任を取るのかという話もよ

く出てきます。ですから、そこを突破でき

るかどうかというのは、割と大きいポイン

トとなります。古いやり方に固執せず、

データ分析を業務に取り込んでいく企業

は、分析能力をさらに高めていくことがで

きるように思います。

　第二に、人材育成です。データアナリ

ティクスは一種属人的なところがあります

ので、長期にわたって分析に従事する必要

があります。このため、人事異動が多すぎ

るとボトルネックになりかねません。人事

異動の必要性はわかりますが、データアナ

リストとしてのキャリアが2年程度という

のは、データ分析という仕事を深めるには

やはり難しいものがあります。

　第三に、分析に取り組む職場環境です。

データアナリティクスという仕事は、込み

入った作業に集中して長い時間取り組め

る環境が必要なのですが、そうした仕事を

する環境が整備されていない場合が多い

ように思います。

プロフェッショナルの知見に基づ
く想像力がAI監査の未来を拓く

丸田：今までの監査は、不正で言えば、大

きくなってから見つかるというケースが多

かったように思います。それがAI監査なら

ば、早めに兆候を検知できるだけでなく、

予測できるようになるわけです。さらに因

果推論が確立されれば、不正予防にまで発

展させることができそうですね。

宮川：実は、予測モデルの構築そのものに

ついては、確立した多様なやり方があるの

でそれほど悩むところはありません。デー

タがきっちりときめ細かく整っていさえす

れば、さまざまなアルゴリズムが準備され
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ていますから、実務的な観点から満足いく

パフォーマンスを達成することが十分可

能であると思います。しかし、AIにデータ

を投入する前、たとえば、「どのようなとこ

ろに着目したらいいのか」とか、「どういう

変数が絶対に欠けてはいけない」といった

点は、少なくとも現段階においては、やは

りプロフェッショナルの知見が必要に

なってきます。ですので、AI監査と言って

も、現段階ですぐに全部を自動化すること

はできないと思うのです。

　そして、予防、因果推論は、経済事象の

背後で動いているメカニズムに関する想像

力が無いとまったく歯が立ちません。それ

も、実績に基づいた意味のある想像力でな

ければ、まったく役に立ちません。ですか

ら、経験のある人でないとできないの 

です。

　このことは、AI時代に人が果たすべき役

割は何かという極めて興味深いトピックと

も関連しています。こうした論点のシフト

は、AIをめぐる環境の変化を端的に示して

いるような気がします。我々もそういう取

組みを一部始めていますが、これも形にな

ると面白いのではないかと思っています。

丸田：企業が監査法人に期待しているの

は、重大な不正を見逃さないということで

す。であるならば、ビッグデータやAIと

いった武器を与えられた我々が本当にや

らなければいけないのは、不正の兆候を見

つけたときに「こういう問題があるのでは

ないか」という推論を持つことです。

　先ほどの健康診断の例で言うと、医師が

患者に対して病気になりかけているとか、

リスクを抱えているといったことを伝える

ように、何らかの兆候が表れていることを

企業に伝えることが必要です。ビジネスを

理解し、結果として不正が起こるかもしれ

ないというストーリーを可視化して企業に

伝えることで、健全な企業運営に資するこ

とができると考えています。

　ただし、「AI監査」や「不正発見」そのもの

が監査の目的ではありません。会計監査の

意義は、財務諸表の適正性を保証すると同

時に、「経営に役立つインサイトを企業に提

供する」ということにあると思います。それ

は企業にとって、投資家の信頼を確保する

だけでなく、会社全体を把握し組織をより

強くすることにも資するものと考えます。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者
までお願いいたします。

KPMGジャパン
marketing@jp.kpmg.com
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プロフェッショナルの「できない」を「できる」に変える
～ KPMG Ignition Tokyo 始動

株式会社 KPMG Ignition Tokyo
代表取締役社長 兼 CEO

KPMGジャパン　チーフ・デジタル・オフィサー　 
パートナー　茶谷　公之

AIを始めとしたコンピューティングとデータを活用したデジタル技術は、企業内の
さまざまな定型作業・意思決定作業・協同作業を実時間化・自動化・集約化・精緻化
していきます。これにより、人材はより非定型的・戦略的・創造的な業務に集中する
ことになります。このデジタル技術によるワークシフトの結果、企業はより経営的重
要性を持つ領域に時間的資源・人的資源を投下でき、結果、企業の業績的発展とイノ
ベーションに繋がると想定しています。
本稿は、昨今注目度が高まっている企業のデジタル変革に関連し、 KPMGジャパン
の新会社として監査・税務・アドバイザリーのプロフェッショナルのデジタルトラン
スフォーメーションを推進する株式会社 KPMG Ignition Tokyoのアプローチにつ
いて解説します。

 

茶谷　公之
ちゃたに　まさゆき

2point 変革を実現するKITの
デジタル人材

デジタル変革を加速すべく、内外から
トップレベルのデジタル人材を東京大
手町に集結させ、拡大継続中。

4point 監査・税務・アドバイザリーの
6つの技術領域

監査・税務・アドバイザリーのデジタ
ル変革に必須の6技術領域に集中投資
し、加速的な成果を上げつつある。

1point KPMG Ignition Tokyo
（KIT）とは

KPMG事業の柱である監査・税務・ア
ドバイザリー領域のデジタル変革を加
速し、クライアント企業を支援する。

3point クライアント企業の
デジタル変革支援

AIやブロックチェーンなど先端のデジ
タルテクノロジーを搭載するプラット
フォームとソリューションで支援する。
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I . KPMG Ignition Tokyoの概要
昨年7月よりKPMGコンサルティングの一部門として多様な経

験・背景を持つデジタル人材を集結したKPMGイグニション東京

は、2019年7月より株式会社 KPMG Ignition Tokyo（以下「KIT」と

いう）として大手町ビルヂングにて業務を開始しました。

東京大手町という地の利を生かし、世界各地からデジタル人材

を採用し、2019年10月現在で約20ヵ国の出身者から構成されてい

ます。人材の経歴も多岐にわたっており、IT・航空・エレクトロニク

ス・エンタテインメント・保険・金融・広告宣伝・通信・モバイル・

コンサルティングといった産業界からの出身者で構成されていま

す。チーム構成としては、クラウド・DevOps・セキュリティ・ソフト

ウェア開発・AI／Data・ブロックチェーンなどの技術領域をカバー

するデジタル人材と監査・税務・アドバイザリー領域のソリュー

ションをドライブするデジタル人材を中心としたワールドクラスの

テクノロジストチームを構築し、さらなる拡大を計画しています。

集結したテクノロジストがさらに高い目標に向かって挑戦で

きる環境を作るべく、会社設立に伴いKITのミッションを新たに

「Make the Impossible Possible（「できない」を「できる」に）としま

した。テクノロジストの創造性や探求心を駆り立てる難しいテーマ

への挑戦を奨励し、企業において進化を妨げるさまざまな技術負

債を積み上げないように留意し、開発環境やクラウド環境に先端ソ

リューションの積極導入を実施しています。

II.   AI監査を加速・進化させる注力
すべき技術領域

1. 監査領域における不連続な３つの変化

KITでは、監査・税務・アドバイザリー領域のデジタル変革および

企業への支援を行っています。特にKPMGジャパンの主要事業で

ある監査領域については、あずさ監査法人のDigital Innovation部・

デジタル企画部と共同で、今後の監査の変化を明確化するととも

に、監査におけるイノベーションの実現を加速させるべく、密な議

論とアクションプランの策定を行い、デジタルプラットフォームと

ソリューションの構築を開始しています。

KPMGジャパンでは、今後監査において少なくとも３つの大きな

変化があると見ています。これらの変化は、現在のプロセスや常識

からは不連続な変化を起こしていくと考えています。

|図表1　６つの注力技術領域

秘密計算

知識処理

知的対話型エージェント

スマートトランザクション

科学的可視化

エッジ・コンピューティングとIoT 

Secure Computing

Knowledge Processing 

Intelligent Agent 

Smart Transaction 

Scientific Visualization

Edge Computing & IoT

|図表2　CAPP2：暗号資産監査プラットフォーム

Bitcoin、Bitcoin Cash、
Litecoin、Ethereum、
Ethereum Classic、

Ripple、Nem、
Factom、Lisk

KPMG
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Cloud Next

Azure

クライアント　アドレス

監査

会計

AML／KYC 

フォレンジック

不正検知

暗号データの抽出 データの保存と分析 事業価値
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⃝  コンピューティングの積極的な活用による監査の実時間化

⃝  財務データと非財務データの結合による監査の高度化

⃝  全取引データの全数検定による監査の精緻化

これらの実現のために、KITではプラットフォームアプローチを

採ることにしました。このアプローチとKITがKPMGジャパンの各

事業へ成果を提供する横断的な役割を担う立場にいることから、1

つの事業向けソリューションからの技術成果を他の事業向けのソ

リューションに活用することで、より高度なソリューションを短期

間に開発していくことが可能になりました。

さらに、そのプラットフォームアプローチの基礎となる革新的な

デジタルプラットフォームとソリューション構築のために、KITで

は注力すべき技術領域を6つに絞っています。ここでは、これらの 

6つを簡単に解説します（図表1参照）。

2. ６つの注力技術領域

（1） 秘密計算（Secure Computing）

まず、セキュアコンピューティング（ 秘密計算 ）領域ではKPMG

オーストラリアと協業し、ブロックチェーンを活用した分散型台帳

技術をフードトレーサビリティ用途に適用しました。これにより、コ

ンプライアンス機能を提供するプラットフォームを実現したほか、

暗号化した状態で四則演算が可能になりました。また、多くの秘密

計算処理に寄与する準同型暗号技術や、将来量子コンピュータが

実現された際にも耐え得る抗量子コンピュータ暗号技術などに注

目するとともに、暗号資産の監査技術にも取り組んでいます。

その１つがあずさ監査法人 IT監査部とともに進めているCAPP2

（Cripto Audit Platform Phase 2）のプロジェクトです。このCAPP2

は現時点で9種類の仮想通貨を使うことができ、今まで仮想通貨の

監査において１週間かかっていた作業をたった7分で終えるなど、

300倍以上の作業効率を図ることができます。しかもこれらの作業

はKPMGジャパンのプラットフォームを使うことによってセキュア

な環境で安心して利用することができます（図表2参照）。

|図表3　AIと画像／文字認識を用いた契約書の情報抽出

取得項目の一例

契約者（甲）：○○株式会社

契約者（乙）：××株式会社

契約期間（開始）：平成25年3月1日

契約期間（終了）：平成40年2月29日

自動更新：あり／1ヵ年継続

XX
契約書名：不動産賃貸借契約書

文書種別：契約書

事例：PDF等の電子データをもとに、項目別にテキストを取得



特
集

特集②

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 13KPMG Insight  Vol. 39    Nov. 2019

（2） 知識処理（Knowledge Processing）

ナレッジプロセッシング（知識処理）領域では、監査・税務など

で必要とされるプロフェッショナルな知識のデジタル化を目論ん

でいます。アドバイザリー向けにも、たとえば契約書などの文書か

ら契約書内容の把握といった知識処理の開発を進めています。

また、画像認識や文字認識などの技術により、在庫状況・建築進

捗・契約書など、これまで非財務データとして扱われていたものか

らの情報抽出・知識抽出が容易となることから、財務データと非財

務データの突合といったことがコンピュータ上で可能になります。

これにより、監査の精度向上に貢献します（図表3参照）。

（3） 知的対話型エージェント（Intelligent Agent）

インテリジェントエージェント（知的対話型エージェント）領域

とは、たとえばチャットボットのような対話型の仕組みを可能にす

る技術のことです。検索のような一度きりの入力で情報の探索を

行うアプローチではなく、漸次的に所望の情報へ到達するのに適

しています。もちろん、テキスト情報での入出力に留まらず、音声な

どでの入出力も進めており、先のナレッジプロセッシングでの開発

成果と組み合わせ、処理を分散させることで、機密保持が要求され

る監査・税務プロフェッショナルのデジタル知識を対話型で柔軟

に引き出して活用します（図表4参照）。

（4） スマートトランザクション（Smart Transaction）

スマートトランザクション領域は監査・税務で取り扱う多くの取

引において、リアルタイム取引における異常や不正を検知しようと

するものです。現在はデータを収集したうえで統計的手法・機械学

習的手法で異常や不正を見つけるアプローチが主流となっていま

すが、今後は非財務データの活用も視野に入れ、よりリアルタイム

性を高くしながらも、網羅的で精緻な異常や不正の検出を実現し

ていきます。また、予測的関係性も取り入れた検知技術や判定技術

を取り入れたトランザクション機能を実現すべく開発を進めてい 

ます。

（5） 科学的可視化（Scientific Visualization）

サイエンティフィックビジュアライゼーション（ 科学的可視化 ）

領域は、経営データ・財務データなど膨大なデータとその分析結果

を経営者の方々に理解しやすい形で提示する技術です。加えて、経

営的に必要とされる多角的な情報を対話的に可視化します。

|図表4　セキュアな環境を実現するチャットボット

機密性の高いデータを処理するチャットボットシステムのアーキテクチャ

ユーザー

Users

SMEs

開発者／エンジニア／SMEs データサイエンティスト コンテンツマネジャー

統合／制御

チャネルコネクターズ NLP／NLU

質問 | 回答 IDs

回答 | 回答 IDs

音声　認識／合成

ロングテールリサーチ
ナレッジディスカバリー

ローカルネットワーク上で
ユーザーに回答を返す

ログ管理 | セキュリティ

ローカルネットワーク

クラウドネットワーク ガバナンス | インタラクティブな分析

オーケストレーション 
ルーター

会話フロー
コントローラー

UI

Skype

Outlook

Sharepoint

Slack

AI エンジン データソース

質問

機密データを
含んで回答

回答IDをローカル
データベースに渡す

RESTRESTREST
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たとえば、デジタルツインのような実在するモノや仕組みをデ

ジタルドメイン内に仮想的に実現し、シミュレーションにより起こ

り得る変化や挙動を可視化するといった技術もこの領域に含まれ 

ます（図表5参照）。

（6）  エッジ・コンピューティングとIoT 

（Edge Computing & IoT）

6つの技術領域の最後は、エッジ・コンピューティングとIoTです。

エッジ・コンピューティングは5Gモバイル通信ネットワークの導

入で注目されはじめた概念です。クラウドより手前のユーザーデ

バイスに近い領域をエッジネットワークと呼び、このエッジネット

ワークにサーバなどの計算資源やハードディスクなどの記憶資源

を置くことでよりリアルタイム性の高いアプリケーションを実現し

ようとするものです。

エッジ・コンピューティングといわゆるIoTは相性が良く、KITで

はエッジ・コンピューティングとIoT領域を重要と見ています。IoT

としては、たとえばドローンなどが挙げられますが、ナレッジプロ

セッシング領域の技術である画像認識と組み合わせることで、在

庫の実在性確認といった監査業務の一部を自動化・簡略化するこ

とが可能となります。

III.  おわりに

KITではこれらの6つの技術領域の基礎となるクラウドプラット

フォームも構築・運営しています。監査・税務・アドバイザリーに

必要となる各種セキュリティ要件などをクリアし、顧客企業のデー

タを保管・処理可能なクラウド時代の要請に対応したクラウドプ

ラットフォームの仕組みを含めて、構築・運営開始しております。

加えて、海外KPMGで開発・提案されたプラットフォームやソ

リューションを積極的に日本市場に導入し、言語的・機能的・ワー

クフロー的ローカライゼーションを実施しています。また、日本

固有のニーズへの対応や、さらにはKIT開発ソリューションの海外

KPMGおよびそのクライアント企業への提供も行う予定になって

おります。それにより、KITが持つ多様な人材が大きく活きる領域

となるとともに、さまざまなデジタル変革へのニーズに応えられる

状況となりつつあります。

KITでは、先に述べた各種先端のデジタルソリューションを商用

導入すべく活動しており、監査・税務・アドバイザリー領域のデジ

タル変革と各クライアント企業のデジタル変革支援を推進してま

いります。

KPMGイグニション東京　　　　　　　　　     

「KPMG Ignition Tokyo」は、会計監査、税務、アドバイザリー
サービスで培った KPMG ジャパンのプロフェッショナルや 
デジタルエキスパートの専門的知見と最新のデジタル技術を
融合させ、日本企業がグローバル競争を勝ち抜くための経営
課題について企業の方々とともに議論しながら、企業のデジ
タル変革に向けたアクションに導くための推進施設としての
機会を提供します。

ウェブサイトでは、「 デジタル変革 」「 ブロックチェーン 」等に
関するコンテンツを紹介しています。
https://home.kpmg/jp/ja/home/campaigns/2018/11/kpmg-
ignition-tokyo.html

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
株式会社 KPMG Ignition Tokyo
代表取締役社長 兼 CEO
KPMG ジャパン　チーフ・デジタル・オフィサー
パートナー　茶谷　公之
日 本 語：  https://home.kpmg/jp/ja/home/contacts/c/

masayuki-chatani.html
English：  https://home.kpmg/jp/en/home/contacts/c/

masayuki-chatani.html

|図表5　膨大なデータから需要予測を行い可視化

出典：KPMG Ignition New York

https://home.kpmg/jp/ja/home/campaigns/2018/11/kpmg-ignition-tokyo.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/campaigns/2018/11/kpmg-ignition-tokyo.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/contacts/c/masayuki-chatani.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/contacts/c/masayuki-chatani.html
https://home.kpmg/jp/en/home/contacts/c/masayuki-chatani.html
https://home.kpmg/jp/en/home/contacts/c/masayuki-chatani.html
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AI・機械学習を用いた
不正リスク検知 SUN モデル

有限責任 あずさ監査法人
Digital Innovation部
パートナー　　　　清水　多賀雄
シニアマネジャー　深見　英二
シニアマネジャー　宇宿　哲平

あずさ監査法人では、AI・機械学習を用いた「 不正リスク検知SUNモデル 」を開発
し、2019年8月より法人内で利用を開始しました。本モデルは、不正が発生してい
る蓋然性が高い財務諸表を把握し、適切な監査手続の実施を支援することを目的と
しています。過去10年以上の財務・非財務データと不正の発生有無の情報、あずさ
監査法人独自の変数を利用し、Balanced Random Forestという手法で不正リスク
をスコア化しています。本モデルで不正リスクが高いと評価された財務諸表の上位
10%の中に、実際に重大な不正があった過去の財務諸表1の2／3以上が含まれてお
り、実用レベルとしても十分な精度を実現しました。
本稿では、AI・機械学習を用いた不正リスク検知SUNモデルについて解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

2point SUNモデルの特徴

３つの不正タイプ別サブモデル、経年変
化や同業他社比較により、どのような不
正が発生しているかを把握しやすい

1point 不正リスクのスコア化

各財務諸表が不正を含む蓋然性（不正
リスク）をスコア化し、不正の兆候を
適時に検知する

3point AI・機械学習×
プロフェッショナル

AI・機械学習の活用によりプロフェッ
ショナルの客観的かつ深度のある判断
を支援する

清水　多賀雄
しみず　たかお

深見　英二
ふかみ　えいじ

宇宿　哲平
うすき　てっぺい

1  金融庁による有価証券報告書等の虚偽表示に対する課徴金納付命令、または証券等取引監視委員会による有価証券報告書提出事件として検察庁への告発が
あった財務諸表を指す。
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I .   不正リスク検知SUNモデル 
開発の背景

1. 不正会計の検知における課題

後を絶たない不正会計を背景に、不正を見逃さないことは監査

の重要なテーマとなっています。不正会計は、資本市場における意

思決定や価格形成を歪め、企業ならびに社会に大きな損失や不効

率をもたらします。また、不正会計により企業の開示情報の信頼性

が損なわれてしまうと、投資や企業間の取引を萎縮させ、経済の健

全な発展を阻害することとなります。

そこで、不正会計を防止・発見するために、企業の内部統制や会

計監査、監督官庁によるモニタリングといった対応が行われてい

ますが、本格的な不正を網羅的かつ適時に発見することは困難で

あると言われています。なぜならば、誤謬と違い、巧妙に偽装され、

何らかの隠蔽工作を伴うことも多く、内部統制も無効化されてい

る場合が多いからです。このことから、不正を発見することにより

フォーカスした監査手続の実施が求められています。

また、近年では、財務的重要性が低い子会社やノンコアビジネス

の事業部といった局地的な不正が主流となってきており、そのよう

なケースでは、連結財務諸表全体に与える影響が大きくなるまで

発見することは困難という側面もあります。

しかし、不正が発覚した後に振り返れば、不正を含む財務諸表に

は何らかの兆候や歪みが認められることが多々あります。そこで、

高度な統計手法やAI・機械学習を取り入れることで、不正会計を

「検知」することへの期待が高まっているのです。

2. AI・機械学習を活用した取組み

こうした問題意識や社会の期待を踏まえて、あずさ監査法人で

は、不正会計の検知（ 各期の財務諸表に不正が含まれている蓋然

性が相対的に高い企業の判別）を目的とする実証的取組みを進めて

います。統計的手法やAI・機械学習を活用したアルゴリズムを構築

し、人では捉えきれない大量のデータから、財務諸表に表れた不正

の特徴を常に同一水準で把握し、自動的にスコア化しようという試

みです。

こうした取組みの成果として、AI・機械学習を活用し財務諸表に

おける不正の発生リスクをスコア化する独自モデル（以下「SUNモ

デル」という）を開発し、2019年8月より法人内利用を開始しました。

SUNモデルを利用することで、早い段階から効果的に企業のリ

スクや不正の兆候を発見する可能性が高まると期待されます。

II.   不正リスク検知SUNモデルの 
概要

1. SUNモデルの概要

SUNモデルは、過去不正があった財務諸表の特徴を機械学習に

よって抽出し（図表1①参照）、不正リスクを判定します（図表1③

参照）。「教師あり学習」アルゴリズムを用いて、覚えさせたい「正

解」を含む教師データを事前に準備し、「正解」を見つけ出せるよう

に学習（モデル作成）させています。

具体的には、不正実施企業の訂正前財務諸表（正解）を含む大量

の財務諸表を投入し、不正を含む財務諸表を見つけられるように

学習させるというものです。機械学習では大量の計算を同時に行

うことが可能なため、複数の条件を組み合わせて判定するよう学

習させることができます。たとえば、「売掛債権の回転期間が〇ヵ月

以上で、かつ在庫純資産比率が〇％以上、かつ2期連続営業キャッ

シュフローがマイナスの場合（ただし、有形固定資産構成比率が

|図表1　AI・機械学習を用いた不正リスク検知SUNモデル

財務／非財務データ

不正発生の有無を識別する情報

変数／指標

不正リスクスコア

不正リスク検知
SUNモデル

学習

同業他社比較

経年変動ランキング

1

2

3

財務／非財務データ

データ投入

変数／指標
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〇％以上の場合は除く）は、不正発生のリスクが非常に高い」とする

ような複数条件を組み合わせた複雑な条件でも瞬時に判定します。

SUNモデルへのインプットは、財務諸表の数値（変数）とこれを

基に作成した指標です。あずさ監査法人では、一般的な財務指標に

加え、独自のリスク分析指標のなかから変数を選定しています。

SUNモデルからのアウトプットは、各財務諸表が不正を含む蓋

然性（不正リスクスコア）です。評価対象となる財務諸表が過去に

あったさまざまな不正事例の財務諸表に近い特徴を有するか否か

を、多面的な切り口で複数回判定した結果の平均で、0～1の間の数

値で表します。このスコアが高いほど、過去不正を行った財務諸表

に近い特徴を有しているということになります。

2. SUNモデルの特徴

SUNモデルでは、会計監査における不正検知において、実務

で使えるモデルとするために、以下のような工夫を取り入れてい 

ます。

（1） 解釈可能性の向上
① サブモデルの構築

機械学習を利用した場合、検知性能が上昇する一方で、その結

果の解釈が困難になる傾向があります。

SUNモデルでは、「 売上過大計上 」「費用過少計上 」「 資産過大計

上」の3つの不正タイプ別のサブモデルを作成することで、不正リ

スクが高いということだけでなく、財務諸表にどのような不正が発

生しているかをより把握しやすくします。将来的には、サブモデル

の切り口（例：不正実施者、不正手口等）を増やすことで、より詳細

にどのようなリスクが高いのかを解釈できるようにする予定です。

これにより、その後の対応に結び付けることが可能となります（図

表2参照）。

② 変数の重要度表示
SUNモデルでは、100以上の変数を使って分析をしていますが、

リスクが高いと判断する際に重視する変数を出力できるようにし

ています。これにより、モデルの傾向を把握し、リスクが高いと判断

されている理由を探索しやすくします。

（2） 検知性能の向上
① 不正検知固有の課題を克服する手法の採用

機械学習では一般的に、学習させる「 正解 」データの割合は全

体の10～15%あるのが望ましいと言われていますが、会計監査

の場合、不正事例の割合は 0.1～0.15％程度に過ぎません。この

「 正解データの少なさ」に対応するために、SUNモデルではChen  

et al. （2004）によって提案されたRandom Forestの拡張版である 

Balanced Random Forestを用いています。多数の変数を利用でき

るようにするとともに、相対的に数の少ない不正会計公表情報を用

いて、精度の高いモデルを実現しました。

② 経年比較と同業他社比較
不正リスクスコアの高低だけでなく、スコアの推移や同業他社と

の比較をできるようにしました。これにより、相対的なスコアの高

さを把握することができ、経済環境や業界トレンドを加味したうえ

でリスクの高さを把握できます。

たとえば、突然スコアが上昇した場合や、スコアが上昇傾向にあ

るような場合、スコアが常に高い状態にある場合、同業他社と比べ

スコアが高い場合などには、財務諸表は過去不正を行った財務諸

表に近い特徴を有していることになります。この場合、財務数値に

何らかの変化が生じていると考えられ、より詳細な検討が必要とな

ります（図表3参照）。

III.  AI・機械学習で人が担う役割

1. モデル作成のために必要な人材

こういったAI・機械学習による不正リスク検知モデルの構築は、

データサイエンティストのみで構築できるものではありません。モ

デルの構築にあたっては、公認会計士の知見や経験のみならず、教

師データとしての不正事例を整理する不正の専門家、データ分析環

境構築や仕組み全体をデザインするITの専門家が必要です。

従来、監査業務といえば、公認会計士がほぼすべての業務を担っ

ていました。しかし今では、監査の高度化を実現するために、さま

|図表2　 SUNモデルの構成
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ざまな専門家が課題の設定からソリューションの開発、結果の評

