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紛争鉱物規制　初年度の実務対応 第 2 回
株式会社 KPMG FAS
ディレクター　伊藤　益光

紛争鉱物の調査について、第１回では、影響を受ける企業とその留意点、調査
の事前準備について解説しました。第 2 回目となる本稿では、調査票の回収か
ら調査結果の取りまとめプロセスを概観し、調査プロセスにおいて避けられない
問題について言及します。また、調査票の回収率は、企業の紛争鉱物調査への
取組みの真剣度を示す重要なバロメーターになり、NGO がもっとも注目してい 
る測定値となりますので、回収率を上げるキーワードについてもご紹介します。
なお、本文中の意見に関する部分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】
◦  調査票はあらかじめ準備したフローに従って効率良く回収することが重要

となる。
◦  調査票回収から結果取りまとめまでのプロセスにおいて、あらかじめ想定

される問題を洗い出し、対応策を考えておく必要がある。
◦  調査票の回収率向上には、「コミュニケーション」、「正確な理解と協調」、「効

率の良いフォローアップ体制」という 3 つのキーワードに着目する。
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Ⅰ 調査票の回収から調査結果の 
取りまとめプロセスの概観

ここでは、調査票の回収から結果の取りまとめまでのプロセ

スを概観します。サプライヤーに対して調査票を送付したら、
できる限りの回収を行います。

ここでいう調査票とは、一般に広く使用されているEICC/
GeSIのテンプレートを指します（AZ Insight Vol. 51/May 2012 
参照）。調査票の回収から調査結果の取りまとめまでのプロセ

図表1　調査票の回収から結果の取りまとめまで
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回答の検証・分析

追加調査

更新有無の確認

調査結果の取りまとめ

製品の紐付け

OECDガイダンスでは調査データを最低５年間保管することを要求

ステップ1
調査票の回収

サプライヤーより回収した調査票
を受領（回答内容を確認し、必要に
応じて再回答、修正を依頼）

調査票の集計後、回答内容を精査
し、適宜回答の正確性を検証

調査対象期間が 2013 年 12 月ま
でカバーしていない場合、調査完
了日より 2013 年 12 月末までの
変更の有無を確認

調査結果の取りまとめを行い、リ
スクが高いサプライヤーに対する
措置を検討

製品を構成する部材とサプライ
ヤーからの結果の紐付けを実施

DRC コンフリクトフリーまたはス
クラップ／リサイクルと判断でき
ない回答に対して、追加調査を実施

受領した回答の集計（集計方法は、
継続プロセスの検証方法等に沿っ
た対応が必要）

ステップ2
回答の検証・分析と追加調査

ステップ3
調査結果の取りまとめ
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スは、全体プロセスの中でも最も長いプロセスでかつ、全体
の工数の半分以上を占めます。

ここではステップを3つに分け、調査票の回収（ステップ1）、
回答の検証・分析と追加調査（ステップ2）、調査結果の取りま
とめ（ステップ3）としています（図表1参照）。

Ⅱ 調査プロセスの流れ

【ステップ1：調査票の回収】
サプライヤーより調査票を回収し、その回答内容を確認し、

必要に応じて再回答、修正を依頼します。受領した回答内容
を集計しますが、その集計方法は、継続プロセスの検証方法

（形式／真偽チェックなど）に沿った対応が必要です。

【ステップ2：回答の検証・分析と追加調査】
調査票の集計後、回答内容を精査し、回答の正確性を適宜、

検証します。回答をリスクカテゴリーに分類・整理して真偽
チェックし、その後、サプライヤーのリスク評価を実施します。
追加調査は、DRCコンフリクトフリーまたはリサイクル／スク
ラップと判断できない回答に対して実施します。

【ステップ3：調査結果の取りまとめ】
更新有無の確認は、調査対象期間が2013年12月までカバー

していない場合、調査完了日より2013年12月末までの変更の
有無を確認するために実施します。

調査結果の取りまとめでは、分析結果から導き出されるリス
クを軽減する措置を検討します。リスクが高いサプライヤーに
対する企業としてとりうる措置を検討することは重要です。製
品の紐付けは、製品を構成する部材とサプライヤーからの回
答結果の紐付けを実施します。

Ⅲ 調査プロセスを阻むもの

それぞれのステップでは、悩ましい問題点が存在し、避け
て通ることはできません。

【ステップ1：調査票の回収】
① 調査票の回収率をどのように上げれば良いのか

国内であっても最初の3 ヵ月の回収率は高くありません。ま
してや海外は相当低くなります。ただし、調査およびフォロー
アップ体制次第で回収率を上げることはできます。

② 有効回答率をどのように上げるのか
ここでいう有効回答率というのは、企業が定義する必須項

目を満たしている回答の割合のことです。エラーチェックとそ
のフォローアップによってその割合は大きく左右されます。

③ 膨大な回収データをどのように集計するのか
回収データ量は非常に多く、かつ重複が大量に発生します。

データの統合は、手作業で対応できる数ではない場合もあり
ます。また、データを正規化するには何万件というデータの重
複を排除して一元化しなければならず、EICC/GeSIのテンプ
レート以外の異なるフォーマットやPDFなども集計しなけれ
ばなりません。なかでも製錬所／精錬所名を名寄せする作業
工数は膨大です。

【ステップ2：回答の検証・分析と追加調査】
① SEC開示規則が要求する「信じる理由」とは何なのか

Yes/Noの回答だけではその背景にあるものを理解できませ
んので、やはり何らかの証拠が必要になるでしょう。

② 回答の真偽をどこまで検証するのか
こちらも「信じる理由」になるのですが、KPMGの調査では、

検証対象となった回答のうち、16%が不正確であったという結
果も出ています。したがって、何らかの形で検証を実施する
ことは避けられないと考えられます。

③ 追加調査はどこまで必要か
検証結果に依存しますが、不正確なデータの追加調査には

工数がかかります。そこで、あらかじめ統計的なサンプリン
グを定義して、調査対象を決定する方法もあります。しかし、
DRCまたは周辺国であると判明した場合、追加調査は必須と
なります。

【ステップ3：調査結果の取りまとめ】
① 更新有無をどのように確認するか

特にSEC上場企業は注意が必要です。9月30日までを調査
期間として指定した場合、残りの3 ヵ月間の変更の有無をサプ
ライヤーに確認する必要があります。

② どのように調査結果を分析し、リスク評価をするのか
調査結果に基づきOECDガイダンスで要求されているリスク

評価を実施し、特定されたリスクに対して対応策を策定する
必要があります。

③ 製品との紐付けは可能か
最終的には製錬所／精錬所と製品を紐付け、どの製品が

DRCコンフリクトフリーであるか特定したいでしょう。しか
し、このためには部品単位で調査をしていなければ困難です。

なお、ステップ1 ～ 3までで入手した証跡は、OECDガイダ
ンスに従い最低5年間保存しておく必要があります。
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Ⅳ 調査票の回収率を上げる

ここまで一連の流れを見てきましたが、調査票の回収率を
いかに上げるのかというのが最初の関門です。というのも、回
収率はEICC/GeSIのテンプレートで記載を要求されており、
サプライヤーの紛争鉱物調査に対する取組み度合いを測る1つ
の尺度になっています。また、SEC上場企業に至っては、回
収率はNGOが最も注目している測定値でもあり、開示してい
くことになりますので、注意が必要です。

平均的な回収率は3 ヵ月で40%程度、6 ヵ月かけてようやく
100%に到達しますので、ここでのキーワードは「コミュニケー
ション」と言えます。「コミュニケーション」においては、サ
プライヤーとの意思伝達手法が重要となります。その手法は、
通知状の送付、電話、サプライヤー説明会やトレーニングの
開催、Webトレーニング、サプライヤー・サーベイなど6つほ
どあります。うまく効率的に組み合わせて活用することで効果
を発揮します。ここでのキーワードは「正確な理解と協調」と
なります。

また、調査票の回収率は調査体制に依存します。本社集中
購買であれば一斉調査できますが、BUまたは子会社単位とな

ると各所でバラバラな個別調査が必要となります。企業の取
引形態によって最も適した調査体制は異なりますので、サプ
ライヤーとコミュニケーションが取りやすい体制が一番望まし
く、ここでは「効率の良いフォローアップ体制」がキーワード
となります（図表2参照）。

以上、3つのキーワードに注意しながら、効果的に調査票の
回収率を上げて行っていただきたいと思います。

これら調査票の集計方法、検証・分析、結果の取りまとめ
および報告／開示については、次回で詳述したいと思います。

図表２　調査票の回収

BU毎、会社毎に実施

手法 追加情報
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Webトレーニング

サプライヤー・
サーベイ
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100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

通知状はサプライヤーに対して自
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個別または多数のサプライヤーに
対して必要な情報を入手するアプ
ローチや紛争鉱物対応の重要性を
理解して役立てる

全サプライヤー対して同時にベー
スライン情報を提供することで、一
対一のコミュニケーションを促進
する
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【バックナンバー】
「紛争鉱物規制　初年度の実務対応 第 1 回」
（KPMG Insight Vol. 1/July 2013）
「米国の紛争鉱物開示規定に対する日本企業の対応」
「第 1 回」（AZ Insight Vol. 50/Mar 2012）
「第 2 回」（AZ Insight Vol. 51/May 2012）
「第 3 回」（AZ Insight Vol. 52/July 2012）
「第 4 回」（AZ Insight Vol. 53/Sep 2012）
「第 5 回」（AZ Insight Vol. 55/Jan 2013）

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

紛争鉱物規制センター・オブ・エクセレンス（CoE）※

株式会社 KPMG BPA 
取締役　パートナー　
井口　耕一
TEL：03-5218-6787
koichi.iguchi@ jp.kpmg.com

株式会社 KPMG FAS 
ディレクター 
伊藤　益光
TEL：03-5218-8837
masumitsu.ito@ jp.kpmg.com

※  紛争鉱物規制センター・オブ・エクセレンス（CoE）では、
専門家を日米で有しています。詳しくは下記の URL を
ご参照ください。 

 （日本）
	  http://fas -group.kpmg.or.jp/services/others/

supplychain-due-diligence
 （米国）
	  http://www .kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/

ArticlesPublications/Pages/conflict-minerals-provision-
dodd-frank.aspx

 その他の拠点： 英国、豪州、シンガポール、 
コンゴ民主共和国（DRC）

紛争鉱物規制で変わる
サプライチェーン・リスクマネジメント
〜人権問題とグローバルCSR調達〜

2013 年 3 月刊
【著】KPMG ／あずさ監査法人
東洋経済新報社
256 頁　4,410 円（税込）

ドッド・フランク法の紛争鉱物規制が 2013 年 1月より実務
適用され、今後新たな人権問題が企業経営に影響を及ぼすこ
とが想定されます。本書では、サプライチェーンにおける人権
問題を理解し、法規制および国連や OECD 等による国際的
なイニシアティブを紹介したうえで、紛争鉱物の問題、先進国
の動向、具体的対応、開示における将来の統合報告に至るま
で解説しています。
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会計トピック①

IFRS Digest　2013.6 -7
有限責任 あずさ監査法人　IFRS 本部

本稿は、あずさ監査法人のホームページ上に掲載している IFRS Digest（http://
www.azsa.or.jp/serviceline/ifrs/news/ifrs-digest）を部分的に抜粋、再編集した、
2013年6月1日から 2013 年7月31日までの国際財務報告基準（IFRS）を巡る、
国際会計基準審議会（IASB）、米国財務会計基準審議会（FASB）および企業会
計基準委員会（ASBJ）の主な動向、ならびに欧州、米国および日本の監督機関
におけるIFRSの導入・適用を巡る動向についての要約である。
さらに詳しい情報については、あずさ監査法人ホームページの IFRS Digest 
13-6、IFRS Digest 13-7を参照のこと。

 

Ⅰ IASB および欧州等の動向

IASB の動向

1. 公開草案「保険契約」の公表（2013年6月20日）

この公開草案は、IASBが2010年に公表した公開草案
（ED/2010/8）「保険契約」に対するコメントを踏まえ、FASB
と共同で審議を重ねた結果として再公表されたものである。
保険契約の会計処理について原則主義に基づく単一の基準書
を策定することにより、財務情報の透明性を改善し、会計処
理のばらつきを削減することを目的としている。この内容につ
いては本誌会計トピック③IASB公開草案「保険契約」の概要
を参照のこと。

2.  公開草案「農業：果実生成型植物（IAS第16号および
IAS第41号の改訂案）」の公表（2013年6月26日）

この公開草案は、果実生成型植物とその生産物とを区別し、
果実生成型植物についてはIAS第41号「農業」の範囲に含めず
にIAS第16号「有形固定資産」を適用すること、および生産物
にはIAS第41号を適用することを提案している。