価に至るまで、あらゆるステージにおいて協業し成果に結び付ける

必要があります。

2. 公認会計士に求められるスキル

現状のSUNモデルでは、解釈可能性を高める工夫をしているも

のの、リスクが高いと評価された結果の解釈には、依然として経験

豊富な公認会計士の知見が必要となります。ユーザーである公認

会計士には、モデルの特徴や限界を理解したうえで、どのような不

正のリスクが高いのかを考え、そのリスクにどのような対応をすべ

きかを判断する能力が求められます。

また、監査における不正リスク評価のすべてが本モデルによっ

て自動化できるわけではありません。会社のビジネスを理解し、専

門的な知見を持ったプロフェッショナルの高度な判断が必要とさ

れます。

IV.  今後の展望

あずさ監査法人では、このSUNモデルを発展させ、より詳細なレ

ベルでの検知・予測を可能にすることで、会計監査の実務で活用し

やすいモデルとすることを目指しています。

たとえば、勘定科目レベルでの不正の検知が可能になれば、勘定

科目の動きから、どこで不正の蓋然性が高いとみなされたかを解

釈し、アクションに繋げることが可能となります。また、企業単位だ

けでなく、子会社、事業所単位の不正検知を行うことで、子会社等

の不正をピンポイントで捉え、モニタリングが難しい海外における

子会社等の不正にも対応できるようになります。

会計監査の実務において、AI・機械学習を活用することにより、

これまでは熟練の専門家でなければ気付かなかったような不正の

兆候を容易に検知することもできます。また、将来的には、実際に

不正が起こる前にリスクが高い領域を予測することで、顕在化して

いない経営上の課題を早期に経営者に提供し、適切な対処に繋げ

られることも期待できます。

このような取組みを通じて、あずさ監査法人はさらなる監査品

質の向上に貢献できるものと考えます。

ウェブサイトでは、高度なデータ解析、AI・機械学習、RPAな
どのテクノロジーを活用したデジタル監査の導入事例等を紹
介しています。
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/audit/next-
generation-audit/laboratory.html

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
Digital Innovation 部
パートナー　清水　多賀雄
TEL：03-3548-5719（代表電話）
takao.shimizu@jp.kpmg.com

|図表3　 経年比較と同業他社比較
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キャッシュリターンを意識した財務フレームワーク
ー ROIC 経営の死角に対応する ー

有限責任 あずさ監査法人
アドバイザリー本部　グローバル財務マネジメント
ディレクター　土屋　大輔

日本企業において資本コストを意識した経営への意識の高まりとともに、業績評価
指標としてROICを導入する企業が増加しています。しかしながら、ROIC経営への
取組みを開始したものの、企業価値向上は道半ばといった企業が多いのが実態です。
このような企業においては「財務フレームワーク」の方針が不在であり、企業価値向
上に向けた説明力が不足しているのが特徴です。「 財務フレームワーク」は事業戦略
を遂行するうえで必要となる、資本コストを踏まえたキャッシュリターンの評価、最
適資本構成に関する方針、キャッシュフローアロケーションの方針が一体となった
財務戦略の枠組みを指します。「 財務フレームワーク」なくしては、ROICを導入した
としても企業価値は本質的に向上しません。
本稿では、ROIC経営の死角とも言える「 財務フレームワーク」の概要について説明
するとともにそのアプローチ方法について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

土屋　大輔
つちや　だいすけ

企業価値向上のためには利益を
キャッシュフローに転換させる必要
があり、利益の「質」の向上が重要で
ある

利益の「質」2point

「営業キャッシュフロー + Debt 
Capacity」を事業戦略に応じて配分
する方針が必要である

キャッシュフロー
アロケーション

4point

財務フレームワーク1point

ROIC 経営を機能させるためには
キャッシュリターンとその配分方針
を示す「財務フレームワーク」が必要
である

同方針に基づき Debt Capacity を
確保するとともに、投下資本を適切
なサイズにコントロールする必要
がある

最適資本構成3point
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I .  投資家が求めているのは 
キャッシュリターン

コーポレートガバナンス・コードの改訂等を契機として日本企業

における資本コストを意識した経営に対する意識は高まりつつあ

ります。ROE目標を公表している企業の割合は2018年度において

51.3%となり、2015年度の41.0%と比べて約10%増加しています

（一般社団法人生命保険協会「企業価値向上に向けた取り組みに関

するアンケート調査」2015年度版および2018年度版）。また、その取

組みの過程で業績評価指標としてROIC（ 投下資本利益率）を導入

し、ROIC経営を推進する企業も増加しています。投下資本を「運転

資本＋固定資産」とするROICは事業部門別に展開が比較的容易で

あり、特に資本集約型な事業を展開する企業において導入する企

業が多数見受けられます。

しかしながら、実態としてROICを導入しても企業価値が一向

に高まらず企業価値向上に向けた取組みは道半ば、といったケー

スが多く見受けられます。これには様々な要因が考えられますが、

企業価値向上に直結しない理由として大きく次の2点が考えられ 

ます。

1つ目は、キャッシュリターンの意識が不足している、という点で

す。ROICはあくまでも会計上のリターンをベースとしており、必ず

しもキャッシュの創出を念頭に入れた指標ではありません。仮に

ROICが高まったとしても、それに見合うだけのキャッシュが上が

らなければ本質的に企業価値は高まりません。資本コストを上回る

リターンはキャッシュベースで見た「キャッシュリターン」を意識

することが極めて重要です。

2つ目は上げたキャッシュフローに対する配分方針や有利子負

債の活用方針等、キャッシュフローアロケーションに関する方針が

不在であるという点です。ROIC経営を推し進めた結果として短期

的に企業価値が高まったとしても、上がった利益≒キャッシュフ

ローを事業戦略に則ってどう配分していくのか、その方針を示すこ

とができなければ、その企業価値ひいては株主価値をどのように

持続させていこうとしているのか、投資家は判断することができま 

せん。

関連して、企業はROICを算出する際には、資産サイドの投下資

本（運転資本+固定資産）にのみ着目し、現預金は事業部門に配賦

せずに本社勘定とするのが一般的です。本社が抱える現預金等も

連結全体でみれば投下資本の一部を構成しており資本コストがか

かっています。そうなると事業部門が設定されているハードルレー

トを上回るROICを上げていたとしても、本社勘定を加味すると連

結ベースではROIC Spreadがマイナスであるということが起こり得

ます。

これらに対処するためにはキャッシュフローアロケーションに関

する方針を明示し、投下資本を適切なサイズにコントロールすると

ともに、稼いだキャッシュの使途を明確にする必要があります。

つまり、日本企業の取組みが過小評価されているのはキャッシュ

リターンや最適資本構成に関する方針、キャッシュフローアロケー

ションに関する説明が不足しており、ROE目標やROIC導入に関す

る取組みが散発的に示されているのに留まっているのが主な要因

であると考えられます。ROIC導入の効果を投資家の評価に繋げて

いくためには、これらの方針を「財務フレームワーク」として一体的

に示していくことが求められます。

II.  利益の「質」

「財務フレームワーク」は中期経営計画等に則って事業戦略を遂

行していくうえで必要となる、資本コストを踏まえたキャッシュリ

ターンの評価、利益のキャッシュコンバージョン、最適資本構成に

関する方針、キャッシュフローアロケーションの方針が一体となっ

た財務戦略の枠組みです。

企業価値向上はROICが資本コスト（WACC）を持続的に上回る

ことによって達成されます。

一方で、ROICは会計上の利益をベースとしています。日本では

成長を海外市場に求める中で持分法投資が増加しておりROICの評

価を下記のとおりとするケースも増えてきています。

ROIC =
NOPLAT ＋ 持分法投資損益

投下資本

財務的な観点からみた企業価値は、DCF法で表されるフリー

キャッシュフローの割引現在価値がベースとなっています。その前

提に立つと、企業価値向上のためには会計上の利益を積み上げる

だけでは不十分であり、フリーキャッシュフローの創出力を高める

必要があります。持分法投資損益はあくまでも会計上の利益であ

り、また、投資先から配当を取れるケースも決して多くはない現状

において、持分法投資はフリーキャッシュフローの創出に、すぐに

は寄与しません。このようなケースではROICがどれだけ高まって

も、それに見合うだけのキャッシュが上がらず、本質的に企業価値

は向上しません。つまり、企業価値向上のためには、資本コストを

上回るリターンはキャッシュベースでみたリターン、「キャッシュリ

ターン」をもって評価することが極めて重要であるということにな

ります。

キャッシュリターンを評価するうえで重要なのは利益の「質」を

確保することです。利益の「質」は稼いだ利益が実際にキャッシュ

フローに転換される割合を指し、具体的な指標としてCCR（Cash 

Conversion Ratio）を活用します。
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【一般的なCCRの算出式】

Cash Conversion Ratio（CCR） =

営業キャッシュフロー

EBITDA

or

フリーキャッシュフロー

当期純利益

※  CCR は Non-GAAP 指標であり、定義は企業によって異なる。

上述のとおり、持分法投資の増加等もあって、投資の成果をすぐ

にキャッシュとして回収できていない企業も多くなってきていま

す。つまり、会計上の利益は上がっていますが、CCRは低下し、利

益の「質」が低下している企業が徐々に増えてきているのが実態な

のです。2015年度以降、東証1部上場企業（時価総額1,000億円以

上）のCCRは徐々に低下する傾向を示しています（図表1参照）。

営業キャッシュフローを確保することは投資と株主還元の主た

る原資にもなるため、極めて重要です。海外大手企業では投資家向

けのガイダンスとしてCCRを開示し、その水準を100%程度にコン

トロールする方針を明示している企業もあります。一方で、CCRを

指標として使用している日本企業は極めて稀です。日本企業は利

益の「質」への意識を高めていく必要があります。

III.  最適資本構成

企業価値を高めるためには稼いだ利益 ≒ 営業キャッシュフロー

を成長投資や株主還元に振り向けていく必要があります。そこで重

要となるのが、最適資本構成とキャッシュフローアロケーションの

方針です。

最適資本構成は、事業リスクに見合うD（有利子負債）／E（自己

資本）の構成比であり、Debt Capacity（有利子負債の最大調達額）

も最適資本構成の方針によって決まってきます。成長戦略をバラ

ンスシートでどう支えるか、また、過度な成長投資を財務の観点か

らどう規律付けるかは、最適資本構成の方針が拠り所となります。

最適資本構成に関する方針は格付の観点、事業リスクの観点、投

資家の期待収益率の観点を踏まえて総合的に判断する必要がある

ものの、Debt Capacity は格付の水準によって決まってくることを

踏まえると、格付の観点から見た最適資本構成の水準が最も重要に

なります（最適資本構成の方針策定に向けた実務的なアプローチに

ついてはKPMG Insight Vol.26 （2017年9月号）をご参照ください）。

 Debt Capacity は維持したい格付水準（ 格付を未取得の場合

は想定される格付水準 ）によって異なります。一般的に格付が悪

化するほど Debt Capacity は拡大しますが、その代わりに金利負

担は増加します。また、格付機関が日系であるか、外資系である

かによって違いはあるものの、格付の評価において重視される主

要な指標は「純有利子負債／EBITDA倍率」や「FFO（Funds from 

Operations、運転資本等調整前キャッシュフロー）／有利子負債 」

といったキャッシュフローに関連した指標です。つまり、キャッシュ

フローの創出力それ自体が格付ひいては Debt Capacityに影響して

くるという点にも留意が必要です。

最適資本構成の方針は投下資本のサイズをコントロールし、

ROICによる業績評価の妥当性を高めるうえでも重要です。上述の

とおり、多くの企業は資産サイドでROICを算出し、現預金をはじ

めとする資産は事業部には配賦せずに本社勘定とすることが一般

的です。本社が抱える余剰現預金が大きくなると連結全体の資本

生産性の低下を招きます。日本の多くの企業において余剰現預金

の相手勘定は自己資本の利益剰余金である、つまり、余剰現預金 = 

過剰資本と見なす投資家も多く存在します。最適資本構成はある

べき自己資本比率についての方針について定めるため、自社株買い

等によって資本構成をどの程度まで調整すべきかの指針にもなり

ます。

IV.   キャッシュフロー 
アロケーションに関する方針

キャッシュフローアロケーションは「 営業キャッシュフロー＋ 

Debt Capacity」を原資として、成長投資や株主還元に配分する方針

を指します。逆説的に言えば、成長投資と株主還元は「営業キャッ

シュフロー＋ Debt Capacity」の範囲内でのみ配分（アロケーショ

ン）が可能ということになります。この制約の中で、成長投資や株主

還元等のアロケーションの優先順位を決めていく必要があり、アロ

ケーションの方針そのものが企業価値向上に向けた資金使途に関

する企業の考えや方針を表すことになります。

キャッシュフローアロケーションは事業戦略によって異なります

が、成長投資と株主還元のバランスをどう考えるかが重要です。一

般論として、資本コストを上回るリターンを継続的に上げることが

可能であるのならキャッシュフローアロケーションとして再投資を

優先した方がよいという整理になります。一方で、成長投資はさら

にオーガニックな成長投資とインオーガニックな成長投資に分け

ることが可能です。M&A等のインオーガニックな成長投資はリス

クが高いうえに発生時期も不確定であることが多く、オーガニック

な成長投資と分けて考えるのが一般的です。

 |図表1　東証1部上場企業CCR平均の推移

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

CCR平均 77.8％ 76.4％ 70.8％ 67.6％

出典：  時価総額 1,000 億円以上の企業（金融を除く）を対象に SPEEDA のデータに基づ
き筆者が集計。CCR は営業キャッシュフロー÷（営業利益 + 減価償却費 + 持分法
投資損益）にて算出。
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株主還元に振り向けられる総額は成長投資の額によって左右さ

れ、両者はトレードオフの関係にあります。成長投資を加速する局

面では当然のことながら株主還元に振り向けられる金額は少なく

なります。多くの日本企業は配当性向等を意識し、横並びの配当政

策になっていると指摘されることも多いですが、その理由はキャッ

シュフローアロケーションに関する方針がなく、配分可能なキャッ

シュフローの観点から株主還元を捉えていないのが一因であると

考えられます。

株主のセンチメントとして減配を忌避する傾向が強いこと、ま

た、企業としても減配は業績悪化を示唆する等マイナスのシグナ

リング効果を市場に及ぼす可能性があることから、欧米では配当

性向ではなく、DPS（一株当たり配当額 ）の成長に重きを置く企業

が多くなっています。増配額それ自体は大きくはありませんが、毎

期の増配で株主に報いるのと同時に、キャッシュフローアロケー

ション上の余力を活用し自社株買いを実施しています。

成熟企業の場合、キャッシュフローアロケーションの優先順位は

①オーガニックな成長投資、②配当、③インオーガニックな成長投

資、④自社株買い、となるのが一般的です。③インオーガニックな

成長投資は不確定要素が強く、実施しない場合があることもしば

しばです。その場合、アロケーションの方針に基づき④自社株買い

を実施することになりますが、それには最適資本構成を維持する

ための資本調整の側面もあります。一方で、新興企業やライフサ

イクル上、成長ステージにある企業の場合、キャッシュフローアロ

ケーションは①オーガニックな成長、②インオーガニックな成長、

③配当、④自社株買い、となり特に③④は実施しないというケース

も考えられます。これら企業は将来の成長投資に備えて資本を蓄

積しておく必要があるためです。

V.  財務フレームワーク

このようにROICの導入効果を最大限発揮するためには、資本

コストを上回るリターン（ROIC＞WACC）、利益の「質」の確保＝

キャッシュフローへの転換（ キャッシュコンバージョン ）、最適

資本構成に基づく Debt Capacity、事業を通じて創出された営業

キャッシュフローとDebt Capacityのアロケーションの方針を「 財

務フレームワーク」として一体的に説明することが必要です（図表

２参照）。また、「財務フレームワーク」は単年度ではなく、中期経営

計画等と連動させたうえで事業戦略の遂行と合わせて構築する必

要があります。「財務フレームワーク」なしにROIC経営を進めても、

投下資本を適切なサイズにコントロールすることができず、仮に短

期的にキャッシュリターンが上がったとしても、中長期的かつ持続

的な企業価値向上のためにキャッシュフローとDebt Capacityをど

う活用するのか投資家は判断がつかず、企業価値をディスカウン

トして評価せざるを得なくなります。　

「財務フレームワーク」を活用することにより、キャッシュリター

ンの確保とDebt Capacityを踏まえたその配分方針を検討・決定す

る過程で企業の財務管理の高度化プロセスが深化するとともに、

ROIC経営が本質的な意味で進展し、投資家との対話も大きく発展

すると考えられます。

|図表2　財務フレームワークの全体像

「資本コストを踏まえたリターンの評価（キャッシュリターン）」「キャッシュコンバージョン」「最適資本構成」「キャッシュフローアロケーション」を一体的に捉える必要がある。

EBITDA

Debt Capacity

ROIC 

営業キャッシュ
フロー 成長投資

株主還元 配当

自社株買い

インオーガニック
（M&A）

オーガニック

最適資本構成に
関する方針

WACC

＜

会計上の利益
超過リターン込み

EVA＋資本コスト額

キャッシュコンバージョン（CCR） キャッシュフローアロケーション

資本コストを
踏まえた

リターンの評価

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
ディレクター　土屋　大輔
TEL：03-3548-5125（代表電話）
daisuke.tsuchiya@jp.kpmg.com





会
計
・
監
査
／
税
務

会計・監査／税務 Topic①

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 24 KPMG Insight  Vol.39   Nov. 2019

会計・監査

A 2
　使用権資産・リース負債の認識は、リース開始日、つまり

借りてきた資産が使用可能になる日に行うのが原則です。

質問のケースの場合、追加で借りるフロアが使用開始となるのは来

期ですので、いわゆる先日付のリースです。契約変更日は当期中で

はありますが、増床部分が使用開始となる日をリース開始日として、

来期になってから使用権資産・リース負債を計上します。

　なお、現在借りているフロアについても更新契約が当期中に締

結されており、こちらのリース期間が延長されたことによるリース

負債の再測定は当期中に処理する必要があります。

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2018/jp-ifrs-
leases-2017-07-05.pdf

複雑な「リースの条件変更」については、
『IFRS第16号「リース」～適用に向けて～』のシリーズ5をご参照ください

Q 3 　被取得企業が保有しているリース

　当期中に新たに子会社を取得しました。被取得企業が契約して

いるリースですが、当該子会社の財務諸表に計上されている使用

権資産とリース負債について、公正価値と帳簿価額がほぼ等しい

とみて、そのまま取得資産・引受負債として企業結合の仕訳に取

り込んでいいでしょうか？

A 3
　IFRS16によりIFRS第3号「企業結合」が改訂されていま

す。被取得企業が保有する（借手）リースは、短期リースや

少額資産のリースに該当する場合を除き、取得日現在で新規のリー

スとみなして測定しなおす必要があります。なお、市場実勢賃料と比

較して有利もしくは不利となっている部分は別途調整が必要です。

Q 4 　使用権資産の減損

　使用権資産（ROU）とリース負債が1つの契約に紐づき不可分の

関係にあると考えられるため、CGU（資金生成単位）の帳簿価額の

算定にはリース負債も含めるべきと思われます。一般的には「 使

用権資産の帳簿価額＜リース負債の帳簿価額 」であると想定され

Q 1 　契約の変更① それは「条件変更」か？

　オフィスの賃借契約を更新する予定です。更新契約の締結日は来

期の予定なので、当期末の処理は不要と考えてよいでしょうか？

A 1
　まず、その契約更新がIFRS16における「条件変更」に該

当するかどうかがポイントです。例えば、普通借家契約に

は（法律で認められた）延長オプションが含まれていると解釈され

るため、期間延長の覚書を取り交わすことは「リース期間の再評価」

であり「条件変更」ではありません。また、定期的な賃料改訂条項に

基づいて新たな賃料が合意された場合も、通常は「変動リース料の

見直し」に該当し、その場合も「条件変更」には該当しません。

　条件変更とは「当初契約に含まれない事項について、リースの範囲

またはリースの対価が変更される」ものを言います。条件変更に該当

する場合、その処理は条件変更の発効日、つまり両者が変更に合意し

た日（一般的には変更契約の締結日）に行いますが、条件変更以外の

変更は、内容によっては契約締結日を待たずに処理が必要な場合があ

り、かつ、その会計処理も変更の内容によりいつの時点の割引率を使

うかなど細かい点を含めて異なりますので注意が必要です。

Q 2 　契約の変更② 将来の増床

　今借りているオフィスの現行契約（ 延長オプションはない ）が

来期早々に切れるため、当期のうちに契約を更新しました。賃借

スペースが手狭になっているので、同じビルに入居している他の

テナントが半年後に退去する予定の別フロアについて、更新後の

契約では半年後スタートで追加で借りることを盛り込んでいま

す。そのフロアが実際に使用できるようになるのは半年後、つま

り来期ですが、条件変更が当期である場合、その追加フロアにか

かる賃料も当期末に使用権資産・リース負債として計上が必要で

しょうか？

　なお、賃借スペースの増床に伴うディスカウントなどはなく、

年間賃料の増加は増床分の市場実勢価格相当です。

uestion

nswerA
Q &

実 務

多くのIFRS適用会社にとって、IFRS第16号「リース」（ IFRS16）を適用する初め
ての期末決算がやってきます。IFRS16に対応したリース台帳を作成し、適用開
始日の処理を終え、これですべて安心、あとは台帳から財務数値を拾えば年度
末も乗り切れるはず……とはいきません。リースには、一般の固定資産とは違う
論点があります。作成が面倒な期末開示も増えています。本稿は、QA方式にて、
IFRS16に関して誤解が生じやすいポイントをピックアップして解説します。

IFRS第16号対応は万全ですか?

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部 パートナー
植木 惠 うえき めぐみ
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るため、新たな資産としてCGUに加えられるネットの帳簿価額は

マイナスであり、使用権資産に減損損失は発生し得ないと考えて

よいでしょうか？

A 4
　そんなことはありません。減損テストの実施において

は、通常、CGUの帳簿価額にリース負債を含めると同時

に、回収可能価額にもリース負債を反映する必要があります。そ

の結果、使用権資産（ 及びリース負債 ）を含むCGUから減損が生

じることもあります。なお、算定されたCGUの減損損失はリース

負債を加味せず、CGUに含まれる資産（ 使用権資産を含む ）に配

賦されます。

でリース契約の公正価値は、一般的な割引キャッシュ・フロー

（DCF ）法による場合、使用権資産から将来的に見込まれる期待

キャッシュ・インフローから、リース契約に基づき将来的に支払いが

見込まれる期待キャッシュ・アウトフローを控除した現在価値とし

て算定されます。これらの将来キャッシュ・フローは、IFRS16にお

けるリース期間やリース料総額による制限を受けず、「市場参加者

が想定するリースの継続期間」及び「変動・固定を問わずリース契約

に基づき支払いが想定されるあらゆるキャッシュ・フロー」が反映さ

れますので注意が必要です。

Q 7 　貸手の開示

　サブリースの処理を除いて、IFRS16による貸手会計への影響は

ほとんどありませんでした。開示についてもIAS第17号時とほぼ変

わらないと考えてよろしいでしょうか？

A 7
　IFRS16で開示は大きく拡充され、貸手も例外ではありま

せん。まず、リース期間終了時に回収する残価のリスクをど

う管理しているかの開示が新たに必要となりました。ファイナンス・

リースだけでなくオペレーティング・リースも対象になります。

また、従来のオペレーティング・リースのコミットメントは解約不

能期間分のみが開示対象と考えられていましたが、今後はこの対象

がリース料総額まで広がります。固定リース料だけでなく一定の条

件を満たす変動リース料なども含まれ、かつ解約不能期間にとどま

らずリース期間にわたっての回収スケジュールが必要になります。

「オペレーティング・リースだからリース期間の精緻な見積りは実

務的には不要」「貸手はどうせ発生時に収益計上するのだから、変動

リース料の種類を判断する必要はない」という従来の考えでいると、

期末に開示が作れないという状況に陥ります。リース料（ファイナ

ンス・リースの場合はリース債権）の満期分析も「1年内」「1年～5

年」「5年超」の3区分でなく、直近5年間については1年ごとの細分化

が必要となります。

　さらに、有形固定資産のうちオペレーティング・リースに供され

ている資産については、IAS第16号「有形固定資産」の開示上、自己

使用資産と区分して開示することも新たに要求されるようになりま

した。新たな注記に対応するための情報収集が十分か、再確認する

必要があると思われます。

https://home.kpmg/jp/lease
IFRS16に関してはこちらをご参照ください

Q 5 　使用権資産の表示

　使用権資産も投資不動産も原則は財政状態計算書での別掲が

要求されています。では投資不動産である使用権資産はどちらに

含めて表示するのが適切でしょうか？

A 5
　投資不動産である使用権資産は投資不動産に含め

ます。

Q 6 　使用権資産の公正価値

　使用権資産が投資不動産に該当する場合、IAS第40号「 投資不

動産 」により公正価値の開示が要求されています。使用権資産の

リース期間に対応する期間のサブリース収益（ 固定リース料など

リース料総額の定義に該当するもの ）の割引現在価値を開示すれ

ばいいでしょうか？

A 6
　使用権資産の公正価値は、リース契約の公正価値にリー

ス負債の帳簿価額を加算した値として算定されます。ここ
お問い合わせはこちら Megumi.Ueki@jp.kpmg.com

減損

前提  回収可能価額として使用価値を使う
1  CGUに含まれる（使用権資産以外の）資産の帳簿価額に使用権資産の帳

簿価額を加算し、リース負債の帳簿価額を減算（CGUの帳簿価額）
2  リース負債の支払いキャッシュ・アウトフローを含めないベースで算定

した将来キャッシュ・フローの現在価値から、リース負債の帳簿価額を減算
（CGUの使用価値）

3  上記の差額として算定された減損損失は、各資産に配賦

1「リース負債を含むCGU」の
帳簿価額

2「リース負債を含むCGU」の
回収可能価額

3 CGUに含まれる
資産に配賦

ROU
簿価

ROU
簿価

リース
負債
簿価

その他の
CGU
資産
簿価

その他の
CGU
資産
簿価

リース
負債
簿価

将来
CFの
現在
価値

配賦



会
計
・
監
査
／
税
務

会計・監査／税務 Topic②

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 26 KPMG Insight  Vol.39   Nov. 2019