3.  「デリバティブ契約の更改とヘッジ会計の継続（IAS
第39号の改訂）」の公表（2013年6月27日）

この最終基準書により、ヘッジ手段に指定したデリバティブ
の契約相手を中央清算機関等に変更するようにデリバティブ

契約を更改するケースについて、一定の要件を満たす場合に
は、ヘッジ関係の継続が認められることになる。

4.  討議資料「『財務報告に関する概念フレームワーク』の
見直し」の公表（2013年7月18日）

この討議資料は、改訂版の「概念フレームワーク」の公表に
向けた最初のステップであり、現行の「概念フレームワーク」
の適用上の問題点に関する当初の見解やコメントを募ること
を主な目的とするものである。このため、この討議資料は、公
開草案に含まれるであろうすべての論点を取り扱うものではな
く、また、いくつかの論点に関するIASBの予備的見解を含ん
でいる。この内容については本誌会計トピック②IASB討議資
料「『財務報告に関する概念フレームワーク』の見直し」の概要
を参照のこと。

5.  報告書およびフィードバック文書 
「 導入後レビュー：IFRS第8号『 事業セグメント』」の
公表（2013年7月18日）

この報告書は、IASBが2012年7月に公表した情報募集「導
入後レビュー：IFRS第8号『事業セグメント』」に寄せられた
フィードバックと「導入後レビュー」のプロセスの概要を説明
するものである。この報告書によれば、IASBは、IFRS第8号
は概ね当初の目的とおり機能していると結論付けている。特
定の論点についてはさらなる調査が必要であるとしているもの
の、それらの論点について現時点で会計基準の改訂を提案す
るものではない。今後の検討は、U.S. GAAPとのコンバージェ
ンスの観点からFASBと連携して進められる予定である。

http://www.azsa.or.jp/serviceline/ifrs/news/ifrs-digest/index.html
http://www.azsa.or.jp/serviceline/ifrs/news/ifrs-digest/index.html
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Insurance-Contracts/Exposure-Draft-June-2013/Documents/ED-Insurance-Contracts-June-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Bearer-biological-assets/Exposure-Draft-June-2013/Documents/ED-Agriculture-Bearer-Plants-June-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-provides-relief-for-novation-of-derivatives-June-2013.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Discussion-Paper-July-2013/Documents/Discussion-Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/PIR/IFRS-8/Documents/PIR-IFRS-8-Operatihg-Segments-July-2013.pdf
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IFRS Digest　2013.6 -7
有限責任 あずさ監査法人　IFRS 本部

本稿は、あずさ監査法人のホームページ上に掲載している IFRS Digest（http://
www.azsa.or.jp/serviceline/ifrs/news/ifrs-digest）を部分的に抜粋、再編集した、
2013年6月1日から 2013 年7月31日までの国際財務報告基準（IFRS）を巡る、
国際会計基準審議会（IASB）、米国財務会計基準審議会（FASB）および企業会
計基準委員会（ASBJ）の主な動向、ならびに欧州、米国および日本の監督機関
におけるIFRSの導入・適用を巡る動向についての要約である。
さらに詳しい情報については、あずさ監査法人ホームページの IFRS Digest 
13-6、IFRS Digest 13-7を参照のこと。

 

6.  IASBのHans Hoogervorst 議長のスピーチ（2013年6
月27日）

IASBのHans Hoogervorst議長は2013年6月27日、アムス
テルダムで開催されたIFRS財団カンファレンスでスピーチを
行った。Hoogervorst議長はスピーチの中で、主に（a）グロー
バルな会計基準の進捗状況、（b）現在の作業計画（貸倒損失の
引当、保険、概念フレームワーク）および（c）財務諸表の開示
の改革の3つのトピックについて概括している。そのうち、（a）
グローバルな会計基準の進捗状況では、各国・地域における
IFRSの採用状況を説明するとともに、日本におけるIFRSの採
用状況についても言及した。

7.  IASB、IFRS第10号およびIFRS第12号の影響度分析を
公表

IASBは2013年7月、IFRS第10号「連結財務諸表」および
IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の影響度分析（Effects 
Analysis）を更新した。これは、2012年6月に行われたIFRS第
10号およびIFRS第12号の移行規定の改訂を受け、2011年9月
に公表された当初の影響度分析を改訂したものである。

8.  IASBとFASB、収益認識に関する共同の移行リソース・ 
グループの形成を予定（2013年7月26日）

IASBとFASBは、収益認識に関する最終基準書に対応する
ために、共同の移行リソース・グループを組成する予定である
ことを公表した。

9. 人事関連

IFRS財団の評議員会は2013年7月4日、三井物産株式会社
の代表取締役 専務執行役員 CFOの岡田譲治氏（アジア・オセ
アニア）を評議員に任命したことを公表した。岡田氏の任命は、
2013年6月の島崎憲明氏の退任を受けたものである。岡田氏
の任期は直ちに開始され、2015年12月31日に満了となるが、
さらに3年の再任が可能である。

この任命は、IFRS財団のモニタリング・ボードにより承認
された。また、Duck-Koo Chung氏（アジア・オセアニア）、
Dick Sluimers氏（欧州）、Antonio Zoido氏（欧州）の2期目の
再任についても承認された。

10. その他最近開催された国際会議

2013年6月から7月に開催された、IASB関連の主な国際会
議は以下のとおりである。
－ IFRS 諮問会議（2013 年 6 月10-11日、ロンドン）

－  G20 財務大臣・中央銀行総裁会議（2013 年 7月19-20 日、
モスクワ）

その他

1.  FEIカナダ、IFRSへの移行コストに関する研究成果を
公表（2013年7月16日）

財務管理者協会（Financial Executives International：FEI）
カナダは、カナダ会計基準からIFRSに移行する際に、カナ
ダの企業が負担したコストに関する研究成果を公表した。こ
のリサーチは、会計基準監視評議会（Accounting Standards 
Oversight Council：AcSOC）とIFRS財団の共同出資で行われ
たものである。

Ⅱ 米国の動向

FASBの動向

IASBとFASBは、IFRSと米国会計基準（U.S. GAAP）と
のコンバージェンスを進めてきたが、一部の内容については
FASBが独自でIASBとは異なる審議を進めている。以下1.で
は関連するプロジェクトについて説明する。

1.  ASU 第 2013-08 号「金融サービス－投資会社（Topic 
946）：適用範囲、測定及び開示規定の改訂」の公表

（ 2013 年6月7日）

FASBは、ASU第2013-08号「金融サービス－投資会社
（Topic 946）：適用範囲、測定及び開示規定の改訂」を公表し
た。このASUは、2013年12月16日以降開始する会計年度の
報告期間より適用される。早期適用は禁止されている。

このASUの主な内容は以下のとおりである。
・  本 ASU が定義する投資会社は、1940 年投資会社法の規制

対象となる企業、または、本 ASU に規定するいくつかの基
本的な特徴を有している企業である。本 ASU には基本的な
特徴以外の投資会社の典型的な特徴も列挙され、それらの
特徴を満たさない場合でも、企業が直ちに投資会社に該当し
ないわけではないものの、その場合は企業の活動が投資会
社の活動と整合するか否かを決定するために追加的な判断を
行う必要がある。

・  投資会社は、投資先に対する投資を公正価値で測定し、公
正価値の変動を損益計算書に認識する。ただし、投資会社が、
他の投資会社に対する支配財務持分を有しているケースにつ
いての会計処理は明確ではない。

・  追加の開示項目として、投資会社である旨、投資会社として

http://www.azsa.or.jp/serviceline/ifrs/news/ifrs-digest/index.html
http://www.azsa.or.jp/serviceline/ifrs/news/ifrs-digest/index.html
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Pages/Hans-Hoogervorst-Speech-Amsterdam-June-2013.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Consolidation/Consol-disclosure/Documents/Effect-Analysis-IFRS 10-and-IFRS-12-Updated-July-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-and-FASB-to-form-joint-transition-resource-group-for-revenue-recognition-July-2013.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Governance/Pages/Trutees-announcement-July-2013.aspx
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/AC-Jun-13.aspx
http://www.g20.org/news/20130720/781661760.html
https://portal.feicanada.org/enews/file/Press Releases/2013/IFRS Transition Cost Survey - Press Release - FINAL.pdf
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176162892052
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176162892052
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のステータスの変更、投資先への財務的支援に関する情報が
要求されている。

2.  ASU案「保険契約（Topic 834）」の公表（2013年6月
27日）

FASBは、ASU案「保険契約（Topic 834）」を公表した。こ
のASU案は、発行企業および保有企業の種類に関係なく、発
行された保険契約および再保険契約、ならびに保有する再保
険契約に関する会計処理および財務報告を変更するものであ
り、通常は保険会社のみに適用され、類似の保険契約（たとえ
ば、一部の金融保証契約）を発行する非保険会社には適用さ
れない現行のU.S. GAAPを改訂するものである。再保険契約
を除き、このASU案は保険契約者の会計処理については取り
扱っていない。コメントの締切りは2013年10月25日である。

Ⅲ 日本の動向

金融庁の動向

1.  2013 年6月に開催された企業会計審議会総会・企画
調整部会合同会議

金融庁は2013年6月12日と6月19日に、企業会計審議会総
会・企画調整部会合同会議を開催した。

6月12日の合同会議では、国際会計基準への対応に関して当
面検討すべき具体的な課題とされている3つの論点（（1）任意
適用要件の緩和、（2）IFRSの適用の方法および（3）単体開示
の簡素化に関する議論の整理）について事務局から説明が行わ
れ、活発な意見交換が行われた。

また、6月19日の合同会議では、これまでの議論をまとめた
「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針
（案）」について事務局から説明が行われ、意見交換が行われ
た。一部の文言の追加により、合同会議において文案がほぼ
確定し、翌日公表された（概要についてはⅢ.2.を参照）。

2.  金融庁の企業会計審議会、「国際会計基準（IFRS）への
対応のあり方に関する当面の方針」を公表（2013 年 6
月20日）

金融庁の企業会計審議会は2013年6月20日、「国際会計基
準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」を公表した。
この報告書は、IFRSへの対応のあり方について、これまでの
企業会計審議会（Ⅲ.1.参照）における議論や国内外の動向等を
踏まえて、当面の方針として取りまとめられたものである。こ
の報告書の概要は図表1のとおりである。

ASBJ の動向

1. 第268回企業会計基準委員会（ 2013年7月10日）

第268回企業会計基準委員会では、IFRSのエンドースメン
ト手続に関する計画の概要、会計基準アドバイザリー・フォー
ラム（ASAF）電話会議の概要等に関する審議および報告が行
われた。

このうち、審議された「IFRSのエンドースメント手続に関
する計画の概要」の案においては、2013年6月19日に企業会
計審議会から公表された「国際会計基準（IFRS）への対応のあ
り方に関する当面の方針」を踏まえた、ASBJが実施するIFRS
のエンドースメント手続に関する計画の概要が記載されてい
る。ASBJにおいて、「エンドースメントされたIFRS」の開発を
速やかに進めていくことが必要と考えられること、「エンドー
スメントされたIFRS」は日本基準と同様にASBJの議決によ
り定められること、開発にあたっては一定の判断基準に従い
IASBが設定した個々の会計基準等を修正なしに採択可能か否
かを検討すること等が示されている。エンドースメント手続の
対象には国際財務報告基準（IFRS）、国際会計基準（IAS）、解
釈指針（IFRIC、SIC）が含まれ、ASBJによるエンドースメン
ト手続の完了目標のスケジュールは、IASBにより2012年12
月31日までに公表された会計基準等については、個別基準に
関する検討の開始から概ね1年とされている。

図表1　 「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する
当面の方針」の概要

IFRS任意適用要件の緩和

・  現行のIFRS の任意適用要件のうち、「上場企業」および 
「国際的な財務活動・事業活動」の要件は撤廃する。

IFRSの適用の方法

・  エンドースメントされた IFRS（強制適用前提ではなく、任
意適用企業を対象としたもの）を導入し、日本基準、米国
基準、ピュア IFRS を含めた 4 基準を並存させる。

・  エンドースメントする際に削除または修正する項目は、国
際的にも合理的に説明できる範囲に限定する。

・  具体的なエンドースメント手続は、ASBJ が検討した個別
基準を金融庁が指定する方式を採用する。

単体開示の簡素化

・  本表は会社法の開示水準と大きく異ならないため、会社
法の要求水準に統一することを基本とする。

・  注記、附属明細表、主な資産および負債の内容は、会社
法の開示水準と大きく異ならない場合は会社法の要求水
準とする。金商法の連結財務諸表で十分な情報が開示さ
れている場合、金商法の単体ベースの開示免除を基本とす
る。

http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175827217882&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/top_gijiroku.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/top_gijiroku.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130620-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130620-2.html
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20130710/20130710_268g.jsp


8

© 2013 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.

KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

会計トピック①

2.  IFRSのエンドースメントに関する作業部会の設置と
委員の選任（2013年7月25日）

ASBJは、IFRSのエンドースメント手続の検討にあたり、
「IFRSのエンドースメントに関する作業部会」を設置したこと、
および委員の構成を公表した。部会長はASBJ副委員長の小賀
坂氏であり、委員にはASBJのメンバーのほか、大手企業、証
券アナリスト協会や監査法人の構成員、大学教授も含まれて
いる。

その他

1.  日本取引所グループおよび日本経済新聞社、新指数に
係る骨子を公表

日本取引所グループ（JPXグループ）および日本経済新聞社
は2013年7月30日、共同で開発を進めている株価指数の骨子
を公表した。「新指数」の銘柄選定基準は、財務数値などによ
る定量的な指標（ROE等の資本効率性や、市場流動性等）に加
えて、定性的要素（ディスクロージャーに関する事項）を加味
するとされている。銘柄数は最大500銘柄程度となる予定であ
る。2013年6月13日付で自由民主党から公表された「国際会
計基準への対応についての提言」の中で、国際基準として評価
される新指数「グローバル300」（仮称）を取引所に創設するこ
とが提案されていた。

今後は、市場関係者からの意見を踏まえて検討が行われ、
2013年秋に構成銘柄および銘柄選定基準を含めた算出要領
を公表し、2013年末までに算出を開始することが予定されて 
いる。

2. 日本経済団体連合会（経団連）の公表物（2013 年 6
月 10 日）

経団連は、IFRSに関する以下の公表物を公表した。
－  今後のわが国の企業会計制度に関する基本的考え方～国

際会計基準の現状とわが国の対応～：
   今後の日本の企業会計制度に関する基本的な考え方と今

後の IFRS への対応のあり方に対する提言を行ったもの。
－  IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例（日本経済団体

連合会　IFRS 実務対応検討会）：
   2012 年 8 月に経団連企業会計委員会企画部会が設置した

「IFRS 実務対応検討会」（既に任意適用を開始している企
業および任意適用に向けた具体的な検討を開始している企
業の有志で構成）が、今後の各企業における任意適用の
検討の参考となるよう、IFRS 適用における各社の対応事
例を整理したもの。

3.  自由民主党、国際会計基準への対応についての提言を
公表（2013 年 6 月 13 日）

自由民主党（政務調査会　金融調査会　企業会計に関する
小委員会）は、「国際会計基準への対応についての提言」を公
表した。提言では、会計基準は日本経済の重要なインフラの1
つであり、その整備が経済再生への必須条件であるとされて
おり、安部首相は、今後3年間を、諸外国から日本国内への投
資を促進するための「集中投資促進期間」と位置付け、制度整
備等のあらゆる施策を総動員するという方針を示している。そ
の中で、IFRSについては戦略的な対応が必要であるとされて
おり、国際会計基準の経緯および現状についての概要を説明
した上で、今後の対応に関する基本的考え方および以下の具
体的方向性について提言を行っている（図表2参照）。なお、
この提言は、自民党日本経済再生本部が2013年5月10日に公
表した中間提言の内容と整合している。

図表2　国際会計基準への対応についての提言

姿勢の明確化 任意適用の拡大 発言権の確保 企業負担の軽減

■ 「単一で高品質な国際基準」
へのコミットをアピール

■ 「集中投資促進期間」の早い
時期に、強制適用の是非や
適用に関するタイムスケ
ジュールを決定

■ モニタリング・ボードのメ
ンバー要件「IFRSの顕著な
適用」を実現するため、
2016 年末までに 300 社程
度の企業が IFRS を適用す
る環境を整備

■ 任意適用企業数の拡大を図
るために、任意適用要件（①
上場企業である、②海外子
会社を有する企業である）
を撤廃

■ 国際標準として評価される
企業で構成される新指数
（ 「グローバル300 社」（ 仮
称））を取引所に創設

■ 以下の活動を通じて日本の
貢献と重要度を各国にア
ピールする

 • IFRS策定にかかわるポスト
  の確保

 • 積極的な意見発信

 • サテライトオフィスの有
  効活用

■ 指定国際会計基準制度に加
えて、日本として考えるある
べき IFRS を日本の会計基
準として取り込むシステム
を検討

■ IFRS 適用に伴う実務負担
の軽減に努める（特に、開示
負担の軽減）

■ 金融商品取引法の単体開示
については、会社法の計算
書類を活用して簡素化、効
率化を図る

http://www.tse.or.jp/news/17/130730_b.html
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf111_1.pdf
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf111_1.pdf
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/056.html
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/056.html
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/057.pdf
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf111_1.pdf
https://www.y-shiozaki.or.jp/contribution/pdf/20130511154955_RUvP.pdf
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【バックナンバー】
「IFRS Digest」（AZ Insight Vol.56/Mar 2013）
「IFRS Digest　2013.1-3」（AZ Insight Vol.57/May 2013）
「IFRS Digest　2013.4-5」（KPMG Insight Vol.1/July 2013）

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人　
IFRS 本部
TEL: 03-3548-5112（代表番号）
AZSA-IFRS@ jp.kpmg.com
担当：島田　謡子、飯嶋　めぐみ
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IASB討議資料「『財務報告に関する 
概念フレームワーク』の見直し」の概要
有限責任 あずさ監査法人
IFRS 本部　マネジャー　加藤　邦彦

国際会計基準審議会（IASB）は、2013 年 7 月 18 日、財務諸表の表示および開
示の基礎をなす諸概念に関する「財務報告に関する概念フレームワーク」の見
直しに関する討議資料（DP/2013/1）を公表しました。本討議資料のコメント
の締切りは 2014 年 1 月 14 日です。
なお、文中の意見に関する部分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】
◦  「財務報告に関する概念フレームワーク」は、会計基準（解釈指針を含む）

の開発、改訂にあたって、IASB が用いる概念をまとめたものである。改
訂後の「財務報告に関する概念フレームワーク」は、改訂後に開発、改訂
される会計基準に対して大きな影響を与えるため、今後の改訂動向に留意
する必要がある。

◦  「財務報告に関する概念フレームワーク」の開発に際して、IASB は、次の
ような、実務で問題が生じた分野や、他のプロジェクトによって開発され
た概念を反映するために更新が必要とされる分野に焦点を置いている。

 ①資産と負債の定義
 ②資産と負債の認識および認識の中止
 ③資本
 ④測定
 ⑤表示と開示
 ⑥当期純利益およびその他の包括利益

Ⅰ 背景

国際会計基準審議会（IASB）は、2013年7月18日、討議資
料（DP/2013/1）「『財務報告に関する概念フレームワーク』の見
直し」（以下「本討議資料」という）を公表しました。

2011年アジェンダ協議1において、「概念フレームワーク」
をIASBの優先プロジェクトとすることを多くの市場関係者が
支持したため、IASBは、中断していた「概念フレームワーク」

プロジェクトを、再開することを決定しました。
本討議資料は、改訂版の「概念フレームワーク」の公表に向

けた最初のステップであり、現行の「概念フレームワーク」の
適用上の問題点に関する最初の見解やコメントを募ることを
主な目的としています。このため、本討議資料は、公開草案
に含まれるであろうすべての論点を取り扱うものではありませ
ん。本討議資料にはまた、いくつかの論点に関するIASBの予
備的見解も含まれています。

	 	 加
か

藤
と う

　邦
く に ひ こ

彦
有限責任 あずさ監査法人

IFRS 本部
　マネジャー

1   2011 年アジェンダ協議は、IASB の作業計画の戦略的方向性と全体的なバランス、今後 3 年間の個別プロジェクトまたはアジェンダ領域の優先
順位に関して、財務報告に関心を持つすべての人々から意見を集めることを目的として IASB が実施したものである。
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Ⅱ 提案の概要

以下では、現行の「概念フレームワーク」からの重要な変更
を中心に、今回提案された「概念フレームワーク」の概要およ
びIASBの予備的見解を解説します。

1. 「概念フレームワーク」の主目的および位置付け

（1） 「概念フレームワーク」の主目的
本討議資料は、「概念フレームワーク」の主目的を、解釈指

針を含む会計基準（以下「会計基準」という）の開発および改
訂にあたり、IASBが首尾一貫して用いる概念を特定すること
により、IASBに資することであるとしています。

また、本討議資料は、「概念フレームワーク」において、
IASB以外の関係者が、既存の会計基準を理解し、解釈する際
や、特定の取引または事象に直接的に適用すべき会計基準が
存在しない場合に会計方針を決定する際にも、役立つことが
あることを明記すべきであるとしています。

（2） 「概念フレームワーク」の位置付け
現行の「概念フレームワーク」では、「概念フレームワーク」

そのものは会計基準ではなく、特定の会計基準に優先するも
のではないとされています。本討議資料は、このような「概念
フレームワーク」の位置付けを変更しないとしています。

また、本討議資料は、財務報告の全体的な目的を達成する
ために、「概念フレームワーク」の内容と矛盾する会計基準の
開発または改訂をIASBが公表するような稀な場合には、「概
念フレームワーク」の内容から乖離した旨とその理由について、
その会計基準の結論の根拠の中で説明しなければならないと
しています。

2. 資産と負債の定義

（1） 資産と負債の定義の改訂
現行の「概念フレームワーク」における資産と負債の定義を

改善するため、本討議資料は、資産と負債の定義を次のよう
に改訂することを提案しています。

現行の定義 提案された定義

（企業の）
資産

過去の事象の結果として
企業が支配し、かつ、将
来の経済的便益が当該企
業に流入すると予想される
資源

過去の事象の結果として
企業が支配する、現在の
経済的資源

（企業の）
負債

過去の事象から発生した
企業の現在の義務で、そ
の決済により、経済的便
益を有する資源が当該企
業から流出することが予想
されるもの

過去の事象の結果として
経済的資源を移転する、
企業の現在の義務

経済的 
資源

定義はない 経済的便益を生み出す能
力を有する権利、その他
の価値の源泉

また、本討議資料は、資産と負債の定義および認識要件に
おいて、不確実性が与える影響について議論しています。

現行の「概念フレームワーク」では、不確実性が、次のよう
な影響を与えています。

・  現行の資産と負債の定義に、将来の経済的便益（または、資源
の将来の流出）が「予想される（expected）」という概念が含ま
れている。

・  現行の認識要件では、資産または負債は、その項目に関連する
将来の経済的便益が企業に流入する可能性または企業から流出
する可能性が高いことが求められる。

不確実性についての IASB の予備的見解は、次のとおりです。

・  資産と負債の定義は、流入または流出が「予想される」という
概念を引き継ぐべきではない。資産は経済的便益を生み出しう
る性質を、負債は経済的資源の移転をもたらしうる性質を有し
ていなければならない。

・  資産または負債が存在するか否かについて不確実性がある稀な
ケースのために、「概念フレームワーク」は、蓋然性の閾値を設
定すべきではない。特定の種類の資産または負債が存在するか
否かについて重要な不確実性が存在しうる場合、その不確実性
をどのように扱うのかについては、IASB がそのような種類の資
産または負債に関する会計基準を開発または改訂する時に決定
することとなる。

・  資産と負債の認識要件から、蓋然性に関する記述を除くべきで
ある。

この予備的見解で言及されている、資産または負債が存在
するか否かについて不確実性が存在する場合として、たとえ
ば、訴訟が考えられます。訴訟においては、損害賠償や罰金
を支払うか否かについて不確実性が存在することがあるため
です。

（2） 資産と負債の定義を支える追加的なガイダンス
本討議資料では、資産と負債の定義を支えるために、次の

ガイダンスを提案しています。

資産の定義 ・  「経済的資源」の意味
・  「支配」の意味

負債の定義 ・  「経済的資源の移転」の意味
・  推定的義務
・  「現在の」義務の意味
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資産と負債の 
両方の定義

・  契約上の権利と契約上の義務の実態の報告
・  未履行契約

本討議資料において最も詳細に議論されているのは、推定的 
義務に関する議論と、「現在の」義務の意味に関する議論です。

① 推定的義務に関する議論
IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」では、負債は

法的義務または推定的義務から生じるものとされており、推定
的義務は次のように定義されています。

推定的義務とは、次のような企業の行動から発生した義務をいう。
・  確立されている過去の実務慣行、公表されている方針または十

分に具体的な最近の声明によって、企業が外部者に対しある責
務を受諾することを表明しており、 

・  その結果、企業はこれらの責務を果たすであろうという妥当な
予測を外部者に惹起している。 

推定的義務については、推定的義務が生じているか否かを、
生じている場合はその範囲を判断することが困難であり、ま
た、推定的義務の定義を解釈することが容易でないという問
題が実務において生じています。

特に推定的義務の定義の解釈において、企業が、特定の行
動が他の実行可能な代替手段よりも明らかに経済的に利点が
あるために、その行動を実施することが経済的に強制されて
いるのみで、他の当事者に対する義務が生じていない状況に
おいて、推定的義務に含まれると解釈されることがあります。
IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」では、リストラ
クチャリングの詳細な計画を公表した場合に、事業のリストラ
クチャリングについて推定的義務を有するとしています。しか
し、2005年に公表されたIAS第37号 ｢引当金、偶発負債及び
偶発資産｣およびIAS第19号「従業員給付」の修正の公開草案
では、この場合においても、企業は、計画の実行を経済的に
強制されることはあるものの、他の当事者に対する義務を有し
ていない企業は計画に拘束されないため、計画を撤回するこ
とによって資源の流出を回避することが可能である、といった
理由から、企業はリストラクチャリングについての推定的義務
を有していないと考えられています。このため、同公開草案で
は、現行のIAS第37号 ｢引当金、偶発負債及び偶発資産｣のリ
ストラクチャリングについての取扱いが削除されていました。

本討議資料では、このような問題への対応方法が議論され
ています。

議論の中で、負債の定義を、他の当事者が企業に対して強
制可能な義務に限定することも検討されましたが、本討議資
料に含まれるIASBの予備的見解では、法的義務と推定的義務
の両方を含む現行の負債の定義を維持することや、推定的義
務と経済的強制を識別するために次のことを強調する追加的
なガイダンスを設けることが、暫定的に支持されています。