会計・監査

いた信用リスクの分析の結果を踏まえて、現行実務に基づく貸倒

引当金が十分な備えとなっているかどうか」といった点について、

金融機関と当局との間で対話が行われる可能性は十分に考えられ

ます。したがって、現行実務を踏襲する金融機関の場合でも、創意

工夫の要否については自己分析を行うことが、望ましいと言えるで

しょう。

　なお、DP案では「ビジネスモデルやリスク特性が単純な金融機関

において複雑なリスク評価やリスク管理態勢の構築を求めるべきで

はない」とされており、2018年6月に金融庁から公表された「検査・

監督基本方針」でも、小規模金融機関等に対して不必要に複雑な議

論を求めない方針が示されています。

　このことから、規模が大きくビジネスモデルやリスク特性が複雑

な金融機関ほど、的確に貸倒引当金を見積もるための創意工夫が期

待されていると考えられます。

Q 3 　債務者区分

　自己査定における債務者区分の定義・運用を変更しても良いので

しょうか？

A 3
　DP案は、現行の債務者区分の枠組みを出発点とし、現状

の実務は否定しないとしていますが、これまで「 債務者の

実態よりも形式を重視する債務者区分がなされる傾向」や「実態か

ら乖離した債務者区分を行う事例」が見られたと報告しています。

　上記のような問題が、各金融機関における債務者区分の定義また

は運用を原因として生じている場合には、形式よりも実態を反映で

きるように、債務者区分の定義または運用を見直すことが期待され

ていると考えられます。

　なお、従来の正常先・要注意先（要管理先を含む）・破綻懸念先・

実質破綻先・破綻先の5つの債務者区分は、検査マニュアル別表に

従って行われてきたものであり、検査マニュアルが廃止されれば、

その拠り所が失われることになり、債務者区分の実務はより柔軟性

が増すことになります。

Q 1 　貸倒引当金の積み増し

　ディスカッション・ペーパー「検査マニュアル廃止後の融資に関

する検査・監督の考え方と進め方」（案）（以下「DP案」という）が最終

化されると、金融機関は当局から貸倒引当金の積み増しを求められ

るのでしょうか？

A 1
　信用リスクや貸倒引当金の多寡は、各金融機関によって

異なりますので、貸倒引当金の積み増しの要否はケース・

バイ・ケースで一律に議論することはできません。

　DP案は、検査マニュアルが示す貸倒引当金の算定方法が足かせ

となっていたような金融機関に対して、的確に信用リスクを貸倒引

当金に反映するための創意工夫を認めることで、自主的に貸倒引当

金を積み増ししやすくなる環境を提供していると考えられます。

　しかしながら、検査マニュアルの廃止は、検査・監督が指摘型か

ら対話型に移行するための施策であることを考えれば、DP案は貸

倒引当金の積み増しを強いること（＝指摘型の検査・監督）を目的と

したツールではないと捉えるのが自然な考え方と言えるでしょう。

　なお、ミニマムスタンダードとしての態勢に問題が認められる金

融機関に対しては、従来どおり償却・引当の適切な見積りを求める

こととされており、たとえば利益を調整するために意図的に貸倒引

当金を過少計上しているような場合には、当局から貸倒引当金の積

み増しを求められる可能性も否定できません。

Q 2 　現行実務の見直し要否

　検査マニュアルが廃止された後も、特段の見直しを行わず、貸倒

引当金に関する現行実務を継続していても良いのでしょうか？

A 2
　DP案は、検査マニュアル別表に基づいて定着している

現状の実務を否定しないとしていますので、検査マニュア

ル廃止後に現行実務を踏襲していたとしても、すぐに問題になるよ

うなことはないでしょう。

　ただし、「金融機関の融資方針やポートフォリオ等の理解に基づ

uestion

nswerA
Q &

実 務

金融庁のディスカッション・ペーパー「 検査マニュアル廃止後の融資に関する検
査・監督の考え方と進め方」（案）の公表に合わせて、検査マニュアルが2019年
12月に廃止されることが示されました。金融機関の貸倒引当金に関する実務は1
つの転換期を迎えることになります。
本稿は、QA方式にて、検査マニュアル廃止後の金融機関の貸倒引当金に関して、
よくある疑問点を解説します。

検査マニュアル廃止後の金融機関の 
貸倒引当金

有限責任 あずさ監査法人
金融事業部　パートナー
大森　敏晃 おおもり としあき
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　しかしながら、従来からの（債務者区分と連動する）不良債権開

示の制度は当面存続しますので、債務者区分の定義を見直した場

合でも、不良債権が従来どおりに集計できるような配慮が必要で

しょう。

　また、債務者区分の定義を見直した場合、新しい債務者区分ご

との貸倒実績率や倒産確率の正確な過去実績が把握できなくな

り、貸倒引当金の見積りが難しくなる恐れがある点にも留意して

ください。

Q 4 　グルーピング

　貸倒引当金を見積もるにあたって、グルーピングを細分化した方

が良いのでしょうか？

A 4
　DP案では、「他の債権と異なる特異なリスク特性を有す

る債権群については、別グループとしたうえで、集合的に

引当額を見積もる方法が適当である」との記載に加えて、グルーピン

グに関連した例示が多く掲載されており、グルーピングが貸倒引当

金の創意工夫におけるポイントの1つに位置付けられていると言え

ます。

　グルーピングは、異なる信用リスク特性をそれぞれ別個に貸倒

引当金に反映することができるメリットがある一方で、グルーピン

グによりサンプル母集団が小さくなり、予想損失率の予測精度が落

ちてしまうデメリットもあります。そのため、DP案には「過度にグ

ループを細分化することは適切でない」との記載もあります。

　グルーピングの細分化にあたっては、有用な場合とそうでない場

合とがありますので、メリット・デメリットのバランスを考慮して有

用性を見極めたうえで導入を判断すべきでしょう。

Q 5 　将来情報の反映

　DP案では、将来情報の反映がこれまでの検査マニュアル以上に

強調されているようですが、将来情報の反映はどのようにすれば良

いでしょうか？

A 5
　貸倒引当金に将来情報を反映するにあたっては、DP案

で画一的な方法が示されているわけではありません。した

がって、さまざまな方法が選択肢として存在しますが、将来情報が

影響する範囲に応じて、たとえば以下のような方法で将来情報を反

映することができます。

① 個社・業界など、特定の債務者（群）に関する将来情報
  信用格付・債務者区分に反映する方法や、DCF法を適用してい

る場合のキャッシュ・フローの見積りに反映することが考えら 

れる。

② 特定のポートフォリオに関連する将来情報
  信用格付・債務者区分に反映できることもあるが、多数の債務者

に影響する場合、特定のポートフォリオに対する貸倒引当金を

集合的に調整する「オーバーレイ」と呼ばれる方法が考えられる

（予想損失率を調整する方法も一種のオーバーレイと言える）。

③ ポートフォリオ全体（すべての債務者）に関連する将来情報
  オーバーレイで調整することも考えられるが、よりきめ細やかに

調整するため、PD・LGDなど貸倒引当金の算定に影響するパラ

メータごとにモデルを構築して調整する方法も考えられる。

  　なお、将来の予測には主観性が伴いますので、将来情報を反

映する場合には、有効に検証機能が働くようなガバナンス体制

の構築や、外部にオープンな開示の充実に取り組むことも課題

になるでしょう。

Q 6 　現行実務見直しの留意点

　貸倒引当金に関する現行実務の見直しにあたり、どのような点に

気を付ければ良いでしょうか？

A 6
　貸倒引当金の創意工夫は、会計基準を逸脱しない範囲で

合理的なものであれば幅広に許容されるものと考えられま

すが、このときたとえば以下のような点に気を付ける必要があるで

しょう。

①  現行実務の見直しは、信用リスクを的確に貸倒引当金に反映

することを目的とするもので、恣意的な損益平準化や利益操

作等を目的とするものではないこと。

②  貸倒引当金は合理的に発生し得る損失額として見積もられて

いること。たとえば、極めて確率の低い事象（いわゆるテールリ

スク）が生じた際の損失見積額を貸倒引当金として計上するこ

とは、過度に保守的となる恐れがある。

③  貸倒引当金は評価性引当金（ 資産のマイナス項目 ）であること

から、貸借対照表に計上された資産から発生する予想損失額

が見積もられていること。たとえば、貸倒引当金の計上対象と

なる資産が残存しないような長期間の予想損失額は、通常は

貸倒引当金の見積額として適していない。

④  貸倒引当金に将来情報を反映する場合には、過大なコストや

労力をかけずに利用可能である限り、将来情報は信用リスク

の増大に繋がる情報と減少に繋がる情報を偏りなく考慮してい

ること。

お問い合わせはこちら Toshiaki.Omori@jp.kpmg.com
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「IFRS第17号『保険契約』
－ 修正案の解説とIFRS17導入における課題」開催報告
鶯地隆継IASB前理事を交えたパネル・ディスカッション

2019年8月30日、保険会社の実務担当者を対象としたセミナー「IFRS第17号『保険契約』 － 修正案の解説とIFRS17導入における
課題」を経団連会館カンファレンスにて開催しました。IFRS17の最終基準書が2017年5月に国際会計基準審議会（IASB）より公
表されて以降、KPMGジャパンでは、毎年、IFRS17をテーマにしたセミナーを開催して参りました。
今回で3回目を数える当セミナーでは、まず第1部として、2019年6月26日にIASBより公表された公開草案「IFRS第17号 保険契
約の修正」をテーマとし、公開草案の公表に至った経緯や公開草案の中で修正された論点、修正されずに残された課題などにつ
いて、あずさ監査法人 金融事業部 パートナーの蓑輪康喜と李煥洙より解説いたしました。修正された論点に関する解説内容に
ご興味のある方は、下記冊子「保険契約（IFRS第17号の修正）New on the Horizon／IFRS最新提案の解説」をご覧ください。
第2部では、公開草案に対する評価やIFRS17導入に向けた実務上の課題などをテーマとして、さまざまな立場の利害関係者の
方々によるパネル・ディスカッションを実施しました。パネリストとして、2011年にIASBの理事に就任され、2019年6月にご退
任されたばかりの鶯地隆継様をお招きし、財務諸表利用者のお立場から、水口啓子様（株式会社日本格付研究所 審議役兼チーフ・アナリ

スト）、財務諸表作成者のお立場から、西村昭様（アクサ生命保険株式会社 バリュエーションヘッド）、荒川潔様（東京海上ホールディングス株

式会社 経理部マネージャー）にご登壇いただくとともに、モデレーターは、IASB元理事である山田辰己様（中央大学商学部 特任教授）にお
務めいただきました。また、会計監査人の立場から、三輪登信（KPMGジャパン 保険カントリーヘッド）が登壇しました。
ディスカッションは、①公開草案公表までの背景と財務諸表利用者として総括的評価、②公開草案で修正された論点に対するそ
れぞれの立場からの着目点、③IFRS17導入に向けた課題、④基準最終化までのハードル、をテーマに、意見が交わされました。
鶯地様からは「IFRS17の最終化には利害関係者の方からの意見が重要になってくる」とお話いただき、基準設定主体として苦労
した点や議論の背景についてご紹介いただきました。また、他のパネリストの方々からは、「解釈の幅がある論点について比較可
能性をどう担保するか」など、利害関係者としての率直な懸念などが提起されました。どのお話も、IFRS17の導入に深くかかわっ
てきた方々のご意見として示唆に富んでおり、参加者の皆様も終始興味深く、聞き入られていました。
今後、基準の最終化に向けた議論が展開される中で、IFRS17導入にかかる実務上の課題検討は、より具体的に進むことが予想さ
れます。KPMGジャパンでは、導入に関する課題解決に役立つよう、セミナーやホームページを通じた情報発信、導入支援サービ
スを実施して参ります。 

保険契約（IFRS第17号の修正）
New on the Horizon／IFRS最新提案の解説

2019年8月発行

English/Japanese

本冊子では、公開草案「IFRS第
17号 保険契約の修正 」を解説
しています。IFRS17の発効日に
備える適用プロジェクトへの潜
在的な影響を評価するのに役
立つ設例やKPMGの所見も含
まれています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/
amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts-noth.html

公開草案の解説セミナー

パネル・ディスカッション

IASB前理事 鴬地隆継様

パネル・ディスカッション

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts-noth.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts-noth.html
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I. 日本基準

1. 法令等の改正

【最終基準】
該当なし

【公開草案】
該当なし

2.  会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ））

【最終基準】
該当なし

【公開草案】
該当なし

3. 監査関連

【最終基準】
金融庁、監査報告書における意見の根拠の記載及び監査人
の守秘義務の明確化のための「 監査基準の改訂に関する意見
書」等を公表

金融庁は2019年9月6日、企業会計審議会が取りまとめた「監査

基準の改訂に関する意見書」、「中間監査基準の改訂に関する意見

書」及び「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」（以下「本意

見書等」という）を公表した。本意見書等の主な内容は次のとおり

である。

⃝  監査の信頼性を確保するための取組みの1つとして、財務諸表

利用者に対する監査に関する説明・情報提供を充実させる必要

性が指摘されていることを受け、監査報告書における意見の根

拠の記載や監査人の守秘義務に関して明確化されている。

⃝  昨年 7月の監査基準の改訂において実施された報告基準にか

かわる改訂事項について、中間監査基準及び四半期レビュー

基準についても同様の観点から改訂が実施されている。

本意見書等では、監査基準については2020年3月期決算に係る

財務諸表の監査から、中間監査基準については2020年9月30日以

後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、四

半期レビュー基準は2020年4月1日以後開始する事業年度に係る

四半期財務諸表の監査証明から、それぞれ適用することとされて

いる。

【あずさ監査法人の関連資料】　

ポイント解説速報（ 2019年9月10日発行）

【公開草案】
金融庁、内部統制報告書の記載区分等の改訂のための財務報
告に係る内部統制の評価及び監査の基準等の改訂案を公表

金融庁は2019年9月6日、企業会計審議会監査部会が取りまとめ

た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報

告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂 」に関

する公開草案（以下「本公開草案」という）を公表した。本公開草案

の主な内容は次のとおりである。

⃝  2018年7月に実施された監査基準の改訂において、財務諸表

監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことに伴

い、内部統制監査報告書についてもこれに対応する記載区分

等の改訂を実施することが提案されている。

⃝  平成 2 6 年会社法改正で監査等委員会設置会社が新たに導

入されたことについて対応を図るため、「 監査役又は監査委員

会」の文言を「監査役等」（監査役、監査役会、監査等委員会又

は監査委員会）に更新することが提案されている。

会計・監査情報 （ 2019. 8 – 9）

有限責任 あずさ監査法人

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査ダイジェスト
のうち、2019年8月分と2019年9月分の記事を再掲載したものです。会計・監査ダイ
ジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な
動向を簡潔に紹介するニュースレターです。

 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20190904-2.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/09/jgaap-news-flash-2019-09-09-2.html
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20190904-1.html
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本公開草案では、2020年3月31日以後終了する事業年度におけ

る財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用することが提

案されている。

コメントの募集は2019年10月7日に締め切られている。

【あずさ監査法人の関連資料】　

ポイント解説速報（ 2019年9月10日発行）

日本基準についての詳細な情報、過去情報は

あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ

II. 国際基準

1. 我が国の任意適用制度に関する諸法令等（金融庁）

【最終基準】
該当なし

【公開草案】
該当なし

2.  会計基準等の公表（国際会計基準審議会（IASB）、IFRS

解釈指針委員会）

【最終基準等】
IASB、「金利指標改革（IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7

号の改訂）」を公表
IASBは2019年9月26日、「金利指標改革（IFRS第9号、IAS第39号

及びIFRS第7号の改訂）」（以下「本改訂」という）を公表した。本改訂

は、金利指標改革に伴う金利指標の変更にかかわらずヘッジ会計

を安定的に適用するための救済措置を設けている。

LIBORの不正操作問題等を契機とした金利指標改革により、

既存の金利指標の長期的な存続可能性に関する不確実性が増大

し、財務報告に与える影響が懸念されるようになったことを受け、

IASBは2つのフェーズに分けてこの問題に取り組んだ。本改訂は、

既存の金利指標を代替的な金利指標に置き換える前の期間に生じ

る財務報告への影響（ ヘッジ会計への影響 ）に対処するものであ

り、既存の金利指標を代替的な金利指標に置き換える時に生じる

財務報告への影響（ヘッジ会計を含む広範な影響）への対処につい

ては、審議が継続している。

なお、IFRS第9号の適用後もヘッジ会計についてはIAS第39号を

継続適用することが認められているため、本改訂はIFRS第9号と

IAS第39号の両方を対象としている。

本改訂の主な内容は以下のとおりである。

⃝  予定取引をヘッジ対象とする場合の予定取引に係るキャッ

シュ・フローの発生可能性の評価を行う際に、今般の金利指標

改革による金利指標の変更はないとみなす。

⃝  ヘッジ対象とヘッジ手段の将来に向かっての相殺関係の評価

を行う際に、今般の金利指標改革による金利指標の変更はな

いとみなす。

  また、IAS第39号におけるヘッジの有効性の評価ではヘッジの

実際の結果が 8 0％から125％の範囲内にあることが求められ

ているが、これを満たさない場合でもヘッジ会計の中止は要求

されない。

⃝  リスク要素が独立して識別可能でなければならないという要

求事項はヘッジ関係の開始時にのみ要求し、ヘッジ対象期間を

通じた評価を不要とする。

  いわゆる「マクロヘッジ」では、この要求事項は当初指定時点に

のみ要求され、ヘッジ関係の再設定時には要求されない。

⃝  金利指標改革がもたらす不確実性の懸念が解消した時点で本

改訂の要求事項の適用を終了する。また、本改訂による措置を

適用したヘッジ関係について、一定の開示が要求される。

本改訂は、2020年1月1日以降開始する事業年度から遡及的に適

用される。また、早期適用が認められる。

【あずさ監査法人の関連資料】　

ポイント解説速報（ 2019年10月3日発行）

【公開草案】
IASB、公開草案（ED／2019／6）「会計方針の開示（IAS第1号 

及びIFRS実務記述書第2号の改訂案）」を公表（2019年8月1日）
財務諸表利用者を含む利害関係者からIASBに対して、「会計方針

の開示が有用ではない主な原因は、会計方針に重要性の概念を適

用することが難しいためである。会計方針に重要性があるかどうか

を判断するためのガイダンスをIASBが作れば有用であろう。」との

意見が寄せられていた。

本公開草案は下記を目的として、IAS第1号「財務諸表の表示」及

びIFRS実務記述書第2号「重要性の判断の行使」の改訂を提案して

いる。なお、IFRS実務記述書第 2号は強制力のないガイダンスで 

ある。

⃝  財務諸表の主要な利用者にとって重要性のある情報を提供す

るすべての会計方針を企業が特定し、開示するために役立つ。

⃝  企業が重要性のない会計方針を特定し、それらを財務諸表か

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/09/jgaap-news-flash-2019-09-09.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/09/iasb-amends-ifrs-standards-in-response-to-the-ibor-reform/
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/05/ifrs-news-flash-2019-05-07.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/08/iasb-proposes-amendments-to-ifrs-standards-to-improve-accounting-policy-disclosures/
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ら取り除くために役立つ。

改訂提案の内容は以下のとおりである。

1.  IAS第1号第117項で使用されている表現「重要な（significant）」

を「重要性がある（material）」に置き換え、会計方針における「重

要性がある（material）」の概念を記述する。

2. 新設するIAS第1号第117A項において、

 ①  「 重要性のない取引その他の事象又は状況に関連する会計

方針は、それ自体に重要性がないため開示する必要はな 

い」旨

 ②  「 重要性のある取引その他の事象又は状況に関連する会計

方針の全てに重要性があるとは限らない」旨を明確化する。

3.  新設するIAS第1号第117B項において、会計方針が財務諸表に

とって重要性があると考えられる可能性が高い場合を例示して

いる。

4.  新設するIAS第1号第117C項において、「企業がIFRS基準の規

定を自社の状況にどのように適用したかに焦点を当てた会計

方針に関する情報は、財務諸表の利用者に有用な企業特有の

情報を提供する」旨を明確化する。

5.  新設するIAS第1号第117D項において、「企業が会計方針に重

要性がないと結論付けた場合であっても、IFRS基準で要求さ

れるその他の情報に重要性があるのであれば、企業はそれら

の情報を開示しなければならない。」旨を明確化する。

6.  会計方針の開示について意思決定する際に重要性の概念がど

のように適用されうるかを説明するため、IFRS実務記述書第 2

号に次の2つの設例を追加する。

  設例S－  定型的な会計方針の開示を避け、重要性に関する判

断を行い、企業に特有の情報に焦点を当てた

 設例T－  IFRS基準の規定を書き写していただけの会計方針に

重要性の判断を適用した

7.  本改訂は将来に向かって適用しなければならない。早期適用

する企業は、その旨を開示しなければならない。

コメントの締切りは2019年11月29日である。

【あずさ監査法人の関連資料】　

ポイント解説速報（ 2019年8月7日発行）

3. 監査関連
該当なし

IFRSについての詳細な情報、過去情報は

あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ

III.  修正国際基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする

事項はありません。

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は

あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ

IV.  米国基準

1.  会計基準等の公表（米国財務会計基準審議会（FASB））

【最終基準（会計基準更新書（Accounting Standards 

Update; ASU））】
該当なし

【公開草案（会計基準更新書案（ASU 案））】
（1）  ASU案「 金融商品ー信用損失（ トピック 326 ）、デリバ

ティブ及びヘッジ（トピック815）並びにリース（トピッ
ク842）：適用日」の公表（2019年8月15日　FASB）

米国基準では近年主要なASUの公表が相次いでおり、中小規模

の企業を中心にリソース不足その他の課題が顕在化している。これ

に対応するため、本ASU案は、以下のASUについて、一部の企業の

適用日を見直すことを提案するものである。

⃝  ASU第2016ー13号「金融商品ー信用損失（トピック326）：金

融商品に係る信用損失の測定」

	 ➣  SEC登録企業については現行2019年12月16日以降開始す

る事業年度及びその期中期間からの適用が要求されている

が、その対象から小規模登録企業を除外する。

	 ➣  SEC登録企業（小規模登録企業を除く）以外の企業について

は適用時期を2020年12月16日以降開始する事業年度及び

その期中期間に繰り延べる

⃝  ASU第2017ー12号「デリバティブ及びヘッジ（トピック815）：

ヘッジ活動に関する会計処理の限定的改善」

⃝  ASU第2016ー02号「リース（トピック842）」

	 ➣  非公開企業（営利企業及び非営利企業）についての適用時期

を2020年12月16日以降開始する事業年度末（期中期間につ

いては2021年12月16日以降開始する事業年度から）に繰り

延べる。

	 ➣  公開企業はすでに2018年12月16日以降開始する事業年度

で適用しており、適用日の変更はない。

上記は、企業を2つのグループに分け、小規模登録企業を除く

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/ifrs-news-flash-2019-08-02.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/jmis.html
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173176157&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176168232528&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176169282347&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167901010&acceptedDisclaimer=true
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SEC登録企業の新ASUの適用時期とそれ以外の企業との間に原則

として2年以上の間隔を設けるとの基本的な考え方を提唱するもの

である。ただし、早期適用はすべての企業について認めることが提

案されている。

この公開草案の内容で確定した場合、日本基準適用企業におい

ても、米国等に重要な在外子会社がある場合には、実務対応報告

第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関

する当面の取扱い」を通じての影響が想定される。

コメントの募集は2019年9月16日に締め切られている。

【あずさ監査法人の関連資料】　

Defining issues（英語）

（2）  ASU案「金融サービス―保険（トピック944）：適用日」の
公表（2019年8月21日　FASB）

本ASU案は、ASU第2018ー12号「金融サービス―保険（トピック

944）：長期保険契約の改訂」の適用開始日を延期することを提案し

ている。提案に当たっては、上記（1）で提案されている基本的な考

え方が適用されている。ASU第2018ー12号の早期適用は引き続き

認めることが提案されている。

変更前のASU第2018-12号の 
適用時期

本ASU案で提案されている 
ASU第2018-12号の適用時期

公開の 
営利企業

2020年12月16日
以 降 開 始する 事
業 年 度 及びその
期中期間

SEC登録 
企業（小規
模登録企業
を除く）

2021年12月16日
以 降 開 始する 事
業 年 度 及びその
期中期間

それ以外の 
企業

2021年12月16日
以 降 開 始する 事
業年度末

（ 期中期間につい
ては2022年12月
16 日以降開始す
る事業年度から）

それ以外の 
企業

2023年12月16日
以 降 開 始する 事
業年度末

（ 期中期間につい
ては2024年12月
16 日以降開始す
る事業年度から）

コメントの募集は2019年9月20日に締め切られている。

【あずさ監査法人の関連資料】　

Defining issues（英語）

（3）  ASU案「 参照金利改革についての軽減措置 」の公表
（2019年9月5日　FASB）

LIBOR等に代表されるInterbank Offered Rates（IBORs）を参照

する契約及び他のアレンジメント（ 以下「 契約等 」という）がマー

ケットには大量に存在しており、これらの契約等は現在進行中の

参照金利改革を受けて金利の参照先がIBORから代替リスクフリー

レートに変更されることが予定されている。

会計上は、そのような契約変更が、既存の契約の消滅と新契約

の認識とみなされるのか、もしくは既存の契約の継続とみなされる

のかの判断が必要となる。しかしながら、市場参加者からは、対象

となる契約等が大量に存在し、また当該契約変更は限られた期間

内に行われることから、それらの契約変更の会計上の扱いを現行

の会計基準に基づき検討することは負担が大きく、また、参照金利

改革はマーケット全体に影響するものでありこれに基づく契約変

更は企業の本来の意図に基づき行われるものではないとの指摘が

なされていた。また、参照金利の置換えは、ヘッジ会計についても、

意図せざる形でヘッジ会計の中止を余儀なくされる可能性があり、

これは企業自身が依然としてヘッジが有効と認識してヘッジ戦略

を継続しているときに財務諸表にその実態が反映されなくなるこ

とから、市場参加者から懸念が表明されていた。

本ASU案は、参照金利改革もしくはその影響を会計処理する際

の潜在的な負荷を軽減するためのガイダンスを提供し、期間限定

で、そのガイダンスの選択を容認するものである。本ASU案は、参

照金利改革によって影響の受ける契約を有するすべての企業に軽

減措置を提供する。その主な提案内容は以下の通りである。

⃝  参照金利改革の結果として生じる契約変更については、（ 既存

契約の消滅と新契約の認識ではなく）既存契約の継続として扱

い、変更の影響は将来にわたって取り込むなどの便法を提供

することが提案されている。便法の詳細は対象の契約・取引が

どの会計基準（ トピック／サブトピック）の適用を受けるかによ

り異なるが、便法を選択した場合は同一会計基準のもとでの

契約・取引には一律に適用しなければならない。

⃝  参照金利改革の結果として生じる契約変更及びそれを受けて

派生的に生じるヘッジ会計上の各種取扱いの変更等について

は、ヘッジ指定の中止をもたらすものとしては扱わないことを

容認し、かつ、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジの別

に、参照金利改革による影響を軽減するための措置を追加的

に提案する。

本ASU案は最終化され次第すべての企業を対象に即時適用開始

とすることが提案されている。本ASU案の適用開始後2022年12月

31日までの間に生じた契約変更、及び、本ASU案の適用開始時点

で存在するかその後2022年12月31日までの間に開始したヘッジ関

係を対象として、本ASU案は将来に向かって適用される。提案され

る実務的な便法及び例外処理は、2022年12月31日より後に行われ

る条件変更及び当該日より後に開始又は評価されるヘッジ関係に

は適用されない。

コメントの募集は2019年10月7日に締め切られている。

https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2019/defining-issues-19-17-fasb-effective-dates.pdf
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173219979&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176171066930&acceptedDisclaimer=true
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176171066930&acceptedDisclaimer=true
https://frv.kpmg.us/content/dam/frv/en/pdfs/2019/defining-issues-19-17-fasb-effective-dates.pdf
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173289025&acceptedDisclaimer=true
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【あずさ監査法人の関連資料】 