・  企業は、他の当事者に対する義務または責任を有していなけれ
ばならない。企業が自身または株主の利益のためになる行動す
ることを経済的に強制されるだけでは十分ではない。

・  他の当事者は、義務または責任を履行する企業から便益を得る
か、もしくは、企業が義務または責任の履行に失敗した場合に
損失または損害を被る者である必要がある。すなわち、他の当
事者は、企業が経済的資源を移転することが求められる相手、
または、移転によって利益を得る立場である必要がある。

・  企業の過去の行動の結果、他の当事者は、企業が義務または
責任を果たすことを、合理的に信じることができる。

また、このほか、義務の相手方が誰であるかを識別する必
要はなく、義務は社会全般に対するものであることもあるとさ
れています（IAS第37号第20項においても同様に規定されて
います）。

② 「現在の」義務に関する議論
本討議資料では、現在の義務は、過去の事象より生じるも

のとしています。報告期間末日までに企業が受領した便益ま
たは遂行した活動に基づいて負債の金額が決定される場合、
義務は、過去の事象から生じたと考えられます。しかし、経
済的資源を移転することが要求されるか否かが企業の将来の
行動を条件とする場合には、このような過去の事象をもって現
在の義務が生じていると言えるか否かは明確ではありません。
議論では、「概念フレームワーク」のためのガイダンスを開発
する上での出発点として用いる可能性がある次の3つの見解を
挙げています。

見解 1 現在の義務は、過去の事象から生じなければならず、
厳格に無条件でなければならない。将来の行動を通じ
て移転を回避できる場合、少なくとも理論上は、企業
は現在の義務を有していない。

見解 2 現在の義務は、過去の事象から生じなければならず、
実質的に、無条件でなければならない。企業が将来の
行動を通じて移転を回避する実質的な能力を有していな
い場合に、義務は実質的に無条件である。

見解 3 現在の義務は、過去の事象から生じなければならない
ものの、企業の将来の行動を条件としてもよい。

IASBは、暫定的に見解1を却下しています。しかし、見解2
と見解3のいずれを支持するかについては、予備的見解に達し
ていません。

3. 資産と負債の認識および認識の中止

（1） 認識
本討議資料では、現行の「概念フレームワーク」における資

産と負債の認識要件を更新する提案をしています。IASBの予
備的見解は、次のとおりです。
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次の場合を除き、すべての資産と負債を認識すべきである。
・  資産（または負債）を認識することにより、目的適合性のない

情報、またはコストを正当化する上で目的適合性が十分でない
情報を、財務諸表の利用者に提供することとなる場合

・  必要な記述や説明がすべて開示されたとしても、資産（または負
債）とその変動の両方について、十分に忠実な表現をもたらす
測定値が存在しない場合

（2） 認識の中止
現行の「概念フレームワーク」は、資産や負債の認識の中止

を扱っていませんが、本討議資料では、次の予備的見解を提
案しています。

企業は、資産または負債がもはや認識要件を満たさなくなった時に
認識を中止する。ただし、企業が資産または負債の構成要素を留
保する場合、IASB は、会計基準の開発または改訂を行うにあたり、
その取引から生じた変化についての最も適切な描写方法を決定す
ることとなる。考えられるアプローチには、次のようなものがある。
・  開示を拡充する。
・  留保した権利または義務を、当初の権利または義務に用いた科

目とは別の科目に表示することにより、リスクがより集中してい
ること強調する。

・  当初の権利または義務の認識を継続し、移転による収入または
支出を、借入れまたは貸付けとして扱う。

また、資産または負債の構成要素を留保する場合として、
本討議資料では次の2つの例が挙げられています。

・  既存の権利または義務の条件が、当事者間の契約修正の合意、
または法律の変更によって変更される場合（修正は既存の権利
もしくは義務の一部を消去し、新たな資産または負債が生じさ
せる可能性がある）

・  セール・アンド・リースバック取引

4. 資本

（1） 資本の定義
IASBの予備的見解は、現行の資本の定義（すべての負債を

控除した後の資産に対する残余持分）を、改訂版の「概念フ
レームワーク」に引き継ぐべきである、としています。

また、予備的見解として、異なる種類の資本の測定と表示
について、次のガイダンスを新たに提示することを提案してい
ます。

・  各報告期間末において、資本に対する請求権の種類ごとの測定
値を更新する。

・  更新による測定値の変動は、資本に対する請求権の種類間の
富の振替として、持分変動計算書において認識する。

本討議資料は、便宜上、関連用語を次のように定義してい
ます。

資本に対する 
請求権

企業の資本（すなわち、すべての負債を控除し
た後の資産に対する残余持分）に対する現在
の請求権。
本討議資料では、資本に対する請求権は一次
資本請求権か二次資本請求権のいずれかとな
る。

一次資本請求権
（a primary 
equity claim）

報告企業の存続期間、もしくは清算時の分配
の取り分に対する現在の権利。
一次資本請求権を生みだす資本性金融商品と
しては、たとえば、普通株式、その他の種類
の株式（優先株式等）および子会社への非支
配持分が該当する。

二次資本請求権
（a secondary 
equity claim）

他の資本に対する請求権を受領または分配す
る現在の権利もしくは義務。
二次資本請求権を生みだす資本性金融商品
としては、たとえば、企業の自己株式を購入、
売却または発行する先物契約、自己株式を購
入または売却するオプションが該当する。

資本性金融商品 資本を創出し、負債を創出しない発行済金融
商品。

本討議資料では、企業への将来の純額キャッシュ・インフ
ローに関する情報、および異なる権利の所有者への純額キャッ
シュ・インフローの分配方法を決定する権利についての情報
を投資者へ提供することが、次のような方法で持分変動計算
書をデザインすることによって達成できるとされています。

・  持分変動計算書において、資本に対する請求権を種類ごとに異
なる項目で表示する。

・  資本に対する各種の請求権の項目は、該当する場合、企業に適
用される法律やその他の要求事項と整合する方法で、たとえば、
資本金、利益剰余金、準備金といった分類にさらに区分する。

・  企業は、各期間末に資本に対する各種の請求権の測定を更新
する。この更新は、資本に対する請求権の種類間で資本合計
の配分を更新するもので、資本合計そのものには影響しない。

・  資本に対する各種請求権の測定の更新により、それぞれの種類
に帰属する純資産の認識額の振替が生じることとなる。

なお、IASBの予備的見解では、具体的な会計基準の開発ま
たは改訂にあたり、資本に対する特定の種類の請求権に対し
てどの測定方法を使用するかについては、その請求権が他の
請求権の保有者に与える影響を最も適切に描写する方法を考
慮して決定することとなる、とされています。

（2） 負債性要素と資本性要素との識別
IASBの予備的見解では、負債と資本性金融商品との識別に

ついて、負債の定義を用いるべきとされています。その帰結
は、次のとおりです。

・  資本性金融商品を発行する義務は、負債ではない。
・  報告企業が清算する場合にのみ生じる義務は、負債ではない。
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また、IASBの予備的見解は、企業が資本性金融商品を発行
していない場合、適切な開示が行われることを条件に、最劣
後の種類の金融商品を、あたかも資本に対する請求権である
かのように扱うことが適切である可能性があるとしています。
そのようなアプローチを用いるべきか否か、また、用いるとし
た場合にどのような場合に用いるのかは、具体的な会計基準
の開発または改訂にあたりIASBが決定しなければならないこ
とであるとしています。

5. 測定

現行の「概念フレームワーク」には、測定、およびどのよう
な場合に特定の測定基礎を用いるべきかに関するガイダンス
がほとんどありません。本討議資料は、IASBが新基準や改訂
基準の中で測定に関する規定を開発する際に役立つ、改訂版
の「概念フレームワーク」に含める可能性があるガイダンスに
ついて説明しています。

（1） 測定の目的および目的適合性
測定の目的および目的適合性に関するIASBの予備的見解は

次のとおりです。

・  測定の目的は、次に関する目的適合性のある情報の忠実な表現
に貢献することである。

 （a）  企業の資源、企業に対する請求権、およびこれらの資源と
請求権の変動

 （b）  企業の経営者とその統治機関が、企業の資源を用いる責任
をどれだけ効率的かつ効果的に果たしたか

・  すべての資産と負債について単一の測定基礎を用いると、財務
諸表の利用者にとって最も目的適合性のある情報が提供されな
い可能性がある。

・  特定の項目に用いる測定基礎の選択にあたり、IASB は、その
測定値が財政状態計算書においてもたらす情報と、純損益及び
その他の包括利益計算書においてもたらす情報の両方を考慮す
べきである。

・  特定の測定基礎の目的適合性は、その資産または負債が将来
キャッシュ・フローにどのように貢献するのかについて、投資者、
融資者、その他の債権者がどのように評価しているのかによる。
すなわち、次のことが言える。

 （a）  特定の資産に関する測定基礎の選択は、その資産が将来
キャッシュ・フローにどのように貢献するのかによって決定す
べきである。

 （b）  特定の負債に関する測定基礎の選択は、企業がその負債をど 
のように決済または履行するのかによって決定すべきである。

・  用いる測定基礎の種類は、目的適合性のある情報を提供する上
で、必要最小限とすべきである。不必要な測定基礎の変更は回
避すべきであり、必要な測定基礎の変更は説明すべきである。

・  特定の測定基礎を用いることによる財務諸表の利用者にとって
の便益が、そのコストを正当化する上で十分でなければならない。

（2） 測定基礎の分類
本討議資料は、測定基礎を次の3つに区分しています。

・  原価に基づく測定値
・  公正価値を含む現在の市場価格
・  その他のキャッシュ・フローに基づく測定値

ここで、その他のキャッシュ・フローに基づく測定値とは、
将来キャッシュ・フローに基づく測定値であり、現在の会計基
準において次のものについて用いられています。

・  償却原価で測定された金融資産およびリース債権の減損
・  非金融資産の減損
・  棚卸資産の正味実現可能価額
・  引当金
・  退職後給付に係る負債
・  繰延税金資産および負債

また、キャッシュ・フローに基づく測定値は、次の場合に用
いられるとされています。

・  原価または現在の市場価格が、十分に目的適合性のある情報を
提供しない。

・  測定されている項目について、取得原価または受取対価が存在
しない。

・  現在の市場価格を得るのが、非常に難しいか、多額の費用を要
する。

（3） 資産の事後測定
（1）で記載したIASBの予備的見解は、資産の事後測定に影

響を与えます。
資産の事後測定に係るIASBの予備的見解は次のとおりです。

・  資産がその使用を通じて将来キャッシュ・フローに間接的に貢
献する場合、またはキャッシュ・フローを創出するために、他の
資産との組合せにより使用される場合、原価に基づく測定値が、
通常、現在の市場価格よりも目的適合性のある理解可能な情報
を提供する。

・  資産が売却されることによって、将来キャッシュ・フローに直接
的に貢献する場合、現在の出口価格が目的適合性を有する可能
性が高い。

・  金融資産の契約キャッシュ・フローの変動性が重要ではなく、
かつ、それらの金融資産が契約キャッシュ・フローの回収を目
的として保有される場合、原価に基づく測定値が目的適合性の
ある情報を提供する可能性が高い。

・  企業が資産の使用に対して課金する場合、それらの資産の特定
の測定値の目的適合性は、個々の資産の企業にとっての重要性
による。

（4） 負債の事後測定
（1）で記載した測定に係るIASBの予備的見解は、負債の事

後測定に影響します。
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負債の事後測定に係るIASBの予備的見解は次のとおりです。

・  キャッシュ・フローに基づく測定値は、定められた期限がない負
債にとって、唯一の実行可能な測定値となる可能性が高い。

・  原価に基づく測定値は、条件に従って決済される負債およびサー
ビスに関する契約上の義務（履行義務）について、最も目的適
合性のある情報を提供する可能性が高い。

・  現在の市場価格は、移転される予定の負債について、最も目的
適合性のある情報を提供する可能性が高い。

定められた期限がない負債は、不法行為や法律・規制違反
から生じる可能性があります。この種の負債の決済金額を決
定するには、交渉や訴訟が必要となります。

（5） その他
IASBの予備的見解では、一部の金融資産および金融負債

（たとえば、デリバティブ）については、資産が将来キャッ
シュ・フローに貢献する方法、または負債が決済もしくは履行
される方法に基づく測定は、将来キャッシュ・フローを評価す
る観点から有用な情報を提供するものとはならない可能性が
あるとされています。これには、たとえば以下のようなケース
が該当します。

・  最終的なキャッシュ・フローが、当初の原価と密接に関連してい
ない場合

・  契約キャッシュ・フローの重要な変動性により、金融資産また
は金融負債の存在する期間にわたって利息支払額を単純に配分
することができないため、原価を基礎とする測定技法が機能し
ない可能性がある場合