Defining issues（英語） 

（4）  ASU案「 貸借対照表上における負債の分類の簡素化（ 流
動・非流動の分類）－2017年1月10日公表公開草案の改
訂」の公表（2019年9月12日　FASB）

本ASU案は、現行の会計基準の複雑性を低減しようとするFASB

のプロジェクトの一環として、貸借対照表における負債の流動・非

流動の分類についての現行のガイダンスを変更することを提案す

るものである。本ASU案は、2017年に公表された公開草案の改訂

版であり、未使用の長期のファイナンス契約を考慮しないことと

したこと、コベナンツ抵触時の猶予期間が契約上設けられている場

合にはその影響を考慮することにしたこと、の2点は新たな提案と

なっているが、それ以外の多くの点では前回の提案を引き継いで

いる。トピック 470（負債）は、流動・非流動を分類するためのいく

つかのガイダンスを含むが、当該ガイダンスは複雑であるというコ

メントが寄せられていた。提案される変更は、多くの企業の負債の

流動・非流動分類を変更させるものと考えられる。なお、本ASU案

は、貸借対照表において流動・非流動の分類を行っているすべての

企業の負債の契約に対して適用される。

本ASU案では、負債の流動・非流動分類は貸借対照表日時点で

決定されるべきであるとの原則を導入することが提案されている。

提案された原則によれば負債は以下の場合において非流動に分類

される。

⃝  負債が、契約上、貸借対照表日から1年（もしくは、営業循環が

1年より長い場合には、営業循環の基準）より後に決済される；

または

⃝  負債の決済を貸借対照表日から少なくとも1年（もしくは、営業

循環が1年より長い場合には、営業循環の基準）より後に繰り

延べることができる契約上の権利を、企業が保有している。

なお、本ASU案は、上記提案原則に対しての例外として、負債の

コベナンツに抵触したものの、権利者がそれを貸借対照表日後財

務諸表が発行される前までの間に放棄した場合においては、当該

負債の非流動分類を継続するという現行のガイダンスを特定の条

件が満たされる場合において維持することを提案している。なお貸

借対照表上では他の非流動負債とは別掲が要求されている。また、

本ASU案は、コベナンツ抵触や貸手に付与される早期返還権等に

ついての包括的な開示を要求している。

本ASU案の適用日については具体的な提案はなく、関係者から

のフィードバックを受けて決めるとしている。適用日以降最初に到

来する期中並びに年度の財務諸表から、当該期において、もしくは

その後の期において存在する負債につき将来に向かって適用する

ことが提案されている。早期適用は認めることが提案されている。

コメントの募集は2019年10月28日に締め切られている。

【あずさ監査法人の関連資料】 

Defining issues（英語） 

2. 監査関連

PCAOB、監査基準の改訂に関するスタッフ・ガイダンスを
公表

米国公開会社会計監視委員会（PCAOB）は2019年8月22日、最近

公表された監査基準の改訂に関連して、以下のスタッフ・ガイダン

ス（以下「本ガイダンス」という）を公表した。

⃝  「会計上の見積りの監査」

⃝  「金融商品の公正価値の監査」

⃝  「監査人の専門家の業務の監視又は利用」

⃝  「会社の専門家の業務の利用」

本ガイダンスは、2018 年12 月20日にPCAOBより公表され

たAS2501「 会計上の見積り（ 公正価値測定を含む。）の監査 」、

AS1105「監査証拠」、AS1210「監査人が契約（engage）した専門家

の業務の利用」や関連する基準に対する改訂のうち、重要な点をハ

イライトするものである。

なお、これらの監査基準は、2020年12月15日以降に終了する事

業年度に係る財務諸表監査から適用される。

米国基準についての詳細な情報、過去情報は

あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人　
TEL：03-3548-5112（代表電話）
azsa-accounting@jp.kpmg.com 
担当：高田　朗、行安　里衣

https://frv.kpmg.us/reference-library/2019/fasb-proposes-relief-related-to-reference-rate-reform.html
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176173415838&acceptedDisclaimer=true
https://frv.kpmg.us/reference-library/2019/fasb-issues-revised-proposed-asu-balance-sheet-classification-of-debt.html
https://pcaobus.org/News/Releases/Pages/staff-guidance-new-requirements-auditing-estimates-auditors-use-work-specialists.aspx
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/05/accounting-standards/us-gaap.html


税務

© 2019 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.34 KPMG Insight  Vol. 39   Nov. 2019

会計・監査／税務 Topic⑤

I . 2020年度税制改正

内閣府 ― 政府税制調査会における連結納税制度の見直し
についての会議資料の公表

2020年度税制改正では、連結納税制度の見直しが行われること

が見込まれています。

政府税制調査会では「 連結納税制度に関する専門家会合 」（ 専

門家会合）を設置し、2020年度税制改正に向け、2018年11月から

2019年8月まで全5回にわたり連結納税制度の抜本的な見直しにつ

いての検討が行われてきました。8月27日に開催された政府税制調

査会（第24回総会）では、専門家会合での議論の成果が報告され、

その会議資料※が内閣府のウェブサイトに掲載されました。

※  https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2019/1zen24kai.html

このうちの「連結納税制度の見直しについて」※と題する資料に

は、たとえば以下のような見直しの方向性が示されています。

※  https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/1zen24kai1.pdf

⃝  見直し後の新制度（ グループ通算制度（ 仮称））は、企業グルー

プ内の各法人を納税単位とする個別申告方式とすることが適

当である。

⃝  新制度の適用対象となる法人は、現行の連結納税制度と同

様、親法人とその完全支配関係にあるすべての子法人とする。

⃝  企業グループ内の法人間で、プロラタ方式（ 赤字法人の欠損金

及び企業グループ内の繰越欠損金を黒字法人の所得金額等の

比で配賦する等）により損益通算を行うことが適当である。

⃝  修正・更正の場合には、原則として、企業グループ内の他の法

人の所得金額及び法人税額の計算に反映させない（ 遮断する）

仕組みとするが、例外的に、法人税の負担を不当に減少させる

こととなると認められるときは、職権更正によりプロラタ方式

で全体を再計算することができるようにする。

⃝  時価評価課税や欠損金等の制限等については、組織再編税制

税務情報 （2019. 8 – 9）

KPMG税理士法人

本稿は、2019年8月から9月に財務省・国税庁等から公表された税務情報及び
KPMG税理士法人のウェブサイトに掲載したKPMG Japan tax newsletter及び
KPMG Japan e-Tax Newsの情報をまとめてお知らせするものです。

 

との整合性等を踏まえた検討が必要である。

⃝  グループ調整計算（ 受取配当等、寄付金、貸倒引当金、過大支

払利子税制、所得税額控除、外国税額控除、研究開発税制等）

については、事務負担軽減、経営実態や制度趣旨、制度の濫用

可能性、制度を選択していないグループ法人との公平性等の観

点を踏まえ、個別制度ごとに検討が必要である。

⃝  現行の連結納税制度を適用している連結グループは、新制度

の施行後は、自動的に新制度に移行することとするが、新制度

に移行することを望まない連結グループは、新制度に移行しな

いことができることとする。

⃝  現行の連結納税制度と新制度の併存は適当ではない。

⃝  新制度においては、企業グループ内の各法人に電子申告義務

を課すことが適当である。

⃝  円滑な移行のため、法改正から新制度の施行まで1～2年程度

の準備期間を設ける。

なお、財務省のウェブサイトの「令和2年度税制改正要望」※とい

うページには、各府省庁からの要望事項が掲載されていますが、連

結納税制度の見直しに関する要望は経済産業省から提出されてい

ます。

※  https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/request/

index.htm

II.  2019年度税制改正

国税庁 ― 租税特別措置法関係通達（法人税編）等を一部改
正する通達の発遣

2019年度税制改正では、中小企業者の災害に対する事前対策の

ための防災・減災設備への投資に係る税制上の措置（ 特定事業継

続力強化設備等の特別償却制度）が創設されました。

国税庁は、2019年度税制改正のうち特定事業継続力強化設備等

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2019/1zen24kai.html
https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/1zen24kai1.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/request/index.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/request/index.htm


会
計
・
監
査
／
税
務

税務
会計・監査／税務 Topic⑤

© 2019 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 35KPMG Insight  Vol. 39    Nov. 2019

の特別償却制度等に関する事項に対応した「 租税特別措置法関係

通達（法人税編）等の一部改正について（法令解釈通達）」※（9月11

日付）を発遣し、国税庁のウェブサイトにおいて9月13日に公表しま

した。

※  http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/r0109/index.htm

III.  消費税

国税庁 ― 消費税の軽減税率制度に関するQ&A等の改訂版
の公表 

国税庁のウェブサイトの「 消費税の軽減税率制度について 」※

というページには、消費税の軽減税率制度に関するQ&A、通達や

リーフレット、税額計算に関する資料（軽減税率の対象となる飲食

料品の譲渡等がある場合の消費税額の計算及び申告書の作成方法

を具体的な数値を用いて説明するもの）などが掲載されています。

※  http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/

keigenzeiritsu/index.htm

Q&Aについては、寄せられた質問や疑問点を踏まえて、随時、追

加や掲載内容の改訂が行われることとされているところ、国税庁は

8月1日、以下の2つのQ&Aの改訂版を公表しました。

■  消費税の軽減税率制度に関するQ&A（個別事例編）

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

qa_03.htm

このQ&Aは、軽減税率の対象となる飲食料品の範囲や軽減税率

の対象から除外される外食の範囲などを具体的な個別事例を用い

て解説するもので、2016年4月12日の初版公表以来5回目の改訂と

なる今回、新たに19問が追加されるとともに、4問が改訂されまし

た（Q&Aには追加又は改訂された時期が明記されています。）。

たとえば、遊園地の売店にとっての飲食設備とは、売店のそばに

設置したテーブルや椅子など売店の管理が及ぶものが該当し、遊

園地といった施設全体や園内に点在している売店の管理の及ばな

いベンチなどは該当しない旨（問68）や、特定のペットボトル飲料

に非売品のおもちゃを付けた状態で販売する場合には一体資産の

譲渡として軽減税率の適用を判断する旨（問89）などが解説されて

います。

なお、このQ&Aと同時に公表された「 消費税の軽減税率制度に

関するQ&A（制度概要編）」※は、今回改訂されていません。

※  http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/

keigenzeiritsu/qa_02.htm

■  消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に

関するQ&A

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/

qa_01.htm

複数税率制度のもとで仕入税額控除を適正に行うため、適格請

求書等保存方式（インボイス制度）が2023年10月1日から導入され

ることとされています。

このQ&Aは、全80問を通してインボイス制度の内容を網羅的に

解説するもので、2018年6月13日の初版公表以来2回目の改訂とな

る今回、新たに4問が追加されました（Q&Aには追加された時期が

明記されています。）。

たとえば、日々商品の返品が行われる場合の適格返還請求書の

記載方法（問40）や、適格請求書発行事業者に保存が義務付けられ

ている「交付した適格請求書の写し」には適格請求書の記載事項が

確認できる程度の記載がされているもの（ 適格簡易請求書に係る

レジのジャーナルや複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表・

明細表など）も含まれる旨（問51）などが解説されています。

【上記に関するe-Tax News】

KPMG Japan e-Tax News No. 179 （ 2019年8月2日発行）

IV.  租税条約

1. アメリカとの租税条約を改正する議定書 ― 発効

財務省は8月30日、「所得に対する租税に関する二重課税の回避

及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間

の条約を改正する議定書」（改正議定書）を発効させるための批准書

の交換が行われ、改正議定書が同日付で発効したことを公表しま

した。この改正議定書は、2013年1月25日（日本時間）に署名され、

日本では2013年6月17日に国会にて承認されていたものの、米国で

の上院による承認に時間を要したことから、署名から約6年7ヵ月

後の発効となりました。

この改正議定書により、たとえば投資所得（配当及び利子）に対

する源泉地国免税の対象が、以下のように拡大されます。

改正前 改正後

配当 免税要件： 持株割合50％超 
保有期間12ヵ月
以上

免税要件： 持株割合50％以上 
保有期間6ヵ月以上

利子 原則： 10％
金融機関等の受取利子：免税

原則：免税

http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/r0109/index.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_02.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_02.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/e-taxnews-20190802.html
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改正議定書は、2019年8月30日に効力を生じ、次のものについて

適用されます。

⃝  源泉徴収される租税： 2019年11月1日以後に支払われ、又は

貸記される額

⃝  その他の租税：2020年1月1日以後に開始する各課税年度

  仲裁に関する規定は、次のものについて適用されます。

⃝  2019年8月30日において両国の税務当局が検討を行っている

事案

⃝  2019年8月30日の後に検討が行われる事案

情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる事案又は租

税債権に係る課税年度にかかわらず、2019年8月30日から適用さ

れます。

《財務省プレスリリース》
日本語：  アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が発効し

ました
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_

convention/press_release/20190830usa.htm

英　語：  Protocol Amending Tax Convention with the United 

States Entered into Force 

    https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/

press_release/20190830usa.htm

【上記に関するKPMG Japan tax newsletter （2019 年 8月30日 
発行）】

改正日米租税条約（日本語）

Amended Japan-US Tax Treaty（英語）

2. クロアチアとの租税協定 ― 発効

財務省は8月14日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去

並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和

国との間の協定」（2018年10月19日署名）を発効させるために必要

な相互の通告が8月6日に完了したことを公表しました。これによ

り、本協定は、2019年9月5日から効力を生じ、次のものについて適

用されます。

⃝  課税年度に基づいて課される租税：　2020年1月1日以後に開

始する各課税年度の租税

⃝  課税年度に基づかないで課される租税：　2020年1月1日以後

に課される租税

情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課さ

れる日又はその課税年度にかかわらず、2019年9月5日から適用さ

れます。

日本とクロアチア共和国との間にはこれまで租税協定は存在せ

ず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえて新たに締結

されるものです。本協定は、両国間で生ずる二重課税を除去するた

め、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等

を設けています。また、本協定の締結によって、両国の税務当局間

において、協定の規定に従っていない課税についての協議、租税に

関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。

《財務省プレスリリース》
日本語： クロアチアとの租税協定が発効します
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_

convention/press_release/PAGE000000000000232039.html

英　語： Tax Agreement with Croatia will Enter into Force 

    https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/

press_release/PAGE000000000000232046.html

3. ペルーとの租税条約 ― 実質合意

財務省は9月6日、日本国政府とペルー共和国政府が両国間の租

税条約について実質合意に至ったことを公表しました。

この条約は、今後、両国政府内における必要な手続を経たうえで

署名され、その後、両国における国内手続（日本の場合は国会の承

認を得ることが必要）を経て、発効することとなります。

《財務省プレスリリース》
日本語： ペルーとの租税条約について実質合意に至りました
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_

convention/press_release/190906pr.htm

英　語： Tax Convention with Peru Agreed in Principle

    https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/

press_release/190906pr.htm

4.  ウズベキスタンとの租税条約 ― 改正交渉開始及び実質
合意

財務省は9月9日、日本国政府とウズベキスタン共和国政府が現

行の租税条約（ 所得に対する租税に関する二重課税の回避のため

の日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約、

1986年発効）を改正するための交渉を9月10日より開始することを

公表しましたが、9月20日、実質合意に至ったことを公表しました。

新条約は、今後、両国政府内における必要な手続を経たうえで署

名され、その後、両国における国内手続（日本の場合は国会の承認

を得ることが必要）を経て、発効することとなります。

なお、新条約は、ウズベキスタン共和国以外の国と日本との間で

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190830usa.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190830usa.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/20190830usa.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/20190830usa.htm
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/tax-newsletter-20190830.html
https://home.kpmg/jp/en/home/insights/2019/08/en-tax-newsletter-20190830.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/PAGE000000000000232039.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/PAGE000000000000232039.html
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/PAGE000000000000232046.html
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/PAGE000000000000232046.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/190906pr.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/190906pr.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/190906pr.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/190906pr.htm
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適用されている現行の租税条約に影響することはありません。

《財務省プレスリリース》
日本語： ウズベキスタンとの租税条約の改正交渉を開始します
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_

convention/press_release/190909uzb.htm

    ウズベキスタンとの新租税条約について実質合意に至り

ました
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_

convention/press_release/20190920uzb.htm

英　語：  Negotiations for Tax Convention with Uzbekistan will 

be Initiated

    https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/

press_release/190909uzb.htm

    New Tax Convention with Uzbekistan Agreed in 

Principle

    https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/

press_release/20190920uzb.htm

5. ウルグアイとの租税条約 ― 署名

財務省は9月17日、日本国政府とウルグアイ東方共和国政府との

間で「 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び

租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の

条約」の署名が9月13日に行われたことを公表しました。ウルグア

イ東方共和国との間にはこれまで租税条約は存在せず、本条約は、

両国の経済関係の発展を踏まえて新たに締結されるものです。

本条約は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国におい

て課税することができる所得の範囲を定める規定等を設けていま

す。また、本条約の締結によって、両国の税務当局間において、本

条約の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情

報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。

《財務省プレスリリース》
日本語： ウルグアイとの租税条約が署名されました
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_

convention/press_release/20190917urg.htm

英　語： Tax Convention with Uruguay was Signed

    https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/

press_release/20190917urg.htm

税務コンテンツ
本稿でご紹介したKPMG Japan tax newsletterおよびKPMG 
Japan e-Tax Newsは、以下のウェブサイトからアクセスいた
だけます。
home.kpmg/jp/tax-topics

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG 税理士法人
Info-tax@jp.kpmg.com
担当：大島　秀平、山崎　沙織、風間　綾、内藤　直子

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/190909uzb.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/190909uzb.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190920uzb.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190920uzb.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/190909uzb.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/190909uzb.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/20190920uzb.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/20190920uzb.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190917urg.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190917urg.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/20190917urg.htm
https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_conventions/press_release/20190917urg.htm
http://home.kpmg/jp/tax-topics
mailto:Info-tax@jp.kpmg.com


テクノロジー

© 2019 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.38 KPMG Insight  Vol. 39   Nov. 2019

経営 Topic①

データ利活用　成功の要諦

KPMGジャパン
フィンテック・イノベーション部
シニアマネジャー　宮原　進

データ利活用は生産性の向上や組織の課題解消のため、今や大企業のみならずあら
ゆる組織で実施すべきアクションとして声高に叫ばれています。また、個人から委
託された個人情報の第三者提供をビジネスとする情報銀行など、データ利活用の新
たなビジネスモデルも出現し、今後も新サービスの創出が急速に進むと考えられま
す。近年ではデータ利活用に関する政府機関による法整備も進みつつあり、諸外国
の企業によるデータ利活用の好事例も出始めるなど、大きな潮流となっています。
一方、データ利活用は必要性と機会の両面から重要であると理解しつつも、アクショ
ンがわからない、またはアクションしたけれど効果がなかったという組織も多く見
受けられます。
本稿ではデータ利活用、特に組織間でのデータ連携について事例からの学びを整理
するとともに確実に効果を出すための要諦について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

－  データ利活用において他社にデータを提供する場合、単純なデータ提供に
意味はなく、利用者の目的を理解し利便性を向上させることに加えて、価
値向上を指向することが最も重要である。

－  価値向上の考え方の1つは、利用者の目的である「判断」に近い形でデータ
やサービスを提供することである。データを判断に近づけるためには専門
性が必要であり、これが競争優位性となる。

－  今後、ビジネス環境の変化によりデータ利活用で扱うデータや提供方法は
変化していくことが予想されるが、価値向上がデータ利活用における成功
の要諦であることは変化しない。

宮原　進
みやはら　すすむ
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I .  オープンデータの苦難
1. データ利活用の先駆け：オープンデータ

現在、様々な組織でデータの利活用が検討されており、データ

利活用に取り組むこと自体が成長組織の必要条件といった様相を

呈しています。これは、IoTの普及や組織情報のデジタル化といっ

た世の中の流れに加え、Society 5.0という未来像の提唱や、AIや

5Gへの期待が機運の高まりに拍車をかけているように見受けられ 

ます。

日本においてデータ利活用の大きな流れは2010年以降のもので、

初めは公的機関からの動きでした。中央省庁や地方公共団体が集

めた統計データをオープンデータとして利用することで、行政サー

ビスに新たな価値を生むことができないかという取組みが早くか

らされていました。2012年7月に「電子行政オープンデータ戦略」が

策定され、オープンデータの取組みを推進するための基本原則が定

められました。2013年6月には「電子行政オープンデータ推進のた

めのロードマップ 」にて政府の成長戦略内で世界最高水準の公共

データの公開を打ち出し、ITを利用したイノベーションの創出を狙

う施策を実施しています。2014年10月に各府省の保有データをオー

プンデータとして利用できるポータルサイト「DATA.GO.JP」の運

用が開始されました。地方自治体についても令和2年度までに地方

公共団体のオープンデータ取組み率100％が目標として定められ

ており、都道府県レベルでは2018年3月に目標を達成したものの、

2019年6月時点の市区町村レベルでの取組み率は約33％と進捗が

芳しくない状況です。

海外でも同様に政府主体のオープンデータが実施されています。

アメリカはオバマ政権によって2009年に「透明性」、「国民参加」、

「コラボレーション 」を原則として公開された「 オープンガバメン

ト・イニシアティブ」により、連邦政府ならびに州政府・市等の保

有する多様なデータの公開と共有が進められました。欧州連合は

2011年12月に欧州オープンデータ戦略を発表し、2012年12月には

EUオープンデータ・ポータルを開設しています。

2009年から2012年にかけて、20ヵ国以上の政府でオープンデー

タサイトが立ち上がっています。

2. 失敗からの学び

このように、世界中で実施されている公的機関のオープンデータ

の取組みですが、日本においてこれらのデータを利用した企業活動

は公共的な一部の事例を除くと目立った効果はいまだ出ておらず、

諸外国に比べると苦戦しているというのが現状です。

日本のオープンデータの課題としては、データの権利やシステ

ムの維持費などがあげられることが多いのですが、根幹の課題は

データの集積・展開において提供側が利用者の目的を指向してい

ないことにあると考えられます。内閣官房が実施している「地方公

共団体へのオープンデータの取組に関するアンケート」にて、利用

者が持つ課題として “効果・メリット・ニーズが不明確”という回答

が首位であったことからも、利用者側がオープンデータの取扱いに

困惑していることが見て取れます。

ここからの学びは、「利用者の目的を考えよ」です。

II.  APIエコノミーの明暗

1. 拡大するAPIエコノミー

政府の取組みのみならず、企業の取組みとしても企業間での

データの連携・提供が盛んになっています。しかし、企業が政府の

ようなオープンデータとして他社と情報共有することは競争性か

ら難しいため、API連携という形で実施されています。

これまでのように、情報所有企業が直接ユーザに情報やサービ

スを提供するのではなく、APIを使用し複数組織が連携し1社では

提供できない情報群をバンドルすることで、高付加価値化してエン

ドユーザに届けることが可能となりました。このAPI連携により生

まれる商圏がAPIエコノミーであり、全世界で200兆円を超えると

言われる経済効果は、巨大IT企業が牽引することで規模拡大すると

ともに、サービスの多様化が進んでいきました。企業サイトに埋め

込まれた他社の地図表示サービスやSNSのアカウントを利用した

会員サイトの認証サービスのように、多くの人が日常的に使用して

いる機能の存在からも、生活に深く浸透していることが認識できま

す。各事業者は自社のコア技術に注力し、それ以外の部分はAPIで

調達することでサービス開発のスピードを加速させることや、自社

のサービスをAPI公開することでオープンイノベーションの促進や

既存ビジネスの拡大を狙うなど、1社では提供できないサービスを

実現できることがAPIエコノミーの最大の利点であり、エコノミー

を拡大するエンジンとなりました。

2. 成否の分かれ目

拡大著しく良い点のみが取り沙汰されるAPIエコノミーですが、

日本における認知度・API公開状況は諸外国の企業に比べて非常に

低いです。2018年に行われた総務省の調べでは今後API公開を計

画・検討している企業の割合がアメリカやドイツでは半数程である

ことに対し、日本では10％程度に留まっています（図表1参照）。

この状況は、日本企業のITリテラシーが低いこともさることなが

ら、自社のデータやサービスを収益化、言い換えれば価値を高めて

売り物にするというアクションが苦手ということに起因すると考え

ます。海外の成功事例の多くは、自社の持つデータをそのまま提供

するのではなく、企業の持つノウハウを生かしてサービスとして提



経
営

経営 Topic①
テクノロジー

© 2019 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.40 KPMG Insight  Vol. 39   Nov. 2019

供するなど付加価値を付けることで競合優位性を見事に獲得して

います。

ここからの学びは、「データの価値を高め他社にはないサービス

として提供せよ」となります。

III.   新たなデータ利活用 
パーソナルデータ

2011年の世界経済フォーラム内のレポートにおける「パーソナル

データは、インターネットにおける新しい石油」という表現が示すよ

うに、データ利活用の中でもパーソナルデータには特に熱視線が向

けられてきました。最近では、パーソナルデータの中でもさらに個

人を特定し得る情報である「個人情報」を扱う情報銀行という新し

いビジネスモデルも出現し、これまで以上にデータに対するビジネ

ス機会の発掘の熱が帯びてきています。

海外に目を向ければ、イギリスでは2011年から官民共同プロジェ

クトとして、消費者自身が企業の保有する自分の個人データにアク

セス・利用可能とすることで、データに基づいたより良い意思決定

や行動に役立てることを目的とした「midata」を開始しています。

また、中国では個人情報を基にした信用スコアリングが広く展開

されており、Alipay（アリペイ）付帯機能として2015年に開始された

芝麻（ゴマ）信用が特に大きな規模を誇っています。個人の信用力

は学歴や職業、支払いの能力、SNSなどでの交流関係等、5つの要

素でスコアリングされ、スコアの値によって個人が受けられるサー

ビスも変わってくるなど、パーソナルデータが直接的に個人への便

益に紐付いています。このサービスの特徴は、自社でデータ保持や

データ分析をしてなくても、個人の信用の程度を取得できるという

使い勝手の良さにあります。

日本においても、個人情報を利用した情報銀行ビジネスに注目

が集まっています。情報銀行に参入を表明している企業は2019年9

月時点で19社、中でも既に開業を宣言している企業は4社存在しま

す。今後も参入企業は増えてくるでしょう。また、一口に情報銀行

といっても扱うデータは企業ごとに様々で、また、どのようなサー

ビスを展開するかも企業によって異なります。情報銀行においては

現時点ではどの企業も手探り状況にあると言えるでしょう。

また、パーソナルデータおよび個人情報の利活用に関する法規制

も進みつつあります。日本国内においては、個人情報保護法が2017

年5月に改正され、個人情報の定義の明確化や、漏洩した個人情報

のトレーサビリティの確保等規制を強化するとともに、個人情報を

加工して誰の情報かわからないようにすれば、本人の同意がなく

ても外部に提供できるようになるなどの規制緩和を行い、個人情

報の利活用を促進する動きとなっています。また、欧州連合では、

2016年4月一般データ保護規則（GDPR）によりデータの主体の基

本的権利の保護が打ちだされ、2018年5月から実施されています。

それまで各国間で差異のあったパーソナルデータの規制を統一し

プライバシー保護強化と利用に関するルール整備、制裁の強化に

よる法令遵守と適正管理が図られています。

パーソナルデータにかかわるビジネスは法規制を追い風にしつ

つ今後規模拡大することは想像に難くない状況です。

IV.  成功の要諦　価値向上

これまでの事例より、データ利活用の成功の要諦は「目的理解 」

「価値向上」「高い利便性」にあることがわかります。特に価値向上は

実現化が難しく、優位性を発揮する点で最重要と考えます。

● 価値向上の考え方

実際に企業がデータを使用する際はデータ自体は手段であり、

目的は別にあります。社員の勤怠情報を取得する目的は生産性の向

上や職場環境の改善であり、消費者の購買データを取得する目的

|図表1　国別APIの認知・公開状況

既に公開している

出典：総務省 平成30年版 情報通信白書

今後公開することを計画している

公開について検討している

公開は予定していない

API化するような、自社で開発・運用しているサービスがない

APIについて知らない、わからない
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は販売戦略の立案です。データ利活用の際に情報を他社に提供す

る場合も同じ観点で考えられます。データを受領する企業もデータ

自体が欲しいわけではなく、その先の何かのための手段としてデー

タを取得しています。この因果を真に理解し実現できるかがデータ

利活用の成否を分けることになります。

料理に例えるならば、肉を買いに来る客で肉を買うこと自体が最

終目的な人は誰もいません。客の目的は美味しい料理を食べるこ

とにあります。この客に対し、どのようにでも扱えるようにと、牛

一頭丸ごと売ったところで客はどうすることもできません。日本の

オープンデータ施策が陥った穴はまさにこれと同じです。そこで精

肉店が肉を切り分け加工することで、美味しい料理という客の目的

に近い形で肉の提供を行います。場合によっては、調理まで担うこ

とで、生肉に比べ高い価格で客に販売することができます。客の目

的を捉え、自らの専門性を組み合わせることで、提供するサービス

の価値を向上させるとともに、客にとって使いやすいサービスとし

ています。

データ利活用の場合もこれと同じです。データに付加価値をつ

けずに価値の低い状態で提供しても、受け取った側にとっては利

用する意味がありません。利用者がどのような目的でデータを利用

したいかをしっかり把握し、より価値の高いサービスにまで昇華さ

せる必要があるのです。

データ価値化の手法の1つとしては、提供するデータを利用者の

「判断」に近いところまで持っていくことが考えられます。データを

使用したプロセスにおいて、収集したデータを「選択」した後に「加

工・結合・変換」を経て「解釈」し「判断」に至ります。この過程をど

こまで提供側で実施するかがデータ利活用における重要な戦略と

なります。判断により近いところまで実施するためには高い専門性

を要するため、競争優位性を発揮することができる反面、データや

サービスの用途を限定するため汎用性を失います。また、そもそも

の専門性において利用者よりも高いレベルにあることが価値向上

を成立させる前提となります。データをどのような形で提供するか

は、状況を把握したうえでの的確な判断が重要となります（図表2

参照）。

また、価値を提供する領域についても注意が必要で、価値が

データ利用企業の競争領域に入っている場合は利用されません。

こちらも、例えると、手間を省きたいと思っている一般家庭であれ

ば買ってくれる料理も、料理の腕によって価値を出している料理人

では買ってくれないということです。提供するデータやサービスは

利用者にとってどのような位置付けのものなのか正確に捉えるこ

とも重要となります。

V.  終わりに

データ利活用ビジネスは数多くの企業が取り組んではいるもの

の、その実まだ黎明期にあります。今後はビジネス環境がさらに複

雑化し、これまでは対象となり得なかった情報が利活用の対象と

なり、新しいテクノロジーにより新たな連携の方法が登場すること

が予想されます。

どのようなデータがどのような方法で扱われるにしても、利用者

の目的に則した使い勝手の良いサービスを提供することが、変わっ

ていくデータ利活用の環境において変えてはいけない理念であり、

データの価値向上が成功の要諦であると考えます。本稿が今後の

データ利活用の取組みにおける成功の一助となれば幸いです。

|図表2　データ・サービスの価値向上
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ガバナンス・リスク
経営 Topic②

IIRC Corporate Reporting Dialogue
~Driving Alignment in Climate-related Reporting -Year One of the Better Alignment Projectの概要

KPMGジャパン
統合報告センター・オブ・エクセレンス（CoE）
パートナー　高橋　範江

より統合され、比較可能な企業報告を支援する目的で、国際統合報告評議会（以
下「 IIRC」という）によって設立されたCorporate Reporting Dialogue（以下
「CRD」）は、2018年11月より2年間にわたるプロジェクト（以下「Better Alignment 

Project」、もしくは、「当プロジェクト」という）を開始しました。当プロジェクトで
は、1年ごとに報告書を発行することとしており、「Driving Alignment in Climate-

related Reporting -Year One of the Better Alignment Project」1が本年9月24日
に公表されました（以下「1年目の報告書」という）。当プロジェクトの1年目の報告書
では、気候変動に関する開示に焦点をあて、CRDに参画している非財務情報の基準
設定団体であるCDP、CDSB、GRI、IIRCとSASB（以下「当プロジェクト参画組織」
という）が公表している各基準もしくはフレームワーク（以下「基準等」という）を、
気候関連財務情報開示タスクフォース（以下「TCFD」という）の原則、推奨される
開示内容および指標例とマッピングをしています。また、オンライン・コンサルテー
ションの結果、ならびに、東京を含む世界の12都市でのラウンドテーブルで議論さ
れた内容も1年目の報告書の中に盛り込まれています。
本稿は、「Driving Alignment in Climate-related Reporting -Year One of the 

Better Alignment Project」について解説します。なお、本文中の意見に関する部分
については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

 

【ポイント】

当プロジェクト参画組織の基準等は、TCFDの原則、推奨される開示内容、お
よび、指標例と比較をした結果、以下の点において、強い整合性が見られた。

 • TCFDの「効果的な開示のための7つの原則」は、当プロジェクト参画組
織の基準等と親和性があり、相互補完的であり、矛盾するところがない

 • TCFDの推奨される開示内容11項目は、当プロジェクト参画組織の基準
等との整合性があり、包括的なものとなっている

 • TCFDの指標例とCDP、GRI、およびSASB基準等の指標は高い整合性が
あり、TCFDの50項目の指標例の70％とほぼ同様である。また、残りの
15指標についても、その乖離は限定的なものである

 • TCFDの50項目の指標例の80%は、CDP、GRIおよびSASBで提示され
ている指標により概ねカバーされている

高橋　範江
たかはし　のりえ

1  「Driving Alignment in Climate-related Reporting -Year One of the Better Alignment Project」 
https://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2019/09/CRD-Final-proof-of-
BAP-Report-24Sep19.pdf

https://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2019/09/CRD-Final-proof-of-BAP-Report-24Sep19.pdf
https://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2019/09/CRD-Final-proof-of-BAP-Report-24Sep19.pdf
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I.   IIRC Corporate Reporting 
Dialogue Better Alignment 
Projectの背景

我が国においてのみならず、世界においても統合報告に関する

注目が集まっており、各国の実情も踏まえ、資本市場や社会のニー

ズに応えるために、より効果的な企業報告を実践する工夫が続け

られています。

その背景の中で、より統合され、比較可能な企業報告を支援する

目的で、国際統合報告評議会（以下「IIRC」という）によって設立さ

れたCorporate Reporting Dialogue（以下「CRD」という）は、2018

年11月に、2年間にわたるプロジェクト（以下「Better Alignment 

Project」もしくは「当プロジェクト」という）を開始しました。

CRDは5年前の2014年に設立され、IIRCのリーダーシップのも

と、世界を代表する基準設定団体であるCDP、CDSB、GRI、IASB、

ISO、SASBによって構成され、オブザーバーとしてFASBも関与し

ています。これらの基準設定団体は、各々の目的に応じて、財務・

非財務情報に関する開示を設定しています。しかしながら、同じ開

示事項を異なる視点から要求しているため、報告書の作成企業や、

読み手である機関投資家に混乱等をもたらしており、それは特に非

財務情報の開示要件において顕著でした。

Better Alignment Projectの目的の1つは、CRDを構成する各基

準設定団体の基準やフレームワーク（以下「基準等」という）の開示

要求事項の類似点と相違点を整理し、これらの混乱を低減するこ

とです。この取組みを通じて、基準等の間で、類似の開示要件につ

いて、その目的が一致しているものと、異なるものが明確に特定さ

れていきます。その後、前者であれば、無駄となる重複をなくし、

より整合性のある開示を目指して、基準設定団体ごとに開示要件の

改良の検討が可能となります。一方で、後者については、開示要件

の変更は不要となり、企業も機関投資家も、基準ごとの開示要件が

意図する目的をより明確にすることができます。

2年間にわたる当プロジェクトでは、1年ごとに報告書が発行さ

れ、その1年目の報告書（「Driving Alignment in Climate-related 

Reporting -Year One of the Better Alignment Project」、以下「1

年目の報告書」という）が2019年9月23、24日に米国ニューヨーク

州にて開催された世界経済フォーラムSustainable Development 

Impact Summitで公表されました。資本市場からの関心の高さを

鑑みて、当プロジェクトの1年目の報告書では、気候変動に関する

開示に焦点をあて、CRDに参画している非財務情報の基準設定団

体であるCDP、CDSB、GRI、IIRCとSASB（以下「当プロジェクト参

画組織」という）が公表している各基準等を、気候関連財務情報開

示タスクフォース（以下「TCFD」という）の原則、推奨される開示内

容および指標例（illustrative example metrics）とマッピングをして

います。

また、2019年3月20日より5月1日までのオンライン・コンサル

テーションの結果、ならびに、東京を含む世界の12都市でのラウン

ドテーブルで議論された内容も本報告書の中に盛り込まれていま

す。ラウンドテーブルでは、報告書作成企業、機関投資家、監査法

人等が参加し、非財務情報（とりわけESG情報 ）に関する課題や、

TCFDの提言に基づいたレポーティングに関する課題などが議論

されました。また、Better Alignment Projectの2年目、そして今後

CRDに期待している事項についても意見が交わされました。

当プロジェクトの1年目の報告書は、本編とAnnexにより構成さ

れています。本稿では、本編のうち、①当プロジェクトの参画組織

の基準等をTCFDの原則、推奨される開示内容、指標例とマッピン

グをした結果について、②オンライン・コンサルテーションとラウ

ンドテーブルで指摘・議論された結果について、ならびに、③当プ

ロジェクト1年目における気付き事項と今後の要検討事項について

述べていきます。

II.   TCFDの原則、推奨される開示 
内容、指標例とマッピングを 
した結果について

「当プロジェクト参画組織」が公表している各基準と、TCFDの原

則、推奨される開示内容、および、指標例と比較をした結果、以下

のとおり、強い整合性が見られました。

⃝  TCFDの「効果的な開示のための7つの原則」は、当プロジェク

ト参画組織の基準等と親和性があり、相互補完的であり、矛

盾するところがない

⃝  TCFDの推奨される開示内容11項目は、当プロジェクト参画組

織の基準等と整合性があり、包括的なものとなっている

⃝  TCFDの指標例とCDP、GRI、およびSASB基準等の指標は高

い整合性があり、TCFDの50 項目の指標例の70％とほぼ同様

である。また、残りの15指標についても、その乖離は限定的な

ものである

⃝  TCFDの50項目の指標例の80%は、CDP、GRIおよびSASBで

提示されている指標により概ねカバーされている

さらに、当プロジェクト参画組織それぞれの基準等の間にも強い

整合性が見られたことが判明しました。

① 効果的な開示のための7つの原則との比較について
各プロジェクト参画組織は、TCFDの7つの原則と、自らの基準等

の原則を比較し、その整合性、網羅性や相違点を特定したうえで、

5段階評価を実施しました。当該自己評価は、その後、当プロジェ 

クトのリーダーによって、正確性と一貫性の観点から確認がなさ

れ、最終的には当プロジェクト参画組織のテクニカルチーム全員

が、当プロジェクト参画組織の基準等の原則の主要な要素とTCFD

の原則を照らし合わせ、全体的な整合性に関する判断をしました。



経
営

ガバナンス・リスク
経営 Topic②

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 44 KPMG Insight  Vol. 39   Nov. 2019

TCFDは、もともと、「他の主要な基準やフレームワークの原則に

概ね整合するように 」、との方針のもとで検討されたものなので、

マッピングをした結果、TCFDの原則と、当プロジェクト参画組織

の基準等の原則に、全般的な整合性が確認された点については、驚

くことではないかもしれません。

マッピングの結果、当プロジェクト参画組織の基準等の原則に

ついても、TCFDの原則と同様に、網羅的でバランスがとれており、

比較かつ検証が可能な情報の年次での提供を求めており、各基準

等との間での矛盾は見いだせませんでした。しかし、（i）用語の整合

性、（ii）より明示的な伝達方法、（iii）細かな箇所における微修正の3

点については、改善の余地が明確となりました。今後、当プロジェ

クト参画組織間でこのことについて協調し改善することは、報告書

作成者と利用者双方の便益となることでしょう。

② 推奨される開示内容との比較について
当プロジェクト参画組織は、みずからの基準等の内容要素と、

TCFDの開示内容11項目とマッピングをし、みずからの基準等でカ

バーされていない項目や異なる点の有無について検討しました。そ

の後、整合している点において、その度合いを5段階評価し、最終

的にプロジェクトリーダーが評価の正確性と一貫性について確認

をしました。

推奨される開示内容11項目は（i）ガバナンス、（ii）戦略、（iii）リスク

管理、（ iv）指標と目標、の4つの提言をカバーするもので、マッピン

グの結果、当プロジェクト参画組織の基準等のどれか1つによって、

すべての開示内容11項目が満たされることが判明しました。つま

り、この点でも当プロジェクト参画組織の基準等は、TCFDの開示

内容との補完的な関係が明らかになったのです。さらに、参考とし

て、各参画組織の類似点と相違点に関する概要についても、1年目

の報告書の21ページでコンパクトに示し、詳細はAnnex2として提

供されています。このマッピングにより、報告書作成企業は、TCFD

の開示内容を報告する際に、どのように当プロジェクト参画組織の

基準等を組み合わせて利用できるのかを容易に理解できることで

しょう。

マッピングの結果、TCFDの推奨する開示内容との整合が最も見

られなかったのは、シナリオ分析を用いた組織の戦略のレジリアン

スに関する開示項目でした。シナリオ分析は比較的新しい技法であ

るために、当プロジェクト参画組織の基準等の開示項目に含まれて

いないのかもしれません。しかしながら、CDPとCDSBにおいては、

戦略のレジリアンスを開示項目として求めており、TCFDの戦略に

関する開示内容（c）と整合し、SASBでもシナリオ分析に関する指

標への言及があります。今後の検討課題の1つに、シナリオ分析に

関する統一的なガイダンスの策定も考えられます。

③ 指標例との比較について
当プロジェクト参画組織のうち、指標について包括的な言及が

なされているCDP、GRIとSASBは（以下「3つの参画組織」という）、

TCFDの50項目の指標例について、みずからの基準等の指標の中で

最も適合した指標を選定し、TCFDの指標例との整合について5段

階で評価をしました。その後、当該3つの参画組織は、TCFDのすべ

ての指標例について、互いの指標との整合性を調査し、以下の方法

で評価を行いました。

（1）  基準等の最も適合する指標はTCFDの指標と整合しており、

1つの基準等に従っていれば、その他の基準もしくはフレーム

ワークも満たすことができる

（ 2）  基準等の最も適合する指標はTCFDの指標と完全には整合し

ておらず、軽微な差がある

（3）  基準等の最も適合する指標はTCFDの指標と大きく異なる

調査の結果、全般的に3つの参画組織の指標とTCFDの指標例に

は高いレベルの整合性が見られ、TCFDの指標例の80%を完全にも

しくは概ねカバーしていることが分かりました（1年目の報告書の

24ページとAnnex 3を参照）。TCFDの50項目の指標例のうち、15

項目では、3つの参画組織の指標と大きく異なることが明らかとな

りましたが、その主な理由は、産業区分の違いや開示する指標に対

するアプローチに関する違いなどでした。

3つの参画組織は、今後の互いの指標の異なる点を分析し、それ

ぞれの異なる視点・対象・ガバナンスを考慮に入れながら、可能な

範囲で、より互いの基準等を整合させる方向へと検討していくこと

が期待されています。

III.    オンライン・コンサルテーション
とラウンドテーブルで指摘・議
論された結果について

2019年3月21日から5月1日まで実施されたオンライン・コンサル

テーションおよび2019年4月から6月まで12都市で実施されたラウ

ンドテーブルの結果、主に以下のことが判明しました。

1つは、報告書作成企業の習熟度が必ずしも一律ではないため、

異なる基準等の目的やその親和性、また、効果的な企業報告をする

際に、異なる基準等をどのように補完的に利用すべきなのかについ

て、数多くある基準等の存在に混乱とフラストレーションがあるこ

とが改めて浮き彫りになりました。また、TCFDの提言事項につい

て報告をする際にも、当プロジェクト参画組織の基準等をいかに補

完的に利用すべきかについても、報告書作成者の立場から見て、不

明確であることもわかってきました。

報告書利用者からは、用語の定義や指標の算定方法が異なるた

めに混乱が生じやすいとの指摘がなされ、異なる基準等の整合が

進めば、より適切な投資判断に繋がるとの意見もありました。

報告書作成者と利用者の両方からは、ESG情報と財務情報の関

連付けが不十分であるとの指摘があり、TCFDの推奨する開示内容
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企業と資本市場とのより良いコミュニケーション実現に資す
ることを目的としています。
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統合報告センター・オブ・エクセレンス（CoE）
TEL：03-3548-5106（代表電話）
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に含まれるシナリオ分析に関する追加ガイダンスの要望等があり

ました。オンライン・コンサルテーションとラウンドテーブルで言

及された主な項目と、それに対する当プロジェクト参画組織からの

反応については、1年目の報告書のAnnex1をご参照ください。

なお、オンライン・コンサルテーションとラウンドテーブルのコ

メントは、限定された回答先からのものであるため、有用ではある

ものの、報告書作成者と利用者の全体を代表するものではないこ

とを補足いたします。

IV.   当プロジェクト 1 年目における
気づき事項と今後の要検討事項
について

当プロジェクト1年目の作業を通じ、参画組織の互いの基準等の

間のみならず、TCFDの提言とも高い整合性があることが確認され

ました。同時に、気候変動情報に代表されるESG情報のより良い報

告の促進に向けて実施すべきことも明確になりました。そこで、当

プロジェクト参画組織は、以下の3領域について今後、注力してい

くことを決定しました。

① タクソノミーの策定
当プロジェクト参画組織の基準等の用語や算定技法に関する類

似点と関連性に関して、さらなる説明と理解の必要性が確認され

たことを受け、これを明確化するタクソノミーの策定を優先事項と

することが決定されました。ただし、スコーピング、必要なリソー

ス、報告物、プロジェクト計画等についての具体化が必要となり 

ます。

② オンラインのインタラクティブなツールの構築
当プロジェクト参画組織の基準等の内容と共通性への理解を促

進する目的で、上述のタクソノミーに基づいて、オンラインのイン

タラクティブなツールの構築を2つ目の優先事項とすることが決定

されました。ただし、①と同様に、スコーピング、必要なリソース、

プロジェクト計画等について、具体化が必要となります。

③ テクニカルフォーラム
当プロジェクトを遂行するにあたり、参画組織すべてが集まり

意見交換をすることの有用性がさらに明確になりました。そのた

め、今後とも参画組織の基準等の整合性、比較可能性、一貫性や包

括性をさらに高めるために、継続的な意見交換を行うことになりま 

した。

V. おわりに
Better Alignment Projectの1年目の作業によって、当プロジェク

ト参画組織の互いの基準等の間のみならず、当プロジェクト参画組

織の基準等とTCFDの提言との高い整合性が確認されました。それ

により、多くの報告書作成企業にとり、ESG情報（とりわけ気候変

動情報）開示に関する混乱が軽減され、当プロジェクト参画組織の

基準等の関連性がより整理されたことでしょう。当プロジェクトの

2年目においては、より広い視点からESG指標のマッピングが計画

されており、1年目の作業結果を踏まえて、CRDで具体的に検討が

なされています。より良い企業報告を目指して、今後とも主要基準

設定組織、報告書作成企業、報告書利用者が意見交換を継続する

ことに多くの意義があると考えます。
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TCFD：気候関連リスク開示の現状と課題
～ TCFD ステータスレポート第 2 弾を踏まえて～

KPMGジャパン　
コーポレートガバナンス センター・オブ・エクセレンス（CoE）
TCFDグループ
テクニカルディレクター　加藤　俊治

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）が2017年6月に最終報告書を提出し
てから2年以上が経過しました。その間にTCFDは気候関連リスクの開示に関する現
状報告をステータスレポートという形で公表しています。
本稿では、TCFDの背景と我が国の施策、最終報告書の提言内容から最新のステータ
スレポートで明らかになった開示の現状と課題について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

－  金融危機以降、長期的な視点での投融資が拡大した。長期の投融資に関す
るリスクのうち最も重要な気候関連リスクを適切に把握することは、投
融資、保険引受などの金融業務の前提と考えられたことから、FSBによっ
てTCFDが設立され、TCFDが気候関連リスクに関する開示の枠組を公表 
した。

－  我が国でも「 パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略 」（ 以下、「 パリ
協定長期戦略」という）が閣議決定され、気候関連リスクの開示はグリーン
ファイナンス推進のための重要な要素となっている。

－  TCFDによるステータスレポート第2 弾は、現状の開示実務と今後の課題
を明示しており、気候関連リスクに関する充実した開示に向けた指針を提
供している。

加藤　俊治
かとう　しゅんじ
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I .  TCFD設立の背景と我が国の施策
1. TCFD設立の背景

気候関連リスクに関する報道が最近増加してきており、社会の

関心も高まっています。

世界経済フォーラム（WEF）は、毎年ダボス会議に合わせて発

生の可能性が高いグローバルリスクの上位5位を公表しています

が、2011年以降環境問題に関連したリスクが上位を占めることが

多くなり、2019年では1位が異常気象、2位が気候変動の緩和や適

応への失敗、3位が自然災害と気候関連の環境問題が上位3位まで

を独占するに至りました。この間、気候関連財務情報に関する情

報開示への要請が高まり、G20財務大臣および中央銀行総裁の指

示によって金融安定理事会（FSB）は2015年12月に「気候関連財務

情報開示タスクフォース（TCFD : Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures）」を設置し、2017年6月に最終報告書（以下、

「TCFD提言」という）を公表しました。そこで勧告された情報開示フ

レームワークは、金融セクターおよび非金融セクターが任意で実

施するものとなっています。

金融危機以降、長期的な視点での投融資を進める方向で経営を

進めてきた銀行、保険会社、年金基金等の金融セクターにとって、

長期の投融資に関するリスクのうち最も重要な気候関連リスクを

適切に把握することは、投融資、保険引受などの金融業務の前提

と考えられました。気候関連リスクが顕在化することで、投融資先

の企業が保有する技術や資産の価値が著しく低下したり、毀損し

たりすることで不測の損害を金融機関等が被る場合には、金融シ

ステムの安定が阻害されることにも繋がります。これを回避するに

は、非金融セクターの企業に十分な気候関連リスクの開示を促す

必要がありました。そこで、こうした開示実務を推進すべくFSBに

よってTCFDが設立されたのです。

2. TCFDに関する我が国の施策

我が国でも2019年6月に「パリ協定1に基づく成長戦略としての

長期戦略」（以下、「パリ協定長期戦略」という）が閣議決定されてい

ます。そこでは脱炭素社会を最終到達点として掲げる我が国の長

期的なビジョンとして、2050年までに80％の温室効果ガスの排出

削減を長期的目標としています。そのためには非連続なイノベー

ションを通じた環境と成長の好循環を実現することが必要である

ことから、イノベーションと気候変動対策に必要な投融資の資金を

確保する仕組みとしてグリーンファイナンスの推進が掲げられて

います。

グリーンファイナンスを推進するに際して、気候関連リスクの

ディスクロージャーは資金提供者にとって重要であり、TCFD提言

の枠組はその情報開示の中心的位置付けになるものとして考えら

れています。具体的な施策としては、「気候関連財務情報開示に関

するガイダンス（TCFDガイダンス）」（2018年12月経済産業省）の内

容の拡充、2019年5月に設立された「TCFDコンソーシアム」を通じ

た事業会社と金融機関等とのプロアクティブな対話を通じた環境

と成長の好循環を実現するための今後の方向性等に関する議論に

基づく先進的なディスクロージャー実務の醸成、気候変動関連情

報を投資家、格付機関等が活用するためのガイダンス（グリーン投

資に関するガイダンス）の策定などが提示されています。

II.  TCFD提言の概要

1. 開示スコープ：気候関連リスクと機会

開示されるリスクは、①低炭素経済への移行に関するリスク（移

行リスク）と②気候変動の物理的影響に関するリスク（物理的リス

ク）の2種類です。前者は低炭素社会への移行を通じて生じる技術

革新、イノベーション、法令等の改正などによって生じる企業が保

有する事業・技術・資産などが廃止・陳腐化・毀損・減価する等の

リスク、後者は台風等の風水害、温暖化による海面上昇などによっ

て生じる事業・サプライチェーン等に与える損害などを指します。

気候関連はリスクとなる一方で、新市場の開拓、新サービスの提

供などのビジネス機会も発生させるものであり、この機会も開示対

象となります。

2. TCFD提言による開示の概要

TCFD提言では、気候関連リスクに係る①ガバナンス、②戦略、

③リスク管理、④指標と目標を開示項目と位置付けています。

これらの項目は年次財務報告書（例：有価証券報告書等）におい

て開示することが推奨されており、4項目のうち①ガバナンスと③

リスク管理はすべての企業が開示すべきとされています。それはほ

とんどの産業が気候変動の影響を受けると考えられるからです。

残りの2項目は気候関連情報の重要性が高い場合には年次財務

報告書で開示することが望ましいとされていますが、重要性がな

いために年次財務報告書に含まれていない場合であって、企業が

エネルギー、運輸、素材・建築など特定の産業に属しており、年間

売上が一定の値を超えるときは、その他の報告書（例：統合報告書

等）で開示することを推奨しています。

TCFD提言に基づく開示の概要は、図表1のとおりです。

1  パリ協定長期戦略によれば、パリ協定の掲げる目標は、「世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも2℃高い水準を十分下回るものに抑えるとともに、
1.5℃高い水準までに制限するための努力を継続すること」とされている。
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III.  TCFDステータスレポート第2弾