・  市場要因の変動が資産または負債の価値に与える影響が比例
的でない場合（すなわち、資産または負債が高レバレッジであ
る場合）

また、この場合、結果として、現在の市場価格が、このタ
イプの資産および負債にとって、最も目的適合性のある測定
値となる可能性が高いとされています。

6. 表示と開示

現行の「概念フレームワーク」は、表示と開示についてガイ
ダンスを提供していません。本討議資料では、IASBが、新基
準や改訂基準に含まれる表示と開示に関する規定を開発する
上で役立つ、改訂版の「概念フレームワーク」に含める可能性
があるガイダンスについて説明しています。

IASBの予備的見解は、次のとおりです。

（1） 基本財務諸表の表示
本討議資料は、基本財務諸表と財務諸表に対する注記を区

分し、基本財務諸表は次のものから構成されるとしています。

・  財政状態計算書 
・  純損益及びその他の包括利益計算書 
・  持分変動計算書 
・  キャッシュ・フロー計算書 

また、基本財務諸表の目的は、認識した資産、負債、資本、
収益、費用、資本の変動、およびキャッシュ・フローを、財務
諸表の利用者が企業に資源を提供するか否かに関する意思決
定を行う上で有用な方法で分類、合算された、要約情報を提
供することにあるとされています。

（2） 財務諸表に対する注記の開示
本討議資料では、財務諸表に対する注記の目的は、次に関

する追加的に有用な情報を提供することにより、基本財務諸
表を補完することにあるとされています。

・  企業の資産、負債、資本、収益、費用、資本の変動、およびキャッ
シュ・フロー

・  企業の経営者とその統治機関が、企業の資源を用いる責任をど
れだけ効率的かつ効果的に果たしたか

開示の目的を達成するにあたり、IASBは、通常、開示に関
する会計基準または特定の会計基準の中で、次についての情
報を要求することを検討するとされています。

・  報告企業全体
・  企業の基本財務諸表において認識された金額およびそれらの変

動（例：各項目の内訳、増減分析、調整表）
・  企業の未認識の資産と負債の性質とその程度
・  企業の資産と負債から生じるリスクの性質とその程度（認識、

未認識を問わない）
・  表示または開示されている金額に影響を与える手法、仮定、お

よび判断ならびにそれらの変更

また、将来を見越した情報は、報告期間末において存在し
た、または報告期間中に存在した資産と負債について目的適
合性のある情報を提供する場合に、財務諸表に含めるとされ
ています。

（3） 重要性
重要性の概念は現行の「概念フレームワーク」において明確

に記載されているため、修正または追加をすることを提案して
いません。ただし、IASBは、「概念フレームワーク」プロジェ
クトの外で、重要性に関する追加的なガイダンスまたは教育
文書を開発することを検討しています。

（4） コミュニケーション原則
本討議資料は、会計基準に含まれる開示のガイダンスの開

発にあたって、IASBは、どのような情報が様々な企業の状況
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において有用か（目的適合性のある情報の忠実な表現）につい
て検討するだけでなく、その情報の効果的なコミュニケーショ
ンを促進するガイダンスを開発する必要があるとしています。
このため、本討議資料は、開示規定を開発する際にIASBが検
討すべき、コミュニケーション原則を提案しています。

7. 当期純利益およびその他の包括利益

本討議資料では、純損益及びその他の包括利益計算書の目
的、ならびに「概念フレームワーク」が当期純利益という合計
または小計を要求すべきか、また、リサイクリングを要求また
は容認すべきかについて討議しています。

IASBの予備的見解は、次のとおりです。

・  一部の収益または費用項目について、リサイクリングをもたらす、
またはもたらしうる、当期純利益という合計または小計を要求す
べきである。

・  その他の包括利益は、資産と負債の現在の測定値の変動から
生じる収益または費用項目（再測定）に限定して用いられるべき
である。ただし、すべての再測定項目が、その他の包括利益に
含めて認識する上で適格とは限らない。

本討議資料では、その他の包括利益に含める再測定項目
を明確にするための2つのアプローチを議論していますが、
IASBは予備的見解に至っていません。

・ 狭く捉えるアプローチ （narrow approach）
・ 広く捉えるアプローチ （broad approach）

図表１　アプローチ別のその他の包括利益に含める再測定項目

広く捉える
アプローチ

狭く捉える
アプローチ

橋渡し項目

再測定のミスマッチ

一時的再測定

橋渡し項目 再測定のミスマッチ 一時的再測定

その他の包括利益に認識される項目

認識される資産または負債が 2 つの異なる
測定基礎を有するべきであると IASB が判
断する場合に生じる項目

収益または費用項目が、経済現象を完全に
表さないことにより、それらの項目を当期純
利益として表示すると、報告期間の企業の
財務業績の評価に目的適合性のほとんどな
い情報を提供することになると IASB が判
断する項目

次の 3 つの性質をすべて満たす項目
・  資産（または負債）が、長期間にわたっ

て実現（または決済）される。
・  当期の再測定が、資産（または負債）の

保有期間中に、すべて逆転するまたは著
しく変動する可能性が高い。

・  その他の包括利益の使用が、当期純利
益の目的適合性および理解可能性を高
める場合。

リサイクルについての考え方

その他の包括利益に認識した項目は、当期
純利益に認識する収益および費用を決定
するために使用した測定基礎の結果として、
当期純利益にリサイクルされる。

その他の包括利益に認識した項目は、関連
する取引が表示される時に、当期純利益に
リサイクルされる。

その他の包括利益に認識された項目は、
IASB が会計基準を開発または改訂するに
あたり、リサイクルするコストと財務報告の
複雑性を正当化する、十分な目的適合性の
ある情報を提供するか否かを検討し、リサ
イクルの要否およびどのような場合にリサイ
クルを行うかを決定する。

その他の包括利益に含まれる項目の例

一部の負債性金融商品について、財政状態
計算書では公正価値で測定すべきであるが、
当期純利益での表示では償却原価で測定す
べきという IASB の提案（公開草案「分類及
び測定：IFRS 第 9 号の限定的修正」参照）。
この場合、ある報告期間における公正価値
の変動額と償却原価の変動額の差額が、橋
渡し項目となる。
この場合、その他の包括利益に認識された
項目は、負債性金融商品の減損または処分
に伴って、当期純利益にリサイクルされる。

適格なキャッシュ・フロー・ヘッジ関係にお
けるデリバティブの再測定に関して生じる利
得または損失（デリバティブの再測定により
当期純利益が計上されるが、予定取引から
は収益または費用が計上されていない。こ
のような状態を再測定のミスマッチという）。
その他の包括利益に認識された項目は、ヘッ
ジ対象となる取引が当期純利益に影響を与
えるのと同じタイミングで、リサイクルされる。

確定給付負債（資産）の純額の再測定
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それぞれのアプローチにおいて、図表1の項目がその他の包
括利益に含まれます。

8. その他の論点

本討議資料では、次の論点についても取り扱っています。

・  現行の「概念フレームワーク」の第 1 章「一般目的財務報告の目 
的」および第 3 章「有用な財務情報の質的特性」に対する
IASB のアプローチ

・  財務報告におけるビジネス・モデル概念の利用
・  会計単位
・  継続企業
・  資本維持

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人　
IFRS 本部
TEL: 03-3548-5112（代表番号）
AZSA-IFRS@ jp.kpmg.com



19

© 2013 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.

KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

会計トピック③

IASB 公開草案「保険契約」の概要
有限責任 あずさ監査法人
金融事業部　パートナー　蓑輪　康喜

国際会計基準審議会（IASB）は、2013年6月20日に公開草案「保険契約」（以下 
「本公開草案」という）を公表しました。本公開草案は、2010年7月公表の公開草 
案（以下「2010 年公開草案」という）のコンセプトである保険会計の透明性、比 
較可能性を向上させるという目的を堅持しながら、2010年公開草案に寄せられ
たコメントを検討した結果、提案内容の変更を行ったため、再度公表されたも
のです。
本公開草案では、2010 年公開草案からの重要な変更点、提案の費用対効果お
よび提案内容の明瞭性についてコメントを募集しており、コメントの締切りは
2013年10月25日となっています。
なお、文中の意見に関する部分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】
2010 年公開草案からの重要な変更点
◦  測定アプローチの改善
 ・  将来の保険カバーおよびサービスに関連する将来キャッシュ・フローの 

現在価値の見積りの変動について、契約上のサービス・マージンを調整
する。

 ・  契約、法令または規制により、裏付け資産を保有することが要求され、
かつ、保険契約者に対する支払いがそれらの裏付け資産の運用益と明確
に関連付けられている場合は、裏付け資産の運用益により直接的に変動
すると予想される履行キャッシュ・フローを、裏付け資産の測定および
表示と整合的な方法で測定および表示する。

◦  新しい表示アプローチの提案
 ・  すべての保険契約について、保険契約収益および発生保険金等の情報を

表示する。
 ・  割引率の変動に起因する保険契約負債の変動は、その他の包括利益

（OCI）に含めて表示する。
◦  移行アプローチの見直し
 ・  原則として遡及適用する。ただし、遡及適用が実務上不可能な場合は、

契約上のサービス・マージンを見積りにより算定する。

	 	 蓑
み の

輪
わ

　康
こう

喜
き

有限責任 あずさ監査法人
金融事業部
パートナー

Ⅰ 検討の背景

保険者の会計については、適用されている会計基準が国に
よって大きく異なることから比較可能性を妨げているのではな
いか、計算された保険契約負債が現在価値を反映していない

ため保険者の経済的実態を表していないのではないか、といっ
た点が指摘されていました。IASBでは、これらの指摘に対応
するために、保険者の会計処理を国際的に統一し、保険契約
負債を現在価値で評価することについて15年以上議論を重ね
てきました。

その成果として2010年に公表された公開草案では、市場整
合的な方法による保険契約負債の測定と保険契約収益の表示
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方法・開示項目の改善によって、保険者の会計の透明性・比
較可能性の向上を目指すとされていました。

しかしながら、2010年公開草案に対しては様々なコメント
が寄せられ、その中には懸念のコメントも多数含まれていまし
た。そこで、IASBは、2010年公開草案のコンセプトは堅持し
ながら、特に懸念の多かった論点を中心に改善を図った結果
として、本公開草案を公表しました。

Ⅱ 提案の概要

1. 保険契約負債の測定の基本的な考え方

本公開草案では、2010年公開草案における提案を引き継
ぎ、保険契約について、観察可能な市場情報と整合するすべ
ての入手可能な情報を使用して現在価値アプローチにより測
定することを提案しています。具体的には、保険契約負債を、
i） 将来キャッシュ・フロー、ii） 割引計算、iii） リスク調整、iv） 
契約上のサービス・マージンの4つの構成要素（この構成要素
を「ビルディング・ブロック」と呼ぶ）により測定します。この
うち、i）からiii）を合わせて「履行キャッシュ・フローの現在価
値」と呼んでいます。この履行キャッシュ・フローの現在価値
を算式で表すと、「将来キャッシュ・アウトフロー（保険金支
払等）＋リスク調整（将来キャッシュ・フローに関する不確実
性）－将来キャッシュ・インフロー（保険料収入等）」の現在価

値となります。
本公開草案では、履行キャッシュ・フローの現在価値がゼ

ロを下回る限りにおいては、下回る金額を契約上のサービス・
マージンとして認識することを提案しています。これにより、
保険契約の当初認識時に利得が認識されることはありません。
他方、履行キャッシュ・フローの現在価値がゼロを上回る不利
な契約については、上回る金額を当初認識時において損失と
して認識することを提案しています。具体的なイメージについ
ては、図表1の設例をご参照ください。

2. 2010年公開草案からの重要な変更点

（1） 保険契約の測定方法の改善
① 契約上のサービス・マージンの調整

本公開草案では、履行キャッシュ・フローは各報告期間末に
おいて再測定することが提案されています。このうち、将来
キャッシュ・フローの再測定は、2010年公開草案でも提案され
ていましたが、契約上のサービス・マージン（2010年公開草
案では「残余マージン」と呼んでいた）は再測定せずに、将来
キャッシュ・フロー見積りの変動額については、すべて当期純
利益を通じて認識することとされていました。しかし、将来
キャッシュ・フロー見積りの変動は保険契約から生じる利得に
影響を与えるにもかかわらず、契約上のサービス・マージンを
変動させないのは、当該保険契約の収益性を正しく表せてい
ないのではないかとのコメントが寄せられました。そこで、本
公開草案では、将来キャッシュ・フロー見積りの変動額のうち、

図表1　保険契約負債の測定のイメージ

収

入

支

出

保険料の現在価値
1,000

保険料
260

保険料
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保険料
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保険料
260

割引計算

割引計算
保険金等支払の現在価値

900

直接新契約費
40

リスク調整
50

契約上のサービス・
マージン
10

故事険保時約契

履行キャッシュ・フローの現在価値

：将来キャッシュ・フロー
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将来の保険カバーおよびサービスに関連する将来キャッシュ・
フロー見積りの変動額については、契約上のサービス・マー
ジンを将来に向かって調整する提案に変更されています。

②  保険契約者に対する支払いが裏付け資産の運用益により
直接的に変動する契約

本公開草案では、保険契約の発行者である企業が、保険契
約の裏付け資産を保有することを要求され、かつ、保険契約
者に対する支払いが特定の裏付け資産の運用益と明確に関連
付けられる契約については、裏付け資産の運用益により直接
的に変動すると予想される履行キャッシュ・フローを測定およ
び表示することが提案されています。このような保険契約とし
ては、たとえば、わが国の変額保険や変額年金のようなもの
が該当すると思われます。