1. 総論：主な発見事項

TCFDは、気候関連リスクに関する各企業の開示状況に関するス

テータスレポートの第2弾（以下、「TCFDレポート」という）を2019

年6月に公表しています。

その冒頭で、主な発見事項として以下の4点を挙げています。

「気候関連財務情報の開示は増加し、品質は改善しているが、
投資家にとってはまだ十分とは言えない。」

開示企業が増加し、開示内容の品質も改善しているものの、温暖

化のスピードを考えると、より多くの企業が気候変動の潜在的なイ

ンパクトを検討し、重要な発見事項を開示する必要があるとされて

います。

「気候関連リスクの潜在的な財務インパクトに関する明確な
記載が必要だ。」

潜在的な財務インパクトに関する開示情報は、開示情報利用者

の財務的意思決定に重要であり、明確な情報提供が望まれるとし

ています。

「シナリオを利用している企業のうちの多くは、戦略のレジ
リエンスについて開示していない。」

サーベイ回答企業のうち5社中3社は気候関連リスクが重要であ

るとしてシナリオ分析を行い、自社の戦略のレジリエンスを評価し

ようとしていますが、レジリエンスに関する情報開示はなされてい

ません。このことは重要な開示上のギャップであると考えられてい

ます。しかし、TCFDが開示企業等とのディスカッションを通じて

把握した状況、つまりシナリオ分析はまだ時期尚早であり、気候関

連シナリオをどのように企業の戦略策定プロセスに統合していく

のかについてこれから深化させる段階にあるという企業側の状況

とは、整合すると認識されています。

「関連部門を気候関連問題解決のために巻き込む必要がある。」
TCFD提言を実施するに際して、サステナビリティ等に関する機

能は重要な役割を果たしていますが、リスク管理、財務、執行サイ

ドの経営陣などによる貢献も増加しています。TCFDは、気候関連

問題を取り込んでいくのには、リスク管理部門、財務部門の果たす

役割が重要であると認識しています。

2. 各論A：TCFD提言に基づく全体の開示状況

TCFDレポートでは、2016年から2018年までのTCFD提言に関す

る開示状況（％）を公表しています。

上記図表1の11項目に関する開示状況（％）および2016年から

2018年までの改善割合（％）は図表2のとおりです。

上記のようにすべての項目で開示状況は改善していますが、戦

略に関する項目cシナリオ分析とレジリエンスは、開示状況が他の

項目と比較して低くなっています。

 I 図表2　TCFD提言の開示状況と改善割合

TCFD提言による開示項目 2016年 
（％）

2018年 
（％）

改善割合
（％）

ガバナンス
a 取締役会の監視 23 31 8

b 経営陣の役割 24 31 7

戦略

a リスクと機会 35 45 10

bインパクト 37 47 10

c  シナリオ分析と 
レジリエンス 6 9 3

リスク管理

a 識別と評価 24 32 8

b  リスク管理プロセス 25 31 6

c  リスク管理の統合 11 17 6

指標と目標

a 指標 37 46 9

b GHG排出量 29 33 4

c 目標 32 39 7

（出典）  2019 Status Report “Task Force on Climate-related Financial Disclosures : Status 
Report” を参考に筆者作成

 I 図表1　 TCFD提言に基づく開示の概要

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

リスク 〇 〇 〇 〇

機会 〇 〇 × 〇

a 取締役会の 
監視体制

短中長期の 
リスクと機会

識別・ 
評価プロセス

評価指標

b 評価等の 
経営陣の 
役割

戦略・財務 
計画への影響

管理プロセス スコープ1、2、 
3排出量（注）
と関連リスク

c 該当なし シナリオ分析と
レジリエンス

全社的リスク
管理との統合

目標と達成度

（注）  スコープ 1 は GHG（温室効果ガス）のその企業による直接的排出量、スコープ 2 は
その企業が購入した電力、熱等の消費による間接的な GHG 排出量、スコープ 3 は企
業のバリューチェーンの中で生じる間接的 GHG 排出量であってスコープ 2 を除いた
ものを指す。

（出典）  2019 Status Report “Task Force on Climate-related Financial Disclosures : Status 
Report” を参考に筆者作成
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今回のTCFDレポートの8つの産業区分に従って当該項目の開示

状況と改善度合いを見てみると次のようになります（図表3参照）。

シナリオ分析の活用が進まない状況について、TCFDレポートは

以下の4点を今後の課題として認識しています。

✓	 	シナリオ分析を裏付ける適当な粒度を有する事業に関連した

データやツールが不足している。

✓	 	事業を中心に据えたシナリオ、気候関連シナリオを事業と関連

付けるようなシナリオを特定することが難しい。

✓	 	事業と財務に関する気候関連リスクと機会を計量化すること

が難しい。

✓	 	戦略のレジリエンスをどのように描くのかが難しい。

一方で、TCFD提言では、シナリオ分析に関する経験値が高くな

い企業に対しては、定性的なアプローチを認めるなどの記載もあ

り、初期段階において高度な定量的シナリオ分析が必須であると

は想定されていません。

3. TCFDによる開示に関する評価と課題

TCFDレポートは実施したサーベイに基づいて作成されていま

す。サーベイの結果に関するTCFDの評価と今後の課題認識は以下

のとおりです。

（1） 評価すべき点
✓	 	サーベイに回答した開示者側の 9 1％が完全または部分的に

TCFD提言を実行することを決定しており、 そのうちの7％が

TCFD提言に基づく開示を完了、9％が1年以内に完了、58％が

2、3年以内に完了、21％が3年超後に完了見込と回答している。

✓	 	サーベイに回答した開示情報利用者の76％が気候関連情報を

意思決定プロセスに統合している。

✓	 	サーベイに回答した開示情報利用者等の8 5％が情報の入手可

能性が改善され、75％が開示の質が改善したとしている。

（2） 今後の課題
✓	 	サーベイに回答した開示者側のほぼ半数がシナリオ分析には

ビジネス上の極秘情報を含めなくてならないことが難点である

と回答している。

✓	 	サーベイに回答した開示情報利用者は比較可能性の観点か

ら、開示者側は開示の困難性低減の観点から、指標と目標に

関する標準化に賛同している。

✓	 	サーベイに回答した開示情報利用者は、財務的インパクトのク

リアな開示を求めている。

IV.  結びにかえて

TCFD提言は任意開示の枠組であり、気候関連リスクが個々の企

業に与える影響はその企業固有のものと考えられます。

開示実務はまだ始まったばかりであり、実務の醸成に待つところ

が多いことに留意する必要があります。

 I 図表3　 「戦略cシナリオ分析とレジリエンス」の産業区分別
開示状況と改善割合

産業区分 2016年（％） 2018年（％） 改善割合（％）

銀行 16 20 4

保険会社 7 12 5

エネルギー 6 13 7

運輸 2 5 3

素材・建築 7 12 5

農林業・食料 5 4 △1

テクノロジー・
メディア 3 2 △1

消費財 1 6 5

（出典） 2019 Status Report �Task Force on Climate-related Financial Disclosures : 
Status Report� を参考に筆者作成
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経営 Topic④
経営管理

勘定科目統一の実務論点
～ グループ経営強化の観点から

有限責任 あずさ監査法人
アカウンティングアドバイザリーサービス
ディレクター　吉田　圭吾
マネジャー　　近藤　佳史

KPMGでは、2019年7月に書籍『勘定科目統一の実務』を発刊いたしました。本書は、
グループの勘定科目統一を目指す企業に対して検討の手がかりとなるよう、その考
え方や進め方のポイントをまとめたものです。
ビジネス上の子会社の重要性の高まりや、海外子会社における不祥事の頻発を受け
て、日本企業は、従来に増して、グループ経営強化を真剣に考えなければならない状
況になっています。勘定科目統一は、グループ業績の視える化やグループ経理財務業
務の標準化といったグループ経営管理強化（目的）の手段として、目的に応じた範囲
や方法で実施することが肝要です。
本稿は、勘定科目統一の意義を解説するとともに、グループ統一勘定科目体系の策
定、システム対応、プロジェクトの推進体制に関する実務上の論点について解説し 

ます。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

－  グループ経営管理を支える会計情報の質の向上やグループ財務経理業務
の効率化といった様々な取組みの目的に照らして、勘定科目の統一の範囲

（対象会社、統一階層）を決定する必要がある。

－  勘定科目統一を進める際には、制度会計対応の観点だけでなく、統一勘定
科目体系策定上の論点、システム対応上の論点を幅広く検討することが必
要となる。そのため、経理部門だけで検討を進めるのではなく、検討の初
期段階から会計情報のユーザー部門（経営企画・経営管理部門、事業部門、
内部監査部門 ）、情報システム部門と連携をとりながら推進することが求
められる。

－  勘定科目統一はグループ経営管理強化のための取組みであり、子会社に
とっては個社最適化された現状の変更となることが少なくない。そのた
め、親会社側が目的を明確に伝えて、子会社のコンセンサスを得ながら進
めていくことが重要となる。

吉田　圭吾
よしだ　けいご

近藤　佳史
こんどう　よしふみ
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I . 勘定科目統一の意義
1. グループ経営強化の必要性

日本企業は、急激な産業構造の変化や少子高齢化・市場成熟に

伴う国内市場の縮小観測等を受けて、海外市場の取り込みやコア

事業の競争力強化をはかるべく、海外進出や事業再編をますます

活発化させています。従来、多くの日本企業は、子会社の自治を尊

重した経営を行ってきました。しかし、子会社自治の尊重が行き過

ぎて「放任」に近い形となってしまい、子会社へのガバナンスやグ

ループ全体に及ぶ内部統制が十分でないことに起因し、海外を中

心とした子会社の不祥事は後を絶ちません。グループ全体の生産

性・収益力の向上とそれを通じた中長期の企業価値向上を図るた

めには、グループ全体で抱えるリスクを把握し、適切なリスクコン

トロールをグループの末端に至るまで徹底させるためのグループ

経営管理基盤の構築が急務となっています。

2. グループ経営管理における勘定科目の位置づけ

グループ経営管理の実効性を高めるために勘定科目統一は不可

欠です。グループ経営管理には、グループ経営の判断・意思決定に

資する「質の高い会計情報」が迅速かつ正確に提供されることが必

要になります。グループ業績管理を例にとると、勘定科目が統一さ

れていなければ、業績管理に用いる会計情報がグループ内でバラ

バラとなり、目標設定も達成状況の把握もままならないという状況

になります。勘定科目統一による会計情報の均質化（品質の統一）

は必須と言えます。

また、グループ財務経理業務の効率化を進めるためにも勘定科

目統一は不可欠です。グループ各社の勘定科目を統一し、同一取

引事象には同一の仕訳パターンがとられるようにすることで、高品

質で効率的なグループ標準の財務経理業務を設計することができ

ます。なお、勘定科目統一を通じた財務経理業務の標準化は、シェ

アードサービスセンター（SSC）やビジネスプロセスアウトソーシン

グ（BPO）の手法の活用による間接業務の集約・アウトソースの取

組みにおいて効果をあげることに繋がります。

3. 目的の明確化と目的に応じた勘定科目統一の範囲の検討

勘定科目統一は、それ自体を目的とするものではなく、グループ

経営管理の強化や財務経理業務の効率化といった取組みの手段と

して行われるものです。そのため、勘定科目統一を行う目的を明確

にし、目的に応じて、統一が必要な範囲（対象会社と勘定科目体系

の階層）を決定することが重要になります。

仮に、グループ各社の末端科目まで完全統一をしようとすれば、

事業ごと・会社ごとに必要な管理ニーズをすべて満たすことが難

しくなりますし、仮にすべてのニーズを満たすような統一勘定科目

を策定した場合には勘定科目数が運用に耐えられないレベルまで

増加してしまうことや、会計システムおよび関連システムの改修や

変更のため多額のコスト・期間を要することもあります。そのため、

実務上、目的達成に必要な範囲で統一する対象会社を限定したり、

勘定科目体系の最下層の科目までではなく、中間階層の科目までを

統一することが現実解となります。

たとえば、「グループ業績の視える化」、「グループ財務経理業務

の効率化」を目的とした場合には、図表1のようなイメージで勘定科

目の統一範囲を決定します。

II.  検討における実務論点

1. 統一勘定科目体系の策定上の論点

統一勘定科目体系を策定する際には「 連結会計と単体会計の関

|図表1　目的に応じた勘定科目統一範囲のイメージ

対象会社

SSC化の対象会
社の範囲に合わ
せて統一を行う

財務経理業務の
標準化のために
末端科目までの
統一を行う

上記範囲での勘定科目統一によって、対象会社の財務経理
業務の標準化が図られ、SSCへの業務集約や経理人材の
ローテーションが可能となる。

上記範囲での勘定科目統一によって、業績管理に用いるグ
ループ各社からの会計情報が均質となり*、業績の視える化
に資する会計情報となる。

一部の子会社は親
会社収集科目への
変換で対応する

グループ業績管理
に個社末端科目ま
での情報は必ずし
も 必要でない

統一の範囲
統一の範囲

グループ業績の視える化 グループ財務経理業務の効率化

対象会社 全社

勘定科目
体系の階層 勘定科目

体系の階層

末端科目 末端科目

*会計方針や決算期の統一などを除く。

全社

統
一
範
囲
の
イ
メ
ー
ジ
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係」、「事業・機能別管理の要請事項」、「制度会計と管理会計の関係」

などを考慮することが重要です（図表2参照）。

（1） 連結会計と単体会計の関係
一般に、単体会計の勘定科目（単体科目）は連結会計の勘定科目

（連結科目）よりも粒度が細かくなります。連結財務諸表作成実務の

観点からも、単体科目が連結科目より粗ければ、個別財務諸表の合

算集計で連結財務諸表が作成できなくなるため、単体科目は連結

科目より細かい（または同じ）粒度で設定し、グループ各社の単体科

目として適用する「統一勘定科目体系」の上位階層は連結科目体系

と整合させるべきだと言えます。

ただし、連結会計で適用する会計基準と単体で適用する会計基

準に差異があるような場合や、中国やベトナムなど、各国の制度に

より適用できる勘定科目に制約があるような場合は、単純に統一勘

定科目体系に連結勘定科目体系を適用できない点に注意が必要で

す。このような場合、「 複数元帳対応で現地基準と統一勘定科目体

系の両方の体系で記帳する」、「現地基準科目で記帳し、統一勘定科

目体系に組み替える」、「統一勘定科目体系で記帳し、現地会計基準

への報告の際に現地基準に組み替える」のうち、いずれかの対応を

とる必要があります。　

（2） 事業・機能別管理の要請事項
多角化により事業ごとにグループ会社を有している場合や、生

産子会社、販売子会社といったようにグループ会社が担う機能が

異なる場合、事業や機能の違いから生じる管理上の要請事項を考

慮する必要があります。このような場合、「すべての事業・機能の要

望を取り込んで勘定科目を統一する」、「事業・機能別に勘定科目を

統一する」、「主要な事業・機能に合わせて勘定科目を統一する」の、

いずれかの方法をとることになります。

（3） 制度会計と管理会計の関係
一般的に制度会計用の勘定科目（制度会計科目）と管理会計用の

勘定科目（管理会計科目）は粒度が異なり、以下の2つの理由によ

り、管理会計科目の方が制度会計科目よりも細かくなっています。

⃝  制度会計上は開示を求められないが、管理の必要がある勘定

科目があるため（たとえば、制度会計の開示対応上は「売上高」

という勘定科目があればよいが、管理会計上は売上高の性質

を把握したいため、製商品売上高、工事売上高、受託サービス

収益などに展開するようなケース）

⃝  制度会計上は必要ないが、管理会計上で部門別損益や事業別

損益を適正に算定するために必要となる勘定科目があるため

（間接部門の配賦や部門間・事業間などの振替など）

前者の場合、勘定科目以外の属性情報を利用することにより、多

面的な分析ができるようになるため、必ずしも勘定科目を細分化す

る必要はありません。たとえば、製品群や仕向け地などを属性とし

て保持することにより、勘定科目で輸出売上を設定せずとも輸出売

上金額の把握が可能となり、また属性情報を組み合わせることで

製品群別かつ地域別の分析なども可能となります。

2. システム対応上の論点

勘定科目統一の際、各社の会計システム対応の検討は必須です。

理論上、各社の会計システムの勘定科目マスタに統一科目を登録

すればよいので、各社で異なる会計システムを利用したまま勘定科

目を統一することは可能です。しかし、コードの桁数・文字種制限や

会計システムや前方システムとのシステム間連携に関するプログ

ラムへの影響があるため、各社の現行会計システムをそのまま利

用することは必ずしも合理的な選択ではありません。

一方、各社にグループ標準の会計システムを導入すれば、会計

情報の比較が容易になり、各社の経理担当者が用いる勘定科目体

系、用語、業務プロセスの均質化が実現しやすくなります。これに

より、グループ内の経理人材交流もしやすくなります。しかし、実際

にすべてのグループ会社の会計システムを置き替えるには、大き

な困難を伴うケースがあります。特に、多数のグループ会社を擁す

る企業グループでは、「展開期間の長さ」「システム投資の大規模化」

「 変化への抵抗感や反対意見 」などの多くのハードルが出てくるた

め、こうしたハードルに対する対応策を事前に講じておくことが重

 I 図表2　統一勘定科目体系の策定上の論点

連結会計と 
単体会計の 

関係

⃝  統一勘定科目体系の上位階層は連結財務諸表
作成のために必要となる連結科目と一致させ
る。

⃝  各国の会計制度の要請により上記対応が困難
である場合は、複数元帳などの対応を検討す
る。

事業・機能別 
管理の 

要請事項

⃝  事業面、機能面での管理上の要請を踏まえて
統一勘定科目体系を設定する。

⃝  要望が多い、要望が異なるなどの場合は、主要
な事業・機能に合わせる、事業・機能別に統一
勘定科目体系を分けるなどの対応を検討する。

制度会計と 
管理会計の 

関係

⃝  管理会計上で必要となる勘定科目も統一勘定
科目として検討する。

⃝  管理上、制度会計上必要となる科目より細かい
科目が必要となる場合は、必ずしも勘定科目を
細分化するのではなく、勘定科目以外の属性情
報を利用することを検討する。

その他 
考慮すべき 

事項

⃝  税務申告上必要となる科目（ 必要な科目は国に
よって異なるため、統一勘定科目としないのが
一般的）

⃝  原価計算方法（ 標準原価計算、実際原価計算 ）
による勘定科目体系の違いの考慮

⃝  人件費など、原価と販管費のいずれにも計上さ
れる勘定科目の共通化
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要となります。

グループ標準システムの導入が困難な会社があるような場合、

過渡期的にグループ統一の親会社収集科目を設定し、各社の勘定

科目と親会社収集科目をマッピングし、変換する方法をとることも

あります。この場合、個社会計システムの会計情報（勘定科目、管

理セグメントなど）をグループ統一の会計情報に変換して収集する

ためのデータベースであるDWH（Data Warehouse）や変換を自動

化するためのETL（Extract／Transform／Load）を構築することが

一般的です。

3. 推進体制検討上の論点

（1） 親会社の推進体制
勘定科目統一は通常、各子会社のニーズではなく、グループとし

てのニーズを満たすために行うため、当初は親会社中心に取組み

を推進することになります。制度連結の勘定科目、および親会社単

体の勘定科目の管掌部門である親会社の経理部門が主担当となり、

統一勘定科目体系を検討することが一般的です。しかし、経理部門

だけで勘定科目体系を検討すると制度会計の観点で必要な勘定科

目のみを設定してしまいがちであり、統一勘定科目体系検討の初

期段階から会計情報のユーザー部門（経営企画・経営管理部門、事

業部門、内部監査部門など）の要望を確認しながら進めることが望

ましく、勘定科目統一の目的に応じて参画が必要となる部門を考慮

して推進体制を決めることが必要となります（図表3参照）。

（2） 子会社の関与
グループ統一の勘定科目体系の原案策定の段階から、勘定科目

体系変更の影響が大きい重要な子会社を当初から検討体制に加え

るかどうかが論点になります。グループに複数の事業があり、親会

社では行っていない事業を子会社で行っている場合、子会社が求

める勘定科目の要件は親会社では把握できないのが通常です。事

業別に異なる要件を確認せずに統一勘定科目体系を策定した結

果、統一科目を使用できない子会社が生じるということがないよう

に、当初原案の策定段階から、特に異なる事業を行う主要な子会社

を巻き込んでおく必要があります。一方で、参画する子会社が多く

なるほど要望の種類も多くなり、異なる要望間の調整やとりまとめ

が難しくなります。調整がうまくできずに、類似する勘定科目を数

多く設定してしまった結果、統一勘定科目体系を構成する勘定科

目が膨大になる可能性もあるため、当初から参画した子会社には、

勘定科目統一の目的や方針についてよく理解してもらい、自社の要

望を伝えるだけではなく、調整・とりまとめに協力してもらうこと

が重要です。

III.  おわりに

勘定科目統一の目的は、子会社のニーズに基づくものではなく、

専らグループとして目指すものとして設定されるものです。一方

で、勘定科目の統一の取組みは、子会社にとって個社最適化され

た現状からの変更という負担を伴うものとなり、ここに勘定科目統

一の取組みの難しさがあります。勘定科目統一の取組みは、基本

的にグループとしてのニーズに基づくものであることを踏まえ、親

会社側が目的を明確に伝えて、子会社のコンセンサスを得ながら

進めていくことが重要となります。

勘定科目統一の実務
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海外グループ財務機能の高度化
香港CTCがもたらす日系企業の新しいグループ財務戦略
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香港公認会計士・米国公認会計士

2016年4月より、香港ではコーポレート・トレジャリー・センター（香港財務統括会
社、以下「香港CTC」という）を誘致する目的で税制改正されました。具体的には、海
外グループ会社からのクロスボーダー・ローンに係る支払利子の損金算入が一定の
要件のもと可能となり、さらに、一定の要件を満たす適格香港CTCには、香港事業所
得税率の優遇制度（通常税率16.5%から8.25％へ低減）が導入されています。
この改正を契機に、日系企業の間でも香港CTCを利用して、中国およびその他海外
グループ会社の資金調達・運用をより効率化し、さらには海外グループ会社の資金
と為替リスクを香港CTCに集中化させて一括管理することで、グループ全体の資金
効率化と税務コスト・為替リスクを低減させるなど、既存のグループ財務戦略を見
直す動きが出ています。
本稿では新しい香港CTCの制度概要と、香港CTCを活用するうえでのメリットや留
意点について解説します。なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見
であることをあらかじめお断りいたします。

 

【ポイント】

－  香港は世界最大のオフショア人民元市場を有する金融センターでありな
がら、2016年以前は香港外のグループ会社からのクロスボーダー・ローン
により発生する対外支払利息について香港税務上、損金算入可能かが不明
確であり、財務統括の拠点としては使いづらい状況が続いていた。

－  しかしながら、2016年の税制改正により、香港外のグループ会社からのク
ロスボーダー・ローンから発生する支払利子が一定の要件のもと香港で税
務上損金算入できることが明確になり、香港で財務統括事業を実施するう
えでの最大の障壁が解消された。

－  さらに一定の要件を満たす適格香港CTCについては、香港外のグループ会
社に提供した財務活動から発生する事業所得に対し、優遇税率8.25％（通
常税率16.5%）を適用する制度が導入された。

－  当該改正により、財務統括拠点として香港を活用するメリットが大幅に増
加した。既存の香港現法の役割を見直し、香港CTCを活用した新しい発想
でグループの財務戦略を再検討する日系企業が増えている。

八木　俊彦
やぎ　としひこ
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I.  香港CTC制度概要とポイント
1. 典型的な日系企業のグループ資金管理の現状

従来の典型的な日系企業のグループ資金管理として、資金需要

のある海外現地法人（図表1：海外グループA参照）に対する資金供

給としては、日本本社からの親子ローン、または現地国での銀行借

入のいずれかで対応しているケースがよく見受けられます。

一方、資金が余剰する海外現法（図表1：海外グループB）につい

ては、海外現地の銀行に預金、または配当・ロイヤリティ等で日本

本社へ資金還流する方針となっています。しかしながら、現行の資

本関係では日本本社が海外現法の株式・持分を直接保有している

ため、配当に係る現地国および日本での税コストが高額となるケー

スでは配当実施に二の足を踏んでいます。一方、資金余剰国から資

金需要国（または日本本社）へのクロスボーダー・ローンや、ロイヤ

リティ等による資金移動は現地国の資本規制の問題から難しく、結

果として、余剰資金が現地国で滞留し、資金需要のある海外現法で

有効活用されていない事例が散見されています。なお、一部の日系

企業においては日本本社主導でグループ資金の集中管理が行われ

ているものの、やはり日本が主体であり、海外の財務統括会社が主

体となってグループの資金・為替の一元管理をしているケースはま

だまだ少ない状況です。

2.  香港CTCを活用する新しい財務戦略とメリット

上述のとおり、現在、日系企業の多くが海外現法の余剰資金を

日本に還流させ、日本主体で資金コントロールしています。しかし

ながら、多くの日系企業において日本国内では新規投資案件等の

資金需要が乏しく、海外の余剰資金をわざわざ日本に還流させる

経済合理性はあまりない状況です。香港CTC活用の最大のポイン

トは、海外グループ余剰資金を日本に還流させず、日本より税コス

トが低い香港を主体として海外グループの資金を集中的にコント

ロールするという発想です（図表2参照）。

その際、資金余剰国の資本規制が強い場合（例：中国など）、資金

を香港に集中化させる手段としては、クロスボーダー・ローンやロ

イヤリティ等は実務上難しく、やはり配当で香港にオフショア化さ

せることが最も望ましいと考えられます。資金を配当で香港にオフ

ショア化することにより、現地国の資本規制対象から外れ、他通貨

への両替や資金需要国への自由な送金が可能となります。したがっ

て、香港への配当によるオフショア化のルートを確保するため、資

金余剰国の現法を香港現法の傘下に資本再編する必要性が生じま

す。以下では香港CTCを活用した資本再編によるメリットとポイン

トについて解説します。

1） 香港CTCを活用した資本再編後の税コストの低減
図表3は、典型的な日系企業の海外グループ資金管理の事例か

ら、中国現法から余剰資金を日本本社に配当で還流し、一方、日本

本社から資金需要国（例：東南アジアなど）の海外現法に親子ロー

ンを貸し付けているケースを仮定し、香港CTCを活用した資本再編

後の節税効果について試算しました。なお香港にも既存の貿易会

社があるが、グループ内での役割が縮小し、見直しを迫られている

と仮定しています。

当該ケースでは、配当に対しては中国および日本で合計約11.5％

課税、さらに親子ローンの受取利息には日本で約30％課税されま

す。このように日本では資金需要が乏しいにもかかわらず、海外子

|図表1　日系企業の海外グループ資金管理の現状

親子ローン
（USD）  

借入

B国通貨預金借入

日本本社

資金余剰国資金需要国

海外グループB海外グループA

海外グループAでは、現地法人それぞれが現地日系銀行からの
借入または親子ローンをメインに資金調達
海外グループBの余剰資金を有効活用できていない
海外グループAが為替リスクを負っている

資金余剰

銀行

銀行銀行

資金不足
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|図表2　香港CTC活用後の、海外グループ資金管理のメリット
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香港に集中

海外グループBの余剰資金を海外グループAで活用
香港にて為替リスクを集中管理
香港を活用しグループ全体で節税
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会社の余剰資金を一旦日本に還流し、日本経由でその他海外に再

投資する資金フローとなっているため、税コストの観点では非効率

な状況となっています。

上記の課題を解決するため、中国現法を香港現法の傘下に資本

再編します。当該再編により、中国現法からの配当を日本に還流さ

せず、香港に還流する資金フローに変更します。資本再編後は中国

から香港への配当について一定の要件を満たすことにより、配当

源泉税について中国・香港租税条約上の優遇税率5％が適用され

る可能性があります。その場合、中国からの配当に係る税コストを

11.5％から5％へ大幅に低減することが可能です。

さらに、資金需要国の現法へのグループ・ファイナンスを香港経

由に変更します。当該資金フローの変更により、受取利息が香港で

課税されるため（通常16.5％、適格香港CTCの場合は8.25％）、日

本から実施するより有利です。図表3の前提では、配当（年間10億

円）とグループファイナンス（元本200億円）の資金フローを香港経

由に変更するだけでも、年間約1億円の節税効果があると試算して

います。

2） 既存の香港現法の役割の見直し
資本再編後においては中間持株会社となる香港現法の役割を見

直すことも重要です。具体的には、既存の香港現法を中間持株会社

とする場合、役割が縮小した貿易機能を大幅に強化し物流統括会

社化（または事業持分会社化）することを検討します。一例として、

中国現法（およびその海外現法）が対外取引を米ドル建てで行って

いる場合、香港現法をリ・インボイスセンターとして商流に介在さ

せ、中国と香港間の取引を人民元建てに変更します。これにより、

中国現法は対外取引に係る為替リスクから解放されます。過去にお

いては人民元が実質的に米ドルとペッグされていた期間もありま

したが、近年では米中貿易摩擦等の影響により為替レートが大きく

変動する傾向にあります。しかしながら、中国の規制により中国現

法が利用可能なヘッジ手段（デリバティブ商品）は実質的に短期の

為替予約等に限定されているため、対外取引を外貨建てで行う中

国現法は為替リスクに対して十分な対抗手段を有しておらず、為替

リスクへの対応は喫緊の経営課題となっています。香港現法がリ・

インボイス機能によりグループの為替リスクを香港に集中化させ、

規制が少なく様々なヘッジ手段が利用可能な香港で一括して為替

|図表3　香港CTCを活用した再編の税コスト比較
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*1：2019年度の実効税率（東京本社）
*2：中国・香港租税条約上の配当に係る優遇税制が適用された場合
*3：５％（95％益金不算入）× 29.74%で計算
*4：保守的に香港通常事業税率16.5％で計算。香港適格CTCの優遇税制が適用された場合、さらに8.25%まで低減が可能
*5：日本本社から海外現法への親子ローン200億円（金利約3％）が全額銀行借入金（金利約1.5％）で調達されていると仮定。
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リスクコントロールすることが、グループ全体へ与えるメリットは

大きいでしょう。また香港現法が商流に伴う為替リスクを担うこと

で、商流上、香港を経由する正当性を有することになります。商流

の見直しにより低税率である香港に合法的に適切なグループ利益

を配分するなど、グループ全体でさらに節税効果が得られる可能性

があります。

このように香港CTCを活用した資本再編については、単に配当・

海外再投資の資金フローの見直しによる節税効果のみならず、同

時に香港CTCを活用したグループ資金と為替リスクの一括管理な

ど財務機能の高度化、さらに商流の見直しを行うことで、グループ

全体で様々なメリットを享受できます。

3. 香港CTCの導入と高度化

1） 導入初期的段階における香港CTCの機能
香港CTCの活用について、初期フェーズではまず比較的単純な

財務統括業務からスタートし、徐々に高度化することが検討されま

す（図表4参照）。具体的には、まず香港CTCを新設（または既存の

香港現法を活用）し、マニュアルベースで資金需要のある海外現法

へグループ・ファイナンスを実施することを当面の目標とします。

マニュアルベースでのグループ・ファイナンス事業であれば低コス

トかつ少人数で実現可能であり、導入の障壁は大きく下がります。

もし中国現法に資金需要がある場合、香港CTCが香港の金融機関

からオフショア人民元を一括調達することで、ボリューム・ディス

カウントにより調達コストを減少させ、さらに香港から人民元建て

クロスボーダー・ローンを実施することで、中国現法は為替リスク

なしで資金調達が可能です。

2） 香港CTCの高度化と香港市場の活用
グループ・ファイナンス事業が有効に機能した後は、段階的に財

務統括機能の高度化を目指します。例としては、キャッシュ・マネジ

メント・システムの導入によるグループ会社間の自動資金集中配

分の実施、リ・インボイスによるグループ会社の対外仕入・販売に

係る為替リスクの香港への集中化と一括ヘッジ、グループ間の債権

債務を相殺して差額決済するネッティング機能の導入、グループ会

社の支払いを一元化して代行する対外資金決済の高度化などが挙

げられます。

さらに将来的には、香港現法による株式・社債の発行により、世

界有数の証券市場である香港市場からの直接資金調達も技術的に

可能です。近年ではビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・イ

ンベブのアジア事業統括の子会社であるバドワイザー・ブリューイ

ング・カンパニーAPACが2019年9月に、また日系企業では日清食

品ホールディングス株式会社の香港子会社である日清食品有限公

司（香港日清）が2017年12月に香港証券取引所に上場し、中国・ア

ジア事業の成長のための資金調達を行っています。

II.  香港CTC活用の留意点

上述の香港CTC活用による様々なメリットを享受するためには、

資本再編に伴う、中国・香港・日本税務の検討、既存香港現法の役

割の見直し、香港CTCの機能とガバナンスに係るグランドデザイン

の設計など様々な検討が必要です。香港CTCの活用およびグルー

プ資本再編を行ううえでの主な留意点は以下のとおりです。

1. 中国グループ資本再編に係る中国特殊税務処理の適用

現行、日本本社が直接保有している中国現法を香港現法の傘下

に組織再編する際には、原則、中国現法の公正価値をベースとした

キャピタル・ゲインに対し、10％の源泉所得税が中国で課税されま

す。しかしながら、資本再編が中国特殊税務処理の要件を満たせば

簿価譲渡が認められ、課税の繰延べが可能です。中国グループ資

本再編に係る特殊税務処理の要件には各数値基準（ 例：再編対象

会社の持分50％以上を移転等）の他、資本再編が単なる租税回避

の目的ではなく、「合理的な商業目的」を有しているかという点が最

大の論点となります。合理的な商業目的を中国税務当局に対し立

証するうえでも、資本再編後のグループにおける香港CTCの役割・

機能をしっかりと設計することが重要です。

2. 日本タックスヘイブン対策税制による合算課税

資本再編後は香港現法が中間持株会社となり、かつ香港の事業

所得税率は16.5％のため、外国子会社合算税制により香港現法の

所得が日本で合算課税される可能性があります。再編後の香港現

法の経済的実体について、事前にしっかりと設計する必要がありま

す。具体的には、たとえば既存の香港現法（貿易会社）を再編後の

 I 図表4　香港CTCの導入フェーズ

フェーズ1
◦  香港CTCの設立（ 2～3名規模で開始）
◦  グループ会社間の貸付・借入（マニュアル）
◦  香港の金融機関からの資金調達（人民元)

フェーズ2

◦  海外グループを香港の傘下に資本再編
◦  資金余剰国より配当で香港に資金還流
◦  リ・インボイスにより為替リスクを香港に集中し、

香港で一括ヘッジ
◦  キャッシュ・マネジメント・システム導入（自動）*1

フェーズ3

◦  グループ各社の支払・回収業務の代行
◦  グループ各社への財務統括およびシェアード・サー

ビス提供（資金繰り管理等）
◦  香港市場からの直接調達（株式／社債）

*1 :   ただし中国会社については、資本規制上の問題から自動化されたクロスボーダー・ 
キャッシュ・マネジメント・システムへの加入は認められないと考えられる。
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中間持株会社とする場合、貿易機能を大幅に強化し、海外現法との

商流にリ・インボイスセンターとして介在する物流統括会社にアッ

プグレードするなどの検討が必要です。

3.  中国から香港への配当に係る中国・香港租税条約上の優
遇税率（5％）の適用

中国グループ会社を香港現法の傘下に資本再編後、中国から香

港に配当する際、配当に係る中国源泉税に中国・香港租税条約上の

優遇税率5％を適用するためには各種要件を満たす必要がありま

す。配当を受領する香港現法が単なるペーパー・カンパニーではな

く、経済的実体を伴う「受益者」であることが必要です。実務的に

は、香港現法が受益者として中国当局から認められるために、香港

現法は香港税務当局から税務上の居住者認定を受ける必要があり

ます。

4. 香港CTCの対外支払利子に係る香港税務上の損金算入

上述のとおり、香港外のグループ会社からの借入に伴う対外支

払利子について香港税務上で損金算入が認められますが、通常の

グループ・ファイナンス事業（香港税務当局のガイドラインでは、

月4回以上、かつ1回当り25万香港ドル超の借入・貸付を行い、各事

業年度において4社以上のグループ会社に対し借入・貸付を行う）

を実施していることや、貸手側の受取利息に適用される税率が香

港税率より高いことなど、一定の要件を満たす必要があります。

5. 適格香港CTCによる香港優遇税率（8.25％）の適用

適格香港CTCの要件を満たせば、香港外のグループ会社に提

供した財務活動から発生する事業所得については、香港優遇税率

8.25％が適用されます。しかしながら、要件を満たすためには事業

を財務活動のみに限定する必要があり、適格香港CTCに物流機能

など他の機能を付加することは難しいため、香港現法の機能が制

限されてしまいます。そのため、香港CTCの導入初期段階では優遇

税率の適用を重視せず、通常香港税率16.5％を適用する代わりに

香港現法の機能に柔軟性を持たせ（物流機能と財務機能の双方を1

社で担うなど）、将来的に高度化するにつれ、物流統括会社と財務

統括会社の2つに分割して適格香港CTCを目指すことが、実務上望

ましいと考えられます（図表3参照）。

6. 香港CTCの役割に係るグループ内のコンセンサス

資本再編後の既存香港現法の役割の見直し、グループ全体にお

ける香港CTCの機能やガバナンスについて、短期的・中長期的な観

点でグランドデザインをしっかりと設計し、事業部の垣根を超え

たグループ内での横断的なコンセンサスを得ることが非常に重要

です。コンセンサスが得られないまま導入してしまうと、香港CTC

のグループにおける役割と責任が明確化されず、形骸化するリス

クがあります。なお香港CTCについては、グループの財務活動の一

翼を担うことから、事業部の管轄とせず、日本本社コーポレート部

門の管轄とし、本社から直接コントロールすることも検討すべきで

しょう。

III.  最後に

日本国内市場の成熟化と長引く景気低迷を受け、日系企業は新

たな成長エンジンである、中国・東南アジア諸国を始めとする海外

への進出を加速しています。日系企業が海外に成長の軸足を移す

なか、財務戦略についても、よりグローバルな視点に立ち、積極的

に海外を活用する時代になったと感じています。2016年度の税制改

正を機に、世界の金融センターである香港にありながら、あいまい

だった香港現法の目指すべき役割と存在意義が明確になり、グロー

バルで成長を目指す日系企業にとって香港CTCを活用する意義は

大きいと感じています。本稿が日系企業のグローバル財務戦略を

検討されるうえで一助となれば幸いです。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
アカウンティングアドバイザリーサービス
シニアマネジャー 八木　俊彦
TEL：03-3548-5120（代表電話） 
Toshihiko.Yagi@jp.kpmg.com

KPMG中国 香港事務所
ディレクター 吉田　圭吾
TEL：+852-2685-7603 
keigo.yoshida@kpmg.com

マネジャー 高橋　星行
TEL：+852-2685-7951
hoshiyuki.takahashi@kpmg.com
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オーストラリア2019／20年度連邦予算案（税制部分）
および直近のオーストラリア税務動向

KPMG税理士法人
パートナー　　　　吉岡　伸朗
KPMGオーストラリア
ディレクター　　　楊　揚
シニアマネジャー　都丸　亮太

モリソン政権下での初めての連邦予算案の発表は、2019年5月に実施された連邦議
会総選挙を見据え、例年よりも1ヵ月早い2019年4月2日に行われました。今回の連
邦予算案では、12年ぶりの財政黒字化（71億豪ドルの財政黒字化を2019－20年度に
達成）を見込むとともに、昨年に引き続き大型のインフラ投資にコミットする内容と
なっています。当初政権交代の可能性が囁かれていましたが、後述の個人所得税の
減税等もあり、保守連合が政権を維持したため、本稿では、4月に発表された2019年
連邦予算案に関する税務論点のうち主たる内容およびその法制化の状況について概
説します。税制の観点からは、今回の連邦予算案でも昨年に引き続き日系企業・駐在
員等に影響がある大きな改正案の提示はありませんでした。なお、本稿は国際税務
研究会 月刊「国際税務」の2019年9月号に掲載された記事を基にしたものです。
本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断り
いたします。

 

【ポイント】

－  2 019 年連邦予算案では日系企業に影響のある大きな改正案の提示はな
かった。本邦タックスヘイブン対策税制上の懸念事項であった大企業向け
豪州の法人税率の引き下げ法案は、与党の政策から除外されたため、豪州
子会社が本邦タックスヘイブン対策税制の対象となる機会は限定的であ
ると推測される。

－  連邦予算案により個人への減税等が施行されており、豪州のマーケット
に依存している日系企業にとっては、消費の活性化による間接的なベネ
フィットの享受が中長期的にあるものと推測される。

－  豪州売上トップ1,100の大企業向けの税務ガバナンス体制のレビュー（ 豪
州税務当局が企業の税務リスクのレーティングをするために行う税務調
査の前段階の企業調査 ）が実施中であり、対象となる企業で未準備の企業
は、早急に対応を進めることが推奨される。

吉岡　伸朗
よしおか　のぶあき

楊　揚
ヤン　ヤン

都丸　亮太
とまる　りょうた
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I .  個人税制
今回の連邦予算案では、個人所得税の実効税率の段階的な引き

下げおよび低中所得者層向け税額控除の増額により個人の税負担

を軽減することが提案され、該当の法案は2019年7月4日に議会を

通過し、7月5日にRoyal Assentを受け、既に施行されています。具

体的には、下記のとおり実施されます。

⃝  2 018－19 年度から、低中所得税額控除（ Low and Middle 

Income Tax Offset、改正前は年間最大530豪ドル）が年間最

大1,080豪ドルに増額された。2022－23年度から、低所得者

税額控除（Low Income Tax Offset、改正前は年間最大645豪

ドル）が年間最大700豪ドルに増額される。

⃝  2022－23年度から、19％の税率が適用される所得区分の上

限値が、改正前の41,000豪ドルから45,000豪ドルに引き上げ

られる。

⃝  2024－25年度から、新たに30％の税率が適用される所得区

分（45,000豪ドル超200,000豪ドル以下）を設け、32.5％およ

び37％の税率を廃止し、45％の税率が適用される所得区分を

200,000豪ドル超とする。

これらを表で示したものが図表1となります。

II.  ビジネス税制

1. 中小企業に適用される法人税率の引き下げ
連邦政府は、従来から提案していた大企業を含めた税率引き下

げ法案が上院で否決されたため、今回の連邦予算案に当該法案を

含めませんでした。会社の合計年間総収入額（Annual Aggregated 

Turnover）が50百万豪ドル未満の企業に適用される法人税率は、

2018-19年度から27.5%、2021-22年度には25％に引き下げられま

す（当初予定から5年間の前倒しとなり、当該法律は2018年10月に

施行済みです）。なお、合計年間総収入額は、日本を含む海外の親

会社等の売上等を含むため、多くの在豪日系企業の合計年間総収

入額は50百万豪ドル以上となり、通常の法人税率である30％が引

き続き適用されるものと考えられます（図表2参照）。

2. 租税回避タスクフォースへの追加予算10億豪ドル
2016－17年度の連邦予算案で豪州税務当局（以下「ATO」とい

う）に設置された租税回避タスクフォースに対して、今回の連邦予

算案において追加で10億豪ドルの予算が割り当てられることとな

りました。租税回避タスクフォースは、過去の予算割当てにより、

種々の大企業向け租税回避防止規定を執行してきましたが、今回

の追加予算では、これらの租税回避防止規定に加え、後述のハイブ

リッド・ミスマッチ防止規定の執行等により税収を上げることを目

的としていると予想されます。

III.   豪州税務動向（連邦予算案以外
の需要論点）

昨年に引き続き、今回の連邦予算案でも日系企業に影響する税

務論点は限定的です。連邦予算案以外で日系企業に影響がある、

最近の豪州の税務動向を併せて概説します。

1. ATOによる税務ガバナンスレビューの実施状況
2019年3月にATOが発行したレポートによると、2017年から開始

されたTop 1,100の企業（豪州での売上金額が250百万豪ドル超／

日系企業の豪州子会社を含む）に対する税務ガバナンスレビューに

 I 図表1　 個人所得税の実効税率の段階的引き下げおよび低中
所得者層向け税額控除の増額（改正後の税率表）

Rate（%）

2018-22
4年間 

所得区分 
（豪ドル）

2022-2024
2年間 

所得区分 
（豪ドル）

2024-25以降 
所得区分 

（豪ドル）

0% 0-18,200 0-18,200 0-18,200

19% 18,201-
37,000

18,201-
45,000

18,201-
45,000

30％ ー ー 45,001-
200,000

32.5% 37,001-
90,000

45,001-
120,000 ー

37% 90,001-
180,000

120,001-
180,000 ー

45% >180,000 >180,000 >200,000

低中所得税額控除 Up to 1,080 ー ー

低所得者税額控除 Up to 445 Up to 700 Up to 700

* 上記図中にメディケアレビーの 2% は含まれていない。

 I 図表2　 合計年間総収入額が50百万豪ドル未満の場合の 
法人税率の引き下げ（中小企業向け）

課税年度 改正前の法人税税率 改正後の法人税税率

2019-20 27.5% 27.5%

2020-21 27.5% 27.5%

2021-22 27.5% 25%

2022-23 27.5% 25%

2023-24 27.5% 25%

2024-25 27% 25%

2025-26 26% 25%

2026-27 25% 25%
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より、約300件のレビューが実施され、レーティング結果が公表さ

れました（図表3参照）。

本レビューは、税務調査という位置付けではないものの、税務ガ

バナンス体制、重要な取引、ATOが公表している税務リスクが高い

とされる取引、過去の会計処理と税務処理の差異などに係る大量

の資料の提供やATOとの質疑対応などが求められ、企業へ多大な

負担が強いられます。豪州での売上金額が250百万豪ドル超の在豪

子会社を有する日系企業は、高～中のレーティングを得るために、

ATOからのレビュー実施の通知の有無にかかわらず、早い段階で

事前準備を開始することが推奨されます。

2.  豪州販売会社の利益率水準に関するATOガイダンス
（PCG2019／01）
ATOは、豪州の販売会社を対象として、業種および利益率水準に

応じたリスクゾーンを設定し、リスクゾーンごとに異なるコンプラ

イアンス管理手法を導入するガイダンスを発表しました。

対象となる販売会社は、豪州国外の関連者から輸入した商品お

よび製品を再販売する会社、または、豪州国外の関連者により保有

される知的財産を使用して豪州でデジタル製品・デジタルサービ

スの販売・提供を行っている会社です。

ガイダンスでは、販売会社の業種を、ライフサイエンス、情報通

信技術（ICT）、自動車、およびその他すべての業種の4つに区分し、

各業種において、一定の利益率水準ごとに高リスク、中リスクおよ

び低リスクのリスクゾーンを設定しています。リスクゾーンに応じ

たATOのコンプライアンス管理手法は、以下のとおりです（図表4

参照）。

3. ハイブリッド・ミスマッチ防止規定
各国の税制の隙間や抜け穴を利用した多国籍企業の過度な節税

に対処するために進められた税源浸食と利益移転（Base Erosion 

and Profit Shifting：BEPS）行動計画において、ハイブリッド・ミス

マッチ効果の無効化に関する勧告が行われ、豪州では、2018年8

月24日にハイブリッド・ミスマッチ規定が法制化され、原則として

2019年1月1日以降に開始する事業年度から適用されています。

（1）  �ハイブリッド・ミスマッチ�効果とは
ハイブリッド・ミスマッチ効果には、大別して金融商品や事業

体に対する複数国間での税務上の取り扱いの差異（ハイブリッド・

ミスマッチ）を利用した、単一の支出に対する複数国での二重損金

算入効果（Deduction／Deduction（D／D）ミスマッチ）と、受領国

での益金算入を伴わない支払国での損金算入（Deduction／non-

inclusion（D／NI）ミスマッチ）があります。豪州でよく見られるハ

イブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの例として、下記2つが挙

げられます。

 I 図表3　ATOによる税務ガバナンスレビューの中間報告

レーティング
（ガバナンスの

程度の評価）

企業 
分布 レーティングの意味合い

高
（High）

31％

ATOは、レビューの対象となった年度に
関して納税者が適正な税額を納税して
いたことにつき、確信を得た。納税者
は、新たな留意事項が確認されない限
り、レビュー対象年度に関して再度ATO
から連絡を受ける可能性は限定的であ
る。

中
（Medium）

52％

ATOは、納税者のレビューの対象となっ
た年度の納税額の適正性に関して、全
てではないが 一定の確 信を得た。確
信が得られていない箇所については、
ATOが適正な税額を納税していたこと
につきATOが確信を得るために、さらな
る証憑や分析が要求されることになる。

低
（Low）

17％

ATOは、納税者の税務コンプライアン
スおよびレビュー対象年度の納税額に
関して特定の懸 念事 項を有している。
ATOは、納税者との間で特定の懸念事
項の解決を試みるが、直ちに税務調査
が実施される場合も想定される。

出典： “Top 1,000 Tax Performance Program(income tax)” Findings Report, March 2019
https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/LB_I/downloads/Top_1000_Findings_
Report.pdf

 I 図表4　 豪州販売会社の利益水準に応じたリスク区分に 
当てはまる各企業への、ATOのコンプライアンス 
管理手法 

リスクゾーン ATOのコンプライアンス管理手法

低リスク
（Low）

•  ATOは、納税者の移転価格結果のレビューに
人員を配分しない。

•  納 税者は、簡易的ユニラテラルAPA（“pre -
qualified” APA）の申請が可能である。

中リスク
（Medium）

•  ATOは、利用可能なデータを使用し、納税者
の移転価格結果をモニタリングする。

•  ATOは、さらなる人員を割り当てるかを決める
前に、納税者の状況をよく理解するための問い
合わせを行う可能性がある。

•  納 税者は、簡易的ユニラテラルAPA（“pre -
qualified ” APA ）の申請が可能であるが、申請
にあたり過去年度の移転価格結果のレビュー
を受ける可能性がある。

高リスク
（High）

•  ATOは、納税者に自己の移転価格ポリシーの
レビュー実施を推奨する。

•  ATOは、当年度を含め過去3年以上にわたり損
失ポジションとなっている納税者について、優
先的にレビューを行う。

•  納税者は、APAの申請は可能であるが、簡易的
なユニラテラルAPA（“pre-qualified ” APA ）の
申請はできない。

出典： Practical Compliance Guideline 2019/1 “Transfer pricing issues related to inbound 
distribution arrangements” 

https://www.ato.gov.au/law/view/document?DocID=COG/PCG20191/NAT/ATO/00001

https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/LB_I/downloads/Top_1000_Findings_Report.pdf
https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/LB_I/downloads/Top_1000_Findings_Report.pdf
https://www.ato.gov.au/law/view/document?DocID=COG/PCG20191/NAT/ATO/00001
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海外 Topic②
オーストラリア

⃝  D／NI効果：償還優先株式（MRPS）：豪州で負債と分類され、

分配が利息として損金算入されるが、相手国では資本扱いとな

り、分配が配当として益金不算入となる。

⃝  D／D効果：米国パートナーシップまたは豪州リミテッド・パート

ナーシップストラクチャーを利用した、単一の支出に対する二

重損金算入

（2） ハイブリッド・ミスマッチ防止規定の概要
＜制限対象＞

豪州のハイブリッド・ミスマッチ規定は、以下の6タイプのハイ

ブリッド・ミスマッチ・アレンジメントを対象としています。

a.  ハイブリッド金融商品（hybrid financial instrument 

mismatch）; Subdivision 832-C

b.  ハイブリッド支払者が行う無視される支払（hybrid payer 

mismatch）; Subdivision 832-D

c.  リバースハイブリッドに対する支払（reverse hybrid 

mismatch）; Subdivision 832-E

d.  支店ハイブリッド（branch hybrid mismatch）; Subdivision 

832-F

e.  双方居住者が行う損金算入可能な支払（deducting hybrid 

mismatch）; Subdivision 832-G

f.  輸入されたミスマッチ・アレンジメント（imported hybrid 

mismatch）； Subdivision 832-H

そのほかに、Financing Integrity規定（Subdivision 832-J）が存在

し、この規定では、関連者が行う金融取引において、その取引の主

要目的が支払いの損金算入と受領側での非課税または10％以下で

の課税等と合理的に結論付けられる状況であることなどの一定条

件を満たせば、下記の両方に該当する「貸し手」に支払う利息が損

金不算入とされます。

a.  最終的な貸し手と借り手の間に介在する者であること

b.  当該介在者である貸し手の所得が、まったく課税されない、も

しくは10％以下の税率で課税される（ 例：ケイマン諸島)、また

は国外所得を課税しない制度が適用される（例：香港）こと

上記「貸し手」とみなされないためには、下記要件のうち、どれか

1つを満たす必要があります。

a.  このスキームの主要目的（ principal purpose）が租税回避では

なく、その他事業上の目的および経済的合理性があると立証

できること

b.  介在する貸し手ではなく、最終貸し手に直接に利息を支払うと

仮定した場合において、この利息に係る税金コストの総額が、

実際のスキームの下での税金コストの総額と同じ、または、そ

れより少ないこと

c.  この融資スキームに係る利息収入は、豪州の外国子会社合算課

税制度（CFCルール）により、豪州の課税所得に合算されること

（3）  豪州のハイブリッド・ミスマッチ規定に関する留意点
豪州の規定は、OECDモデル条約で推奨された規定よりも、複

雑かつ広範な内容となっており、ほとんどのケースにおいて、豪州

における損金算入の否認により、ミスマッチ・アレンジメントの効

果は無効化されます。その損金算入は、利息のみならず、ロイヤリ

ティ、管理費、棚卸資産のコストなど広範な支払項目に適用され 

ます。

さらに、たとえ豪州法人が直接ハイブリッドアレンジメントの一

員でなくても、サプライチェーンの川上にハイブリッド・アレンジ

メント（アップストリーム・ミスマッチ）が存在する場合は、豪州に

おける損金算入が否認される規定も導入されています。当該アッ

プストリーム・ミスマッチは、複雑で広範に適用されます。このよ

うに、豪州の規定は、OECD勧告よりも厳格であるため、該当の支

払い等がある場合、適用の有無について検討を行うことが推奨さ

れます。

KPMGオーストラリアのウェブサイトでは、オーストラリア
におけるビジネスや税務会計等に係る最新情報を紹介してい
ます。

www.kpmg.com/jp/ja/home/services/global-japanese-
practice/asia-pacific/australia.html