（2） 新たな表示アプローチの提案
① 保険契約収益および発生保険金等の表示

本公開草案では、純損益及びその他の包括利益計算書上に
保険契約収益および発生保険金等の情報を表示することが新
たに提案されました。保険契約収益は、保険契約に基づくサー
ビスの提供と交換に企業が受け取る権利を有すると予想され
る対価の金額として表示することが提案されています。具体
的には、保険金等支払額の見積り、リスク調整の変動額、報
告期間に当期純利益を通じて認識された契約上のサービス・
マージンの金額、直接新契約費の回収に相当する保険料の一
部の合計が、保険契約収益として表示されます。

また、保険契約から区分されなかった投資要素については、
保険事故の発生の有無にかかわらず支払われる金額であるこ
とから、関連する金額を純損益及びその他の包括利益計算書
上の保険契約収益および発生保険金等から控除して表示する
ことを提案しています（図表2参照）。

2010年公開草案では、純損益及びその他の包括利益計算書
上に収入保険料や保険金等支払いといったボリューム情報を

表示せず、リスク調整の変動額や契約上のサービス・マージ
ンの解放額を純額で表示する要約マージン・アプローチが提
案されていました。当該提案に対しては、保険会社の主要な
指標である保険料や保険金のボリューム情報が失われてしま
うことなどに対する懸念が多数寄せられたため、本公開草案
では、保険契約収益および発生保険金の表示について新たな
アプローチが提案されました。

②  割引率の変動による保険契約負債の変動のその他の包括
利益（OCI）での認識

本公開草案では、割引率の変動による保険契約負債の変動
額をOCIで認識するという会計処理を提案しています。

2010年公開草案では、割引率の変動による保険契約負債の
変動額については、当期純利益を通じて認識することを提案
していましたが、保険契約負債として計上される金額は多額
なため、割引率のわずかな変動でも再測定に伴う保険契約負
債の変動は大きくなり、当期純利益のボラティリティが増大
するという懸念が多数寄せられました。この懸念を解消する
ため、割引率の変動による保険契約負債の変動額をOCIで認
識することが検討されました。ここで、保険契約負債の変動
額をOCIで認識するならば、その見合いの運用資産の評価差
額もOCIで認識しなければ整合的とはいえませんが、当時の
IFRS第９号「金融商品」では、債券の評価差額はOCIで認識で
きなかったため、資産と負債で会計処理に不整合を生じさせ
ることが懸念されました。そこでIASBは、適格負債性金融商
品についてOCIを通じて公正価値で測定する区分を導入する
というIFRS第9号「金融商品」の限定的改訂を行うことにより、
会計処理の不整合を緩和し、割引率の変動による保険契約負
債の変動額をOCIで認識することを可能にしました。

（3） 移行アプローチの見直し
本公開草案では、表示する最も古い期間の期首現在で存在

する保険契約について新たな基準書を遡及適用し、履行キャッ
シュ・フローと契約上のサービス・マージンの合計額として保
険契約負債を測定することを提案しています。ただし、遡及
適用が実務上不可能な場合には、履行キャッシュ・フローは、
表示する最も古い期間の期首現在の仮定に基づき測定し、契
約上のサービス・マージンは、合理的に利用可能で客観的な
すべての情報を考慮して、当初認識時における予想に基づい
て見積ることを提案しています。

2010年公開草案では、新たな保険契約に関する基準書への
移行措置として、表示する最も古い期間の期首現在において、
既存の保険契約ポートフォリオにおける契約上のサービス・
マージンを測定しない（ゼロとする）ことを提案していました。
しかし、この提案は保険者の将来の収益性、特に長期の保険
契約を取り扱う保険者の収益性に対して重要な影響を与える
ことが懸念されたため、本公開草案では新たな移行アプロー
チが提案されました。

図表2　保険契約収益および発生保険金等の表示

20XX年

保険契約収益 X
発生保険金および費用 (X)

営業損益  X

投資収益  X
保険契約負債に係る利息費用 (X)

投資損益  X
当期純利益		 X

割引率の変動による影響 (X)

包括利益合計	 XX

出典：IASB Exposure Draft / Snapshot: Insurance Contracts
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（4）  本公開草案における履行キャッシュ・フローの再測定に
よる影響の会計処理

最後に、本公開草案における履行キャッシュ・フローの再測
定による影響の会計処理について以下に整理します。

◦  将来の保険カバーおよびサービスに関連する将来キャッシュ・ 
フローの現在価値の見積りの変動について、契約上のサービス・
マージンを調整する。ただし、将来キャッシュ・フローの現在価
値の見積りの不利な変動が契約上のサービス・マージンの残高
を超過する部分については、当期純利益を通じて認識する（2010
年公開草案からの変更点　前述（1）①を参照）。

◦  上記以外の将来キャッシュ・フローの現在価値の見積りの変動
は、当期純利益を通じて認識する。

◦  割引率の変更に起因する保険契約負債の変動は、OCI を通じ
て認識する（2010 年公開草案からの変更点　前述（2）②を参
照）。

◦  リスク調整の変動は、当期純利益を通じて認識する。

また、前述の4つの構成要素（ビルディング・ブロック）と、
履行キャッシュ・フローの再測定および契約上のサービス・
マージンの調整による会計処理との関係については、図表３の
とおりです。

3. 本公開草案のその他の主な提案

（1） 保険契約の定義と適用範囲
保険契約とは「一方の当事者（保険者）が、もう一方の当事

者（保険契約者）から、特定の不確実な将来事象（保険事故）
が保険契約者に不利益を与えた場合に保険契約者に補償を行
うことを同意することにより、重要な保険リスクを引き受ける
契約」と定義されています（本公開草案Appendix A参照）。こ
の定義に該当する契約を発行している場合にはIFRS「保険契
約に関する基準書」が適用されるため、保険会社以外の企業
がそのような契約を発行している場合にも同基準が適用され
ます。また、保険契約発行者が提供する裁量権のある有配当
性を含む投資契約、従前から保険契約として会計処理されて
いる金融保証契約についても保険契約の会計処理が適用され 
ます。

（2） 保険契約から区分される要素
保険契約にはいくつかの構成要素に分解できるものがあり、

その要素が別個の契約であったならば他の基準書が適用され
るケースがあります。そのような構成要素として、組込デリバ
ティブ、投資要素、および物品またはサービスを提供する履
行義務が挙げられています。本公開草案は、2010年公開草案

区分できる場合とは、

図表3　ビルディング・ブロック・アプローチにおける認識パターン 

予想キャッシュ・
インフロー 予想キャッシュ・

アウトフロー

割引計算
リスク調整

契約上の
サービス・マージン

サービスに関連しないキャッシュ・フローの
変更: 当期純利益

過去および現在のサービスに関連する
キャッシュ・フローの変更: 当期純利益

将来のサービスに関連する
キャッシュ・フローの変更: マージンと相殺※

ロックインされた割引
率による利息費用の
計上: 

割引率の変更: 

リスク調整の変更: 

マージンの解放: 

将来のサービスに
関連する変更と相殺

当期純利益

OCI

当期純利益

当期純利益

ビルディング・ブロック1 ビルディング・ブロック2 ビルディング・ブロック3 ビルディング・ブロック4
ゼロ

表示の変更：

※ 契約上のサービス・マージンがない場合には、当期純利益を通じて認識
出典：KPMG｠IN｠THE｠HEADLINES｠/｠Insurance｠Contracts

当初測定：
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における提案を引き継ぎ、図表4で示すように、一定の要件を
満たす場合に、そのような構成要素があたかも別個の契約で
あるかのように区分して他の基準書を適用することを提案して
います。

（3） 認識および認識の中止
本公開草案は、保険契約を以下のいずれかのうち最も早い

時点で当初認識することを提案しています（本公開草案第12
項参照）。

◦  カバー期間開始時
◦  保険料の最初の払込期日
◦  （該当する場合）保険契約ポートフォリオが不利な契約であると

認識した時点

また、本公開草案は、保険契約負債（またはその一部）が消
滅した時（保険契約で定められた義務から免除、解約または期
間満了となった時）にのみ、財政状態計算書から保険契約負債

（またはその一部）の認識を中止することを提案しています。

（4） 測定
① 契約の境界線

保険契約の測定においては、既存の契約に関連するキャッ

シュ・フローを将来の契約に関連するキャッシュ・フローと区
別するための契約の境界線が必要となります。本公開草案は、
2010年公開草案の提案を見直し、企業が保険契約者に保険料
の支払いを要求できるか、もしくは保険契約者に対して保険
カバーまたは他のサービスを提供する実質的な義務を負う場
合に、キャッシュ・フローをその保険契約の境界内に含めるこ
とを提案しています。そして、保険カバーまたはサービス提供
の実質的な義務は、次のいずれかの時点で終了するとみなす
ことを提案しています（本公開草案第23項参照）。

◦  企業が特定の保険契約者のリスクを再評価する権利または実務
上の能力を有し、リスクを完全に反映する価格を設定できる時

◦  次の両方を満たす時
 –  企業が保険契約のポートフォリオのリスクを評価する権利また

は実務上の能力を有し、ポートフォリオのリスクを完全に反映
する価格を設定できる。

 –  その時点までの保険カバーに対する保険料の価格設定が将来
期間に関連するリスクを考慮していない。

② 将来キャッシュ・フロー
本公開草案は、2010年公開草案における提案と同様に、将

来キャッシュ・フローを、測定日現在の仮定に基づいて、（単
一の最も可能性の高い値としてではなく）期待値として見積
ることを提案しています。ただし、将来キャッシュ・フローの
見積りが測定目的と整合している限り、期待値を見積る際に、
発生する可能性のあるすべてのシナリオを特定または測定す
ることまでは要求しないことを明確にしています。

③ 割引計算
本公開草案は、2010年公開草案における提案と同様に、保

険契約負債の特徴を反映する割引率により、将来キャッシュ・
フローに貨幣の時間価値を反映することを提案しているもの
の、その具体的な決定方法は示していません。ただし、適用
ガイダンスにおいて、割引率の決定方法としてトップ・ダウ
ン・アプローチおよびボトム・アップ・アプローチが取り上げ
られています（本公開草案B70項参照）。

④ リスク調整
リスク調整は、企業が保険契約を履行することにより生じ

るキャッシュ・フローの金額と時期に関する不確実性を負うこ
とに対して要求する対価と定義されています。本公開草案は、
リスク調整を見積る際には、保険者のリスク回避の度合いを
反映する方法で、有利・不利の両方の不確実性による結果を
考慮することを提案しています。ただし、リスク調整の具体的
な測定方法は提案されていません。

⑤ 契約上のサービス・マージン
契約上のサービス・マージンについて本公開草案は、2．（1）

①で述べた履行キャッシュ・フローの再測定時の調整を除き、

図表4　保険契約から区分される構成要素

組込デリバティブ
組込デリバティブの経済的特徴およびリスクが主たる保険契約の経済
的特徴およびリスクに密接に関連しておらず、かつ、組込デリバティブ
と同一条件の別個の契約がデリバティブの定義を満たす場合、主たる
保険契約から区分して、IFRS第 9号または IAS第 39号に従い公正価
値で測定する。

物品およびサービスを提供する履行義務
物品およびサービスを提供する履行義務を明確に区分できる場合、保
険契約から区分して収益認識に関するガイダンスを適用する。

区分できる場合とは、

投資要素
製品およびサービスを提供する履行義務を明確に区分できる場合、保
険契約から区分して収益認識に関するガイダンスを適用する。

同一の市場または地域で
通常個別に販売している

顧客がそれ単独で、また
は容易に入手可能な他の
財・サービスと組み合わ
せて便益を受けることが
できる

または

投資要素と保険要素のそ
れぞれが他方の要素なし
では測定できない

投資要素と保険要素のそ
れぞれが他方の存在なし
では便益を生み出さない

高い相互関連性があることを示す指標

同一の市場または地域で通常個別に販売している
または販売可能である

区分できる場合とは、
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2010年公開草案における提案を引き継いでおり、本公開草案
においても次の会計処理が提案されています（本公開草案第
30項、第32項参照）。

◦  当初認識時における割引率を用いて契約上のサービス・マージ
ンに対する利息を認識する。

◦  保険契約に基づいて提供されるサービスの移転を最も適切に反
映する規則的な方法により、保険カバー期間にわたって契約上
のサービス・マージンを認識する。

⑥ 新契約費
本公開草案は、保険契約獲得時に生じるすべての直接コス

トである新契約費を、成約に至ったか否かにかかわらず、履
行キャッシュ・フローに含める（すなわち、発生時費用処理し
ないまたは繰延新契約費として別個認識しない）ことを提案し
ています。

（5） 簡素化された測定アプローチ
本公開草案は、保険契約を履行キャッシュ・フローと契約上

のサービス・マージンの合計として測定する原則的な測定ア
プローチのほか、一定の要件を満たす保険契約について保険
料配分アプローチに基づく簡素化された測定アプローチを提
案しています。この簡素化された測定アプローチでは、保険
カバーの未経過期間に対応する保険契約負債は、保険契約の
当初認識時点で受け取った保険料から直接新契約費を控除し
て測定し、当該負債はその後のカバー期間にわたって規則的
な方法で配分されます。なお、簡素化された測定アプローチ
は、その測定値が原則的な測定アプローチによる測定値と合
理的に近似している場合および保険カバー期間が1年以内の保
険契約について、適用することができます（強制ではない）。

（6） 表示
本公開草案は、保険契約に係る権利および義務を純額で財

政状態計算に表示することを提案しています。ただし、資産
ポジションとなる契約ポートフォリオと負債ポジションとなる
契約ポートフォリオとを相殺表示することはできず、また、元
受保険契約と再保険契約は区分して表示します。

Ⅲ 適用日

本公開草案は、適用日の提案をしていません。ただし、基
準書の発行日から適用日までの期間を概ね3年とすることが提
案されています。

Ⅳ 保険会社経営に与える影響

最後に、本公開草案の適用は保険会社に限定されるわけで
はありませんが、最も大きな影響があると想定される保険会
社への影響について以下で考察します。

1.  当期純利益および純資産のボラティリティの増大と会
計上のミスマッチ

今回の提案により、保険契約負債を毎期ロック・インされ
た仮定を使用するのではなく、現在価値に基づいて再測定す
ることが必要となるため、大部分の保険会社の当期純利益お
よび純資産のボラティリティは全体的に増大することになりま
す。これは特に、保険負債の測定および保険会社が保険契約
負債の裏付けとして保有する資産の測定が、金利変動に対し
てそれぞれ異なる反応を示す際に生じるボラティリティに関連
しています。本公開草案は、IFRS第9号「金融商品」の改訂案
とともに、この当期純利益のボラティリティを「軽減する」こ
とを目的としており、割引率の変動が保険者の負債および一部
の金融資産の評価に及ぼす影響は、損益計算書から除外され
OCIに表示されることで、会計上のマッチングが図られます。

ただし、保険契約負債に対応する金融資産をIFRS第9号に
基づいてOCIを通じて公正価値で測定する区分（FVOCI）では
なく、当期純利益を通じて公正価値で測定する区分（FVTPL）
または償却原価区分に分類している場合には、この規定によっ
て新たな会計上のミスマッチが生じる可能性があります。ま
た、たとえ金融資産がFVOCIに分類されている場合であって
も、その資産が売却される場合には会計上のミスマッチが生
じる可能性があるため、必ずしも企業の経営成績を適切に表
現しない場合が想定されます。

2. 表示方法の変更に伴う財務諸表利用者への影響

現行の保険会社の損益計算書のトップラインには、保険契
約者から受領した保険料が表示されています。しかし、本公
開草案の提案では、純損益及びその他の包括利益計算書のトッ
プラインで表示される保険契約収益は実際に保険契約者から
受領する保険料とはまったく関係のない、保険金等支払額の
見積りやリスク調整の変動額、契約上のサービス・マージン
の解放額などを積み上げた金額で表示されることになります。
そのため、財務諸表作成者および市場関係者双方にとって、
新しい表示方法への対応には、多大な時間および労力を要す
る可能性があります。
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3.  システム、プロセスおよび人員への予想される重要な
影響

本公開草案で提案されている保険契約負債の測定手法には、
割引率の決定やリスク調整など複雑な計算を必要とするもの
も含まれており、実務上これらに対応するためには大規模な
システム構築が必要になることが予想されます。また、この
ような複雑な計算実務の実施可能性に加え、現状の決算スケ
ジュールでその監査対応まで含めて実施する場合の実現可能
性といった影響も考えられます。そして、これらに対応するた
めの人的リソースをどのように確保するかについても重要な経
営上の課題と考えられます。

本公開草案については、IASBはコメント募集に加え、アウ
トリーチ活動とフィールドテストを行う予定です。特にフィー
ルドテストでは、本公開草案で提案されている内容が、技術
的な観点や費用対効果の観点から実務的に対応可能なレベル
かどうかが明らかになると思われます。コメント募集、アウト
リーチ活動、フィールドテストによって明らかになった本公開
草案の課題については、今後IASBにおいて、最終基準化に向
けてさらなる議論が必要になるかもしれません。

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人　
IFRS 本部
TEL: 03-3548-5112（代表番号）
AZSA-IFRS@ jp.kpmg.com
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英国法人税率引き下げと在英日系企業への影響
－ 本邦タックスヘイブン対策税制の観点から
KPMG 税理士法人
M&A グローバルソリューション  パートナー　高嶋　健一
KPMG 英国　レディング事務所
グローバル・ジャパニーズ・プラクティス マネジャー　福田　隆

本年 7 月 17 日、英国において、2013 年度財政法案が、女王陛下勅裁（Royal 
Assent）を経て成立したことにより、2015 年（平成 27 年）4 月 1 日以降、英
国の法人税率が 20%に引き下げられることが確定しました。多くの方が既にご
存知のとおり、当該法人税率の引き下げは、本邦タックスヘイブン対策税制（各
事業年度の所得に対して課される租税の割合が 20%以下である外国関係会社に
関して、当該所得を当該外国関係会社の株主である内国法人の収益の額とみな
して本邦において課税する制度）の観点から、英国に子会社を持つ日系企業に
対する影響が懸念されることから、本稿では改めて本邦タックスヘイブン対策
税制の概要について解説します。なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私
見である点をあらかじめお断りします。

 

【ポイント】
◦  2015 年（平成 27 年）4 月1日以降、英国の法人税率は、20%となり、現行 

のタックスヘイブン対策税制が改正されない限り、英国が軽課税国となる。
◦  特定外国子会社等に該当した場合、適用除外基準を充足すれば、事業体ベー

ス合算課税の適用は除外されるが、資産性所得の合算課税は除外されない。
◦  実務的に影響がでるのは、3 月決算の場合、2017 年（平成 29 年）3 月期

であることから、比較的、税制改正を期待する時間的余裕はある。
◦  英国からの移転の検討等はタイミングも含めて慎重に判断されることが望

ましい。

	 	 高
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Ⅰ はじめに

英国政府は、英国の法人税制をG20のなかで最も競争力のあ
る制度とすることを目標としており、これまでに、パテント・
ボックス制度の導入や、研究開発税制の見直し等を実施して
おります。そして、本年7月17日に、2015年4月1日以降の英
国の法人税率を20%に引き下げる内容が盛り込まれた2013年
度財政法案が、女王陛下勅裁を経て成立しました。これによ
り、英国の法人税率は、G20において最低税率となり、企業に
とって大変魅力的な国の1つになると考えます。

ただし、現行の日本の法人税法の観点からは、当該「20%」
の法人税率は、必ずしも望ましい税率とは言えません。なぜ
ならば、日本の法人税法には、タックスヘイブン対策税制、正
式名称を「内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税
の特例」とする、軽課税国に所在する子会社等を利用した租税
回避行為を防止する規定が存在しており、当該規定において
は、税率「20%以下」の国を軽課税国と定めているからです。

したがって、現行の日本の法人税法の観点からは、英国が
軽課税国に該当することとなり、英国に所在する子会社等の
所得について、日本の親会社の所得に合算され、日本の法人
実効税率（約38%）が課されることになるといった懸念が広
まっており、特に在英子会社をお持ちの日系企業においては、
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本年 7 月 17 日、英国において、2013 年度財政法案が、女王陛下勅裁（Royal 
Assent）を経て成立したことにより、2015 年（平成 27 年）4 月 1 日以降、英
国の法人税率が 20%に引き下げられることが確定しました。多くの方が既にご
存知のとおり、当該法人税率の引き下げは、本邦タックスヘイブン対策税制（各
事業年度の所得に対して課される租税の割合が 20%以下である外国関係会社に
関して、当該所得を当該外国関係会社の株主である内国法人の収益の額とみな
して本邦において課税する制度）の観点から、英国に子会社を持つ日系企業に
対する影響が懸念されることから、本稿では改めて本邦タックスヘイブン対策
税制の概要について解説します。なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私
見である点をあらかじめお断りします。

 

【ポイント】
◦  2015 年（平成 27 年）4 月1日以降、英国の法人税率は、20%となり、現行 

のタックスヘイブン対策税制が改正されない限り、英国が軽課税国となる。
◦  特定外国子会社等に該当した場合、適用除外基準を充足すれば、事業体ベー

ス合算課税の適用は除外されるが、資産性所得の合算課税は除外されない。
◦  実務的に影響がでるのは、3 月決算の場合、2017 年（平成 29 年）3 月期

であることから、比較的、税制改正を期待する時間的余裕はある。
◦  英国からの移転の検討等はタイミングも含めて慎重に判断されることが望

ましい。

関心が高まっていると思われます。

Ⅱ タックスヘイブン対策税制の内容

1. 概要

タックスヘイブン対策税制とは、内国法人等が、特定外国
子会社等（法人の所得に対して課される税が存在しない国又
は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社又はそ
の事業年度の所得に対して課される租税の額がその所得の金
額の20%以下である外国関係会社）の発行済株式等の10%以
上を保有しており、当該特定外国子会社等につき、適用除外
基準を満たさない場合、当該特定外国子会社等の所得のうち、
その内国法人の保有する株式等に対応する部分の金額を内国
法人等の所得に合算（事業体ベース合算課税）することとされ
ています。なお、当該特定外国子会社等が適用除外基準を満

たす場合においても、資産性所得を有する場合には、当該資
産性所得は内国法人等の所得に合算（資産性所得の合算課税）
することとされています（図表1、図表2参照）。

（1） 外国法人
外国法人とは、内国法人（国内に本店又は主たる事務所を有

する法人）以外の法人をいいます。

（2） 外国関係会社
外国関係会社とは、居住者及び内国法人が有する直接及び

間接保有の割合が50%超の外国法人をいいます。

（3） 特定外国子会社等
特定外国子会社等とは、下記の外国関係会社をいいます。

•  法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店
又は主たる事務所を有する外国関係会社

又は
•  その事業年度の所得に対して課される租税の額がその所得の金

図表1　タックスヘイブン対策税制の概要

① 事業基準
 主たる事業が株式の保有等でな
い（事業持株会社の除外）

② 実体基準
 所在地国に主たる事業に必要な
事務所等を有する

③ 管理支配基準
 所在地国において事業の管理、支
配、運営を自ら行う

④ 所在地国基準
 主として所在地国で事業を行う
④ 非関連者基準（卸売業等 7 業種）
主として関連者（50％超出資）以
外と取引を行う（物流統括会社の
除外）

【適用除外基準】

■ 配当・株式譲渡益 (※)

（持株割合10％未満に限る）
■ 債券の利子・償還差益、債券譲渡
益 (※)

■ 特許権等の使用料
■ 船舶・航空機のリース料 (※) 市場
での譲渡等に限る。

※ 資産性所得に該当しないもの

• 資産性所得に係る収入金額 1,000 万円以下の場合又は資産性
所得が税引前所得（源泉税は控除後）の5%以下の場合は合算し
ない

• 事業の性質上重要で欠くことのできない業務から生じた配当・
利子・譲渡益は対象外

【資産性所得】

【トリガー税率】
租税負担割合が20％以下

【外国関係会社の株式保有要件】
日本資本全体で合計50％超を

直接・間接に保有

【納税義務者要件】
内国法人単独又はグループで
直接・間接に10％以上保有

該当する

外
国
法
人

特
定
外
国
子
会
社
等

適
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除
外

課
税

対
象
外

一
部
課
税
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すべて満たす 資産性所得あり
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図表2　税負担率テスト（外国関係会社の各事業年度における税負担率のテスト）

本店所在地国において
課される外国法人税

本店所在地国
以外において課される

外国法人税

本店所在地国の法令に基づき減免
された外国法人税で日本において
みなし間接の対象となるもの

本店所在地国の法令により
計算した所得金額

非課税所得
（非課税とされた配当のうち
一定の配当は加算不要）

その他

＋ ＋

＋ ±

税負担率 ＝ ≦　20%
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  額の 20%以下である外国関係会社（図表 2の分数式により計
算した税負担割合により判定）

2. 適用除外基準

事業体ベース合算課税の適用から除外されるためには、特
定外国子会社等が次の基準のすべてを満たす必要があります

（図表3参照）。

（1） 事業基準
特定外国子会社等の主たる事業が、次の特定事業のいずれ

でもないことが必要です。

① 株式等もしくは債券の保有（ただし、事業持株会社の特例あり）
②  工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生