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG税理士法人
パートナー　吉岡　伸朗
TEL：03-6229-8052（直通電話）
nobuaki.yoshioka@jp.kpmg.com

KPMGオーストラリア
ディレクター　楊　揚
TEL: +61 2 9455 9623（直通電話）
yyang6@kpmg.com.au

KPMGオーストラリア
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KPMGジャパン Information

2019年9月11日に「社外取締役フォーラム第2回
セミナー」をザ・リッツ・カールトン東京で開催し
ました。
セミナーでは、ここ半年間のコーポレートガバナ
ンスに関する動向の解説の後に、三菱商事株式
会社社外取締役の西山昭彦氏より「社外取締役

KPMGジャパン、「社外取締役フォーラム」第2回セミナー開催

コーポレートガバナンスについてはウェブサイトをご参照ください。　
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/corporate-governance.html

は企業価値向上にどう貢献できるか」をテーマに
ご高話と対談をいただきました。またKPMGジャ
パンのマネジメント層の司会によるテーブルディ
スカッションでは皆様活発に意見交換をされて
いました。セミナー終了後はネットワーキング懇
親会を開催し、盛会のうちに閉会しました。

KPMG FASは、2019年10月に顧客向け
ニューズレター「Driver」Vol.05を刊行しま 
した。
今号は、「業界展望　創造的破壊（下）」と題し
特集記事にて、新しい時代に企業が将来にわ
たって持続可能な事業成長を実現するために
必要な戦略的視点とは何かについて、製造業
界、化学業界、金融業界の各業界の専門家が

KPMG FAS、 Newsletter �Driver� Vol.05 を刊行

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。　
home.kpmg/jp/FAS

解説しています。
また、創刊号から毎号にわたり、日米中の主
要市場のマーケット・マルチプル定点観測デー
タ（セクター別EV／EBITDA倍率トレンド）も
掲載しておりますので、是非、ご一読下さい。
ニューズレターは、ウェブサイトからご覧いただ
けます。

あずさ監査法人、金融庁政策オープンラボ実証実験への協力についての報告
利用の検討」において、当局における有価証
券報告書の効果的・効率的な審査や、投資家
等にとって有用な記述情報の充実に向けて、
AI等のテクノロジーの利用が考えられないか
検討するもので、あずさ監査法人は協力企業
として参加しました。

2019年9月27日の金融庁ホームページ上に、
有限責任 あずさ監査法人（IT監査部、Digital 
Innovation部）が参加した実証実験の結果概
要が公表されました。
本実証実験は、金融庁で設置している「政策
オープンラボ」のプロジェクトの1つである「有
価証券報告書等の審査業務等におけるAI等

「金融庁」発表資料はウェブサイトをご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/openlab/20190927/20190927.html

じるとともに、ブラザー工業株式会社 代表取
締役会長 小池利和氏、および 日清紡ホール
ディングス株式会社 代表取締役社長 村上雅
洋氏をお招きし、両社の変革への挑戦につい
てご講演いただきました。

KPMGコンサルティングは、2019年7月17日
にパレスホテル東京において、カンファレンス

「EXECUTIVE AGENDA 2019」を開催しま
した。「Beyond 2020 ～日本企業の成長戦略
～」をテーマに、KPMGによるグローバルCEO
調査2019を基に日本企業の目指すべき姿を論

KPMGコンサルティング、「EXECUTIVE AGENDA 2019」を開催

KPMGコンサルティング株式会社　
代表取締役社長 兼 CEO　パートナー  宮原 正弘

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/corporate-governance.html
http://home.kpmg/jp/FAS
https://www.fsa.go.jp/news/r1/openlab/20190927/20190927.html


Future of ITシリーズ
2019年9月　
English / Japanese

世界は今、デジタルとは何かを議論する段階か
ら、実際にデジタルを活用して価値を実現する
段階に来ています。 本シリーズでは、2019年3
月にKPMGインターナショナルが公表した、デジ
タルソリューションとIT組織の未来を考察する
レポートの日本語版を紹介します。デジタルリー
ダーがビジネスの価値を実現するために必要な
要素の詳細については、以下のFuture of ITシ
リーズの各レポートをご参照ください。

未来に対応するIT組織を創る時は「今」 

本レポートでは、デジタルリーダーがビジネスの価値を実現するために必要な6要素
を解説し、IT組織に求められる変革について考察します。

home.kpmg/jp/future-it

マーケットスピード（市場の変化速度）
ーコネクテッドエンタープライズ時代のITオペレーティングモデル 

本レポートでは、コネクテッドエンタープライズ時代のITオペレーティングモデルに
ついて、マーケットスピードをキーワードに考察します。

home.kpmg/jp/market-speed

急激な市場変化の中でのテクノロジー投資 
ー ITに対するダイナミック・インベストメント（動的な投資）の必要性 

本レポートでは、ITに対する動的な投資である、ダイナミック・インベストメントの必
要性について考察します。

home.kpmg/jp/dynamic-investment

柔軟なITワークフォース
ーいかにして人材、スキル、そしてリーダーシップがITの未来を構築するのか

本レポートでは、次世代のCIOが牽引するこれからのIT組織について考察します。

home.kpmg/jp/it-workforce

顧客の信頼
ー顧客に信頼されるブランドの中核には信頼されるテクノロジーがある

本レポートでは、顧客に信頼されるブランドの中核にあるべき技術的信頼について
考察します。

home.kpmg/jp/technical-trust

より機動的に、
レジリエンス経営へ
グローバルCEO調査2019

2019年9月　
English / Japanese

5回目となる本調査は、世界の主要11ヵ国の
CEO約1,300名（うち、日本は100名）に、今後
の優先する成長戦略や自社が抱える課題につい
て問いました。明らかになったこととして、CEO
には機動的な変革と適応が求められており、「機
動性なくして、成功はあり得ない」という時代に
なってきていると言えます。

予測の自動化

2019年8月　
English / Japanese

今後1年間で多くの先進行が、自動化を予測分
析に結びつけるために、さらに緻密なアプロー
チをとることになるだろうと予測されています。
顧客はますます予測を期待するようになるでしょ
う。銀行が顧客の期待の先を行くために、自動
化と予測分析を組み合わせることによって、どの
ように顧客体験を改革する新しい機会が生み出
されるのか、本稿はこれらの疑問にお答えする
ペーパーを和訳したものです。

保険契約
ーNew on the Horizon／  
IFRS最新提案の解説ー
IFRS第17号の修正

2019年8月　
English / Japanese

本冊子では、IASBが2019年6月26日に公表し
た公開草案「IFRS第17号 保険契約の修正」に
ついて解説します。IFRS第17号の発効日に備え
る適用プロジェクトへの潜在的な影響を評価す
るのに役立つ設例やKPMGの所見も含まれてい 
ます。

home.kpmg/jp/CEOoutlook

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/amendments-to-ifrs-17-
insurance-contracts-noth.html

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/08/automating-the-
prediction-201908.html

KPMGでは、会計基準に関する最新情報、各国における法令改正および法規制の情報、また各業界での最新のトピック等、
国内外の重要なビジネス上の課題を、「Thought Leadership」としてタイムリーに解説・分析しています。
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出版物のご案内

株式報酬の会計実務 日本基準とIFRSの論点詳解
2019年12月刊行予定

【編】あずさ監査法人
中央経済社
わが国では最近、役員・従業員に対する報酬としてストック・オプションや譲渡制限付株式を付与するケースが
増えてきています。2019年の秋には関連する法改正が予定されており、こうした株式報酬がさらに利用しやすく
なり、諸外国並みに広く普及する可能性があります。
本書では、株式報酬を取り巻く法規制や税務上の取扱いにも触れながら、株式報酬の会計上の基本となる考
え方を整理したうえで、日本基準と国際財務報告基準（IFRS）の取扱いについて詳しく解説をしています。また、
ここ最近、さまざまなバリエーションの広がりを見せるわが国の株式報酬について、スキームごとに会計処理の
考え方の整理をしています。

第 1章   役員報酬制度等における 
株式報酬

第２章  株式に基づく報酬に係る 
会計の概要

第３章  日本基準の会計処理
第４章  IFRSの会計処理
第５章  日本基準とIFRSの相違点

第６章  株式報酬制度の分類別の
会計処理（日本基準・IFRS）

第７章  株式に基づく報酬に係る 
評価

第８章  株式に基づく報酬に係る 
税務

第９章  会社法の今後の方向性

業種別アカウンティング・シリーズⅡ 3.保険業の会計実務 （第2版）　　
2019年9月刊

【編】あずさ監査法人
中央経済社・544頁　4,800円（税抜）
本書は、業種別に業界の動向から会計処理、監査上のポイントまでを詳しく解説する、「業種別アカウンティン
グ・シリーズⅡ」の第3巻です。
本書では、生命保険業と損害保険業のそれぞれの特徴に触れながら、業界の歩み・動向、国内外の法規制、
リスク管理、保険会社特有の決算報告制度、主要業務プロセスとIT統制、勘定科目体系、期中および期末時
の会計処理、保険契約準備金の計上実務、ＩＦＲＳ保険契約の動向、内外監査の枠組みと保険監督等の主要
テーマを取り上げています。
第2版では初版の構成や内容は踏襲しつつ、新たなトピックとして海外事業の重要性が増したことを受け、連結
財務諸表の観点や海外の会計基準についての章を新設しています。

第 1編 　経営
　第 1章 　保険業界の概観
　第 2 章 　保険業の枠組み
　第 3 章 　生命保険業
　第 4 章 　損害保険業
　第 5 章 　 保険会社の組織と 

ガバナンス
第 2 編 　会計・税務
　第 1章 　 保険会計の意義・ 

特徴・体系

　第 2 章 　生命保険業
　第 3 章 　 損害保険業
　第 4 章 　 連結決算の実務および

IFRS/US GAAPの影響
第 3 編 　監査
　第 1章 　監査対象と監査の種類
　第 2 章 　 保険会社特有の 

監査手続
参考文献
索引

独立行政法人会計の実務ガイド （第3版）
2019年9月刊

【編】あずさ監査法人 パブリックセクター本部
中央経済社・432頁　4,300円（税抜）
本書は、「独立行政法人会計の実務ガイド（第2版）」の改訂版です。
独立行政法人の会計について、会計基準の解説、独立行政法人固有の処理、実務上直面する課題に関する設
例・仕訳例、図表を可能な限り多用し、よりわかりやすく解説しています。
加えて、今回の改訂では、直近の平成30年9月の会計基準改正および平成31年3月のQ&A改正内容に準拠し、
改正論点に対応する解説部分を充実するとともに、より実務に即した内容とするため一部項目の記載を見直し
ました。
また、新たに損益の発生原因分析について項を設け、損益分析手法について解説を加えたほか、会計処理およ
び財務諸表等間の整合性チェックリストを巻末に添付しました。

第 1 章 　独立行政法人の会計制度
第 2 章 　貸借対照表
第 3 章 　損益計算書
第 4 章 　 独立行政法人固有の会計

処理
第 5 章 　純資産変動計算書
第 6 章 　行政コスト計算書

第 7 章 　キャッシュ・フロー計算書
第 8 章 　その他開示書類
第 9 章 　外貨建取引
第10章　区分経理の原則
第11章　連結財務諸表
第12章　チェックリスト

勘定科目統一の実務
2019年7月刊

【編】KPMG／あずさ監査法人 アカウンティングアドバイザリーサービス
中央経済社・224頁　2,700円（税抜）
多くの日本企業が子会社ガバナンスを強化する必要に迫られています。グループガバナンス強化のためには、グ
ループの経営管理基盤を整備する必要があり、勘定科目統一による会計情報の質の向上はその重要な要素と
なります。
本書は、グループの勘定科目統一を目指す企業にとって、取組みを検討する手がかりとなるよう、その考え方や
進め方のポイントをまとめたものです。勘定科目統一のコンセプトだけではなく、実務上の留意点や実際の進め
方などにも可能な限り触れるように試みています。また、本書は、読者の置かれている状況に応じて関連する章
を読むだけで理解できるような構成としています。
本書がグループ経営管理基盤強化の取組みに繋がれば幸いです。

第1章　 勘定科目統一が求められる
背景

第2章　 勘定科目統一の意義
第3章　 統一勘定科目体系の 

策定のポイント

第4章　 勘定科目統一の 
システム対応のポイント

第5章　 勘定科目統一の 
進め方のポイント

第6章　 勘定科目統一の 
ケーススタディ

海外子会社リーガルリスク管理の実務
2019年9月刊

【編】KPMGコンサルティング 株式会社、ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）　
中央経済社・280頁　3,500円（税抜）
日本企業にとって、もはや生命線ともいえる海外事業の管理に関わる方々に、海外特有の法務・コンプライアン
スリスクの全体像とリスクに対応するための組織づくり・業務プロセスを理解いただくことを目的として企画・執
筆しました。
海外子会社の法務・コンプライアンスリスクに関しては、数百億円にも上る損害が発生する事例が多数発生す
る一方、多くの企業で部署・拠点ごとの個別対処による部分最適を重ねることで、効率性はおろか実効性にも
疑問のある管理がとられている例が散見されます。
全体最適に向けた改善・改革を進めるにあたり、前提となる法務・コンプライアンスリスクや海外子会社をとり
まく内外環境から説き起こし、組織・業務運営にかかる実務例や充足すべき要件等を幅広く解説しています。
また、KPMGの以下のウェブサイトにて、本書に関連する国内外当局のガイドライン等をとりまとめた参考資料
リンク集を掲載していますので、あわせてご覧ください。
home.kpmg/jp/legalrisk-book

第1編  海外事業における法的リスク
　第 1 章 　社内不正リスク
　第 2 章 　贈収賄汚職リスク
　第 3 章 　競争法リスク
　第 4 章 　労務リスク
　第 5 章 　人権侵害リスク
　第 6 章 　 プライバシーデータ 

管理リスク
　第 7 章 　貿易投資法リスク
　第 8 章 　環境法リスク
　第 9 章 　 資産保全リスク① 

―営業秘密
　第10章　 資産保全リスク② 

―商標保護
　第11章　 資産保全リスク③ 

―債権管理および保全

第2編  グローバル法務・コンプライ
アンス体制の整備・運用

　第 1 章 　海外子会社の内外環境
　第 2 章 　 グローバル法務・コンプ

ライアンスの全体像
　第 3 章 　ガバナンス・企業文化
　第 4 章 　法規制違反の未然予防
　第 5 章 　 法規制違反とその兆候

の早期発見
　第 6 章 　 法規制違反とその兆候

への対応
　第 7 章 　 法務・コンプライアンス

領 域におけるテクノロ
ジー活用

　第 8 章 　 グローバル法務・コンプ
ライアンス体制の構築
例

http://home.kpmg/jp/legalrisk-book


KPMGジャパンでは、企業会計・監査に関わる実務をはじめ、企業経営をめぐる最新のトピックや公会計実務等について、わかりやすく解説した
書籍を数多く出版しています。詳しい内容や書籍一覧につきましては、ホームページをご覧ください。また、ご注文の際は、出版社までお問い合わ
せください。 （●は2019年7月以降刊行）

ジャンル No. 書籍名 発行年月  出版社 頁数 価格（税抜） 編著者

IFRS関連

1 詳細解説　IFRS開示ガイドブック（第2版）  2019年  4月  中央経済社 876頁 8,700円

あずさ監査法人

2 論点で学ぶ国際財務報告基準（IFRS）  2019年  2月  新世社 480頁 3,400円
3 図解＆徹底分析　IFRS「新収益認識」 2018年  6月  中央経済社 348頁 3,600円
4 図解＆徹底分析　IFRS「新保険契約」  2018年  4月  中央経済社 308頁 3,500円
5 すらすら図解　新・IFRSのしくみ  2016年11月 中央経済社 200頁 2,000円
6 詳細解説　IFRS実務適用ガイドブック（第2版）  2016年  9月 中央経済社 1,488頁 9,200円
7 図解＆徹底分析　IFRS「新リース基準」  2016年  7月 中央経済社 280頁 3,200円

財務会計

1 株式報酬の会計実務　日本基準とIFRSの論点詳解 ● 2019年12月 中央経済社

あずさ監査法人
2 図解　収益認識基準のしくみ  2019年  3月 中央経済社 208頁 2,300円
3 会社法決算の実務（第13版）  2019年  2月 中央経済社 988頁 6,900円
4 徹底解説　税効果会計の実務 2018年  4月 中央経済社 368頁 4,000円
5 xVAチャレンジ　－デリバティブ評価調整の実際 －  2017年12月 金融財政事情研究会 776頁 8,000円 KPMG／あずさ
6 「会計上の見積り」の実務 2016年  5月 中央経済社 336頁 3,400円 あずさ監査法人

Q&A
会計シリーズ

1 Q&A 税効果会計の実務ガイド（第6版） 2016年   3月 中央経済社 304頁 3,000円
あずさ監査法人2 Q&A 連結決算の実務ガイド（第4版） 2015年  5月 中央経済社 368頁 3,400円

3 Q&A M&A会計の実務ガイド（第4版） 2014年  7月 中央経済社 340頁 3,200円

業種別
アカウンティング・
シリーズ

Ⅰ
1．建設業（第2版　2017年発行）　2．食品業　 
3．医薬品業　4．造船・重機械業　5．商社　6．小売業　 
7．不動産業（第2版　2018年発行）　8．運輸・倉庫業　 
9．コンテンツビジネス　10．レジャー産業

2010年  7月 中央経済社

あずさ監査法人

Ⅱ

2. 証券業の会計実務（第2版）　  2018年 3月 中央経済社 468頁 4,200円
3. 保険業の会計実務（第2版） ● 2019年  9月 中央経済社 544頁 4,800円
1．銀行業　4．自動車・電機産業　5．素材産業　 
6．化学産業　7．エネルギー・資源事業　 2012年  9月 中央経済社

税務
1 租税条約の実務詳解 

―  BEPS防止措置実施条約から情報交換・相互協議・仲裁まで  2018年12月 中央経済社 424頁 4,300円
TAX2 タックス・ヘイブン対策税制の実務詳解  2017年12月 中央経済社 468頁 4,600円

3 BEPS移転価格文書の最終チェックQ&A100  2017年12月 中央経済社 280頁 3,000円
1 海外子会社リーガルリスク管理の実務 ● 2019年 9月 中央経済社 280頁 3,500円 KC

2 勘定科目統一の実務 ● 2019年 7月 中央経済社 224頁 2,700円 あずさ監査法人

経営

3 不動産投資法人（REIT）の理論と実務（第2版）  2019年 6月 弘文堂 584頁 5,800円 あずさ／TAX

4 経理・財務担当者のための「経営資料」作成の全技術  2019年 6月 中央経済社 496頁 5,400円 あずさ監査法人

5 SDGs・ESGを導くCVO（チーフ・バリュー・オフィサー）
―次世代CFOの要件  2019年 5月 東洋経済新報社 232頁 3,400円 KPMG

6 RPA導入ガイド　仕組み・推進・リスク管理  2019年 4月 中央経済社 224頁 2,500円
KC7 マルチクラウド時代のリスクマネジメント入門（電子書籍）  2019年 3月 翔泳社 104頁 700円

8 まるわかり電力システム改革2020年決定版  2019年 2月 日本電気協会新聞部 264頁 2,000円
9 ASEAN企業地図　第2版  2019年 1月 翔泳社 216頁 2,600円 FAS

10 BtoB決済デジタライゼーション 
XML電文で実現する金融EDIと手形・小切手の電子化  2018年12月 金融財政事情研究会 212頁 1,600円 KPMG

IPO

1 Q&A 株式上場の実務ガイド（第3版）  2019年  3月 中央経済社 416頁 3,800円
あずさ監査法人2 これですべてがわかるIPOの実務（第4版）  2019年 2月 中央経済社 468頁 4,800円

3 IPOと戦略的法務－会計士の視点もふまえて 2015年  1月 商事法務 360頁 3,200円

内部統制
内部監査
不正

1 これですべてがわかる内部統制の実務（第4版）  2018年  7月 中央経済社 412頁 4,400円 あずさ監査法人
2 不適切会計対応の実務 －予防・発見・事後対応  2018年  3月 商事法務 352頁 3,800円 あずさ／TAX

3 図解 CAAT実践入門－データ活用による内部監査の高度化 2015年  1月 中央経済社 192頁 2,200円 あずさ監査法人

海外
1 中国子会社の投資・会計・税務（第3版）  2018年  8月 中央経済社 1,096頁 12,000円

KPMG／あずさ2 中日英・日中英　投資・会計・税務　用語辞典  2016年12月 税務経理協会 353頁 3,400円
3 インドの投資・会計・税務ガイドブック（第3版） 2016年  6月 中央経済社 372頁 3,800円

公会計等

1 独立行政法人会計の実務ガイド（第3版） ● 2019年 9月 中央経済社 432頁 4,300円

あずさ監査法人
2 学校法人会計の実務ガイド（第７版）  2019年 3月 中央経済社 448頁 4,600円
3 社会福祉法人会計の実務ガイド（第3版）  2018年  3月  中央経済社 312頁 3,400円
4 公益法人会計の実務ガイド（第4版）  2017年  4月 中央経済社 344頁 3,800円

出版物に関し、さらに詳しい情報につきましては、ホームページをご覧ください。ご注文の際は、直接出版社までお問い合わせください。
home.kpmg/jp/publication
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KPMGジャパンにおいては、新興国を中心に24ヵ国の日本語版海外投資ガイドを発行し、ウェブサイトにおいて公開しています。新規投資や既存
事業の拡大など、海外事業戦略を検討する上での有益な基礎情報です。投資ガイドはPDFファイル形式ですので、閲覧、ダウンロード、印刷が可
能です。

現在、ウェブサイトにて公開している24ヵ国の日本語版海外投資ガイド一覧です。
今後は、改訂版や新しい国の海外投資ガイドが発行されるタイミングで、アップデートいたします。
詳細は下記URLをご参照下さい。
http://home.kpmg/Jp/investment-guide

投資ガイド（掲載国） 発行年

フィリピン 2019年

ベトナム 2018年

マレーシア 2019年

ミャンマー 2018年

トルコ 2014年

イタリア 2019年

投資ガイド（掲載国） 発行年

ロシア 2017年

ブラジル 2013年

ペルー 2017年

南アフリカ 2018年

香港 2018年

アラブ首長国連邦（UAE） 2019年

投資ガイド（掲載国） 発行年

インド 2018年

韓国 2019年

インドネシア 2015年

シンガポール 2018年

タイ 2016年

台湾 2018年

投資ガイド（掲載国） 発行年

ベルギー 2017年

スペイン 2018年

チェコ 2017年

ドイツ 2018年

ハンガリー 2019年

ポーランド 2014年

Brexit（英国のEU離脱：ブレグジット）に関する解説
KPMGジャパンでは、英国のEU離脱（Brexit）を受け、これに対応すべく日本語情報を集約した特設サイトを公開しています。
ウェブサイトにおいては、マネジメントが検討すべき事項や、税制および産業分野別におけるBrexitの影響、セミナー資料を中心に有益な日本語
資料を掲載しています。
home.kpmg/jp/brexit

2019年度版　マレーシア投資ガイド
Japanese
本投資ガイドは、マレーシアに投資またはマレーシア
にて事業を検討されている企業の皆様に、情報提供
を目的としてKPMGが発行している出版物です。事業
活動にあたって準拠しなければならない諸法規の要
請、並びに税制や諸条件の概略を説明しています。 
2019年3月22日更新
https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2013/10/malaysia.html

2018年度版　フィリピン投資ガイド
Japanese
本投資ガイドではフィリピンへの投資方法について
解説するとともに、事業規制、税制、投資に対する優
遇措置について説明します。特に税制については法
人所得税、源泉税、付加価値税、個人所得税など幅
広く解説しています。
2019年01月07日更新
https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2015/09/philippines.html

2019年度版　ハンガリー投資ガイド
Japanese
中東欧諸国の主要国の1つである、ハンガリーで事業
展開するためには、事業に関する法制度から、労務環
境、会計、税務についての基本的な理解が不可欠で
す。本冊子では、外国企業による投資形態、投資優
遇措置、ならびに会社法、労働法、会計、監査および
税務に関する一般的な留意事項を説明しています。
2019年10月3日更新
https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2013/10/hungary.html

ハンガリー
投資ガイド

2019年7月

kpmg.hu

韓国のビジネス実務ガイドブック2019
Japanese
本ビジネス実務ガイドブックはKPMGソウル事務所
の三晸（サムジョン）会計法人が収録したもので、韓国
で企業活動を行うにあたって必要となる各種制度の
うち、重要なものを選定しており、韓国への進出を考
える企業から、すでに韓国へ進出している企業まで、
幅広い読者の方を対象に内容を充実させております。
2019年3月27日更新
http://jpn.kr.kpmg.com/?lang=kr&tid=18&l1id 
=124
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世界各国に駐在している日本人および日本語対応が可能なプロフェッショナルが、
海外法人および海外進出企業に対してサービスを提供します。
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【特集】
デジタル技術により
変貌する会計監査
～「人×AI」がもたらす新たな可能性

home.kpmg/jp/kpmg-insight

【Focus】

キャッシュリターンを意識した
財務フレームワーク
ーROIC経営の死角に対応するー
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