産方式等、著作権等の提供
③ 船舶又は航空機の貸付け

（2） 実体基準
特定外国子会社等の本店所在地国にその主たる事業を行う

に必要な事務所、店舗、工場その他の固定的施設を有するこ
とが必要です。

（3） 管理支配基準
特定外国子会社等の本店所在地国において、その主たる事

業の管理、支配及び運営を自ら行っていることが必要です。

（4） 非関連者基準又は所在地国基準
①  非関連者基準（卸売、銀行、信託、金融商品取引、保険、

水運、航空運送業）
特定外国子会社等がその主たる事業を関連者以外の者との

間で行っていることが必要です。
収入金額の50%超で判断します。卸売業については売上、

仕入のいずれか一方、銀行業については受取利息又は支払利
息のいずれか一方で判断します。ただし、物流統括会社の例
外があります。

② 所在地国基準（非関連者基準が適用される事業以外）
特定外国子会社等がその主たる事業を本店所在地国で行っ

ていることが必要です。
ただし、不動産業、物品賃貸業は、その地において供用さ

れている物件を主として扱うものに限ります。

3. 事業基準の特例

特定外国子会社等が「事業持株会社」に該当する場合には、

図表3　タックスヘイブン対策税制の適用除外基準

A表「特定事業」
1.株式、出資、債券の保有
2.工業所有権等、特別の技術による生産
方式等、著作権等の提供

3.船舶又は航空機の裸傭船 (機 )貸付け

B表
1.卸売業　　　　　5.保険業
2.銀行業　　　　　6.水運業
3.信託業　　　　　7.航空運送業
4.金融商品取引業

（注） 特定外国子会社等が二以上の事業を営んでいるときは、そのいずれが主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する次に掲げる事項を総合的に勘案して判定する。
 • 収入金額又は所得金額の状況
 • 使用人の数
 • 固定施設の状況等
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事業基準を満たすこととされます（図表4参照）。

（1） 事業持株会社
事業持株会社とは、統括会社のうち、株式等の保有を主た

る事業とするもので、当該統括会社のその事業年度終了の時
において有する被統括会社の株式等の帳簿価額の合計額がそ
の事業年度終了の時において有する株式等の帳簿価額の50%
超である統括会社を指します。

（2） 統括会社
統括会社は、以下の要件のすべてを満たす特定外国子会社

等を指します。

①  その発行済株式等の 100%を直接又は間接に一の内国法人等
に保有されること

② 2 以上の被統括会社に対して統括業務を行っていること
③  本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の

固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括
業務に従事する者（専ら当該統括業務に従事する者に限るもの
とし、当該特定外国子会社等の役員を除く）を有すること

（3） 被統括会社
被統括会社は、以下の要件のすべてを満たす外国法人を指

します。

①  統括会社がその発行済株式等及び議決権の 25%以上を直接に
保有すること

②  本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に
従事する者を有すること

③  その統括会社の一定の関連者（間接保有 50%超、ひ孫会社ま
で）であること

（4） 統括業務
特定外国子会社等が被統括会社との間における契約に基づ

き行う業務のうち、その被統括会社の事業の方針の決定又は
調整に係るもの（その事業の遂行上欠くことのできないものに
限る）であって、その特定外国子会社等が2以上の被統括会社
に係るその業務を一括して行うことにより、これらの被統括会
社の収益性の向上に資することとなると認められるものを指し
ます。

4. 非関連者基準の特例

特定外国子会社等が主たる事業が卸売業となる統括会社で
ある「物流統括会社」に該当する場合、非関連者基準を充足
するにあたり、関連者には被統括会社は含まないものとされ 
ます。

5. 資産性所得の合算課税

特定外国子会社等が、前述Ⅱ.2の適用除外基準を満たす場
合においても、資産性所得（特定所得）を有する場合には、当
該特定所得のうち、その内国法人の保有する株式等に対応す
る部分の金額を内国法人等の所得に合算（資産性所得の合算
課税）することとされています。ただし、一定の少額所得除外
基準を満たす場合には、その特定外国子会社等については資
産性所得の合算課税はないこととされています（図表5参照）。

図表4　事業基準を満たすこととされる事業持株会社

Yes

No

※ 以下の事項を総合的に勘案して判断
  • 収入金額又は所得金額の状況
  • 使用人の数
  • 固定施設の状況等
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的施設又は統括業務
に従事する使用人を
有していない

実体基準及び所在
地国基準は「統括業務」
で判定被統括会社株式

50
その他株式

50

B/S
（統括会社の事業
年度末簿価（株式のみ））

保有株式全体に占める被統括
会社株式の割合50%超

被統括会社株式
90

その他株式
10

B/S
（統括会社の事業
年度末簿価（株式のみ））

株式等の保有

主たる事業（※）

資
産
性
所
得
の
判
定

適
用
除
外

事
業
基
準
を
満
た
す

合
算
課
税



30

© 2013 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.

KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

税務トピック

Ⅲ 英国法人税率変更がもたらす
在英日系企業への影響

ここまで、タックスヘイブン対策税制の概要を説明してきま
したが、当該税制は、軽課税国に所在する子会社等を利用し
た租税回避行為を防止する規定ですが、当該規定の適用の有
無を判定するにあたっては、たとえ租税回避ではない場合で
あっても、税負担割合が20%以下であるかどうか、適用除外
基準の充足の有無、資産性所得の有無等、機械的に行われる
ことから、英国法人税率の20%への引き下げに伴い、今後タッ
クスヘイブン対策税制が改正されないとすると、日系企業の
在英子会社は、前述Ⅱ.1（3）の特定外国子会社等に該当し、当
該在英子会社ごとに当該税制の適用の有無の検討を行う必要
が出てくると考えられます。そこで、当該タックスヘイブン対
策税制の改正がされない場合の当該在英子会社への留意点に
つき、次のようなものが考えられます。

1. 影響を受ける時期

内国法人に係る特定外国子会社等が、各事業年度において
合算課税の対象となる金額を有する場合には、その課税の対
象となる金額に相当する金額は、その内国法人の収益の額と
みなしてその各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月を経過する
日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入することとされています。

英国における法人税率の引き下げは、4月1日を基準日とし
て行われるため、在英子会社の税負担割合が20%以下となる
のは、在英子会社が3月決算の場合には、2016年（平成28年）
3月31日終了事業年度であると考えられます。また、在英子会
社が12月決算の場合、課税所得を3月31日までと4月1日以後
との2つの課税年度に按分し、それぞれの課税年度の税率を適
用することから、最初に1年を通じて20%の税率が適用される
のは、2016年（平成28年）12月31日終了事業年度だと考えら
れます。したがって、内国法人が3月決算とした場合、在英子
会社が3月決算、12月決算いずれの場合においても、2017年

（平成29年）3月期の法人税申告書につき、合算課税の影響が
出てくるものと思われます（図表6参照）。

図表5　資産性所得の課税

※1 特定外国子会社等の有する他の法人の発
行済株式の割合が 10％未満である場合に
おける当該他の法人に係るものに限る

※2 市場での譲渡等に限る

■ 資産性所得
(i) 剰余金の配当等 (※1)

(ii) 債券の利子
(iii) 債券の償還差益
(iv) 株式の譲渡益 (※1)(※2)

(v) 債券の譲渡益 (※2)

(vi) 特許権等の使用料
(vii) 船舶又は航空機のリース料

■ 適用除外基準
‒ デミニマス基準（少額所得除外基準）
以下の場合には、その特定外国子会社
等の資産性所得の合算課税の適用なし
• 資産性所得に係る収入金額の合計
額　≦　1,000万円、又は、
• 資産性所得の合計額　≦　税引前
所得（源泉税は控除後）の5％

‒ 所得事業基準
特定外国子会社等が行う事業（事業基
準に掲げる事業を除く）の性質上、重要
で欠くことのできない業務から生じた
左記 (i) から (v) の所得には、資産性所
得の合算課税の適用はなし

合算課税の額の計算
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象金額が上限
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図表6　合算課税の時期
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以上より、日本の税制改正の動向を勘案しながら対応策を
検討する時間的な余裕は比較的あるものと考えられます。

2. 事業体ベースの合算課税の対象となる金額

図表7は、事業体ベースの合算課税の対象となる金額に関す
るポイントを簡素化して示したもので、その概要を以下に説明
します。

（1） 基準所得金額
基準所得金額は、特定外国子会社等の決算上の所得金額に

ついて、日本の法令又は本店所在地国の法令に準拠して（選
択制）一定の基準により調整を加えた各事業年度の所得の金額
となります。主な調整項目は、発行済株式等の25％以上を６ヵ
月以上保有する場合のその法人からの配当の減算、現地法令
により基準所得を計算する場合には非課税所得、その他の加
算となります。

（2） 適用対象金額
適用対象金額は、特定外国子会社等の基準所得金額から、

各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生
じた欠損金及びその事業年度において納付をすることとなる
法人所得税の額を控除した残額とされています。

（3） 課税対象金額
課税対象金額は、特定外国子会社等の適用対象金額に、内

国法人の有するその特定外国子会社等の請求勘案保有株式等
の割合を乗じて計算した金額とされます。

仮に、外国子会社（発行済株式等の25%以上を6 ヵ月以上
保有）からの受取配当金と経費のみの在英子会社が、特定外国
子会社等に該当し、適用除外基準を満たすことができなかっ
た場合においても、基準所得金額算出の際に、当該受取配当
金は特定外国子会社等の決算上の所得金額から減算するため、
基準所得金額はマイナスとなり、法人税申告書作成の際に、

別表を作成する事務負担はあるものの、合算課税すべき金額
はなく、内国法人に係る税額のインパクトはないこととなりま
す。

3. 資産性所得の合算課税

仮に、在英子会社が、図表5にある資産性所得（特定所得、
たとえば、持株割合10％未満の法人からの配当等、当該法人
株式の市場における譲渡、債券の利子、債券の市場における
譲渡、その他に係る所得）を有する場合には、適用除外基準を
満たす場合においても、少額所得除外基準を満たさない場合
には、当該特定所得のうち、その内国法人の保有する株式等
に対応する部分の金額を内国法人等の所得に合算（資産性所
得の合算課税）する必要があるため留意する必要があります。

Ⅳ 今後の展望

「租税回避地の認定緩和　政府、税率18%に下げ検討　日本
企業進出に配慮」といった見出しで、2013年6月22日の日本経
済新聞に記事が掲載されたことは記憶に新しいことと思いま
す。当該記事によると、英国の動きが契機となり、経済産業
省は、2014年度の税制改正で、タックスヘイブン対策税制の
認定を緩めるよう要望すると共に、適用除外の基準緩和も要
望し、財務省も検討に応じる構えとあり、税制改正への期待
の高まる内容となっています。

また、英国政府が、3月20日の2013年度予算案にて、英国
法人税率を20%まで引き下げることを公表しましたが、事前
にKPMG英国事務所は英国財務省（HM Treasury）より、英国
法人税率が20%になった場合の日系企業に対する税務上の影
響につきヒアリングを受け、当該タックスヘイブン対策税制に
関する問題について解説すると共に、当該問題を解決すべく、
日本政府に事情を説明するよう促しました。英国の法人税制

図表7　事業体ベースの合算課税の対象となる金額

特定外国
子会社等の
各事業年度の
決算上の所得

下記のいずれかを
継続適用 子会社からの

受取配当等

直接･間接の
請求権勘案
保有株式等の
割合を乗じる

前7年以内の
繰越欠損金

法人所得税

適用対象金額 課税対象金額

他の特定外国
子会社等からの
受取配当等

基準所得金額

a 日本の法令に準拠
して計算する方法

b 本店所在地国の法
令に準拠して計算
する方法
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をG20のなかで最も競争力のある制度にし、日本を含む海外か
らの投資をさらに呼び込みたい英国政府にとっても、悩ましい
問題であることは間違いなく、英国政府から日本政府へ問題
解決への働きかけが行われ、両国にとって望ましい解決策が
採用されることが望まれます。

企業がとるべき対応策として、在英子会社が特定外国子会
社等に該当することを想定して、現行法令に基づき、適用除
外基準の充足の可否、資産性所得の有無等を確認し、問題点
や影響額を把握することは必要とは思われますが、一方では、
日本側での税制改正への動きがあり、また時間的余裕も比較
的ありますので、在英子会社の英国外への移転等の検討等に
ついては、そのタイミングも含めて慎重に判断されることが望
ましいと思われます。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMG 税理士法人
M&A グローバルソリューション
パートナー 高嶋　健一
TEL : 03-6229-8060
kenichi.takashima@ jp.kpmg.com

KPMG 英国
レディング事務所
グローバル・ジャパニーズ・プラクティス
マネジャー 福田　隆
TEL  :  + 44-118-964-2118
takashi.fukuda@ kpmg.co.uk

国際税務　グローバル戦略と実務

2013 年 1月刊
【著】 KPMG 税理士法人
東洋経済新報社
288 頁　A5　4,410円（税込）

昨今の日本市場を取り巻く環境下において、企業のグローバ
ル化は従来にも増して重要な戦略となっています。本書は、企
業のグローバル成長戦略に平仄を合わせ、地域統括会社の活
用、サプライチェーンマネジメントの考え方、関税・間接税プラ
ンニングの重要性、グローバル・キャッシュ・マネジメント、移
転価格税制、クロスボーダーM&Aに関する税務など、経営に
必須のグローバル税務戦略を詳しく解説しています。
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未来を拓くコーポレートコミュニケーション
第 6 回　統合報告の実践に向けて
KPMG ジャパン 統合報告アドバイザリーグループ
パートナー　　　　 齋尾　浩一朗
シニアマネジャー  新名谷　寛昌

統合報告への注目が集まり、実践しようとする企業が増えています。この背景
には、統合報告が現在の企業情報開示の問題点を改善するのみならず、複雑で
変化の激しい経営環境において、企業の持続可能性を担保するための経営手法
として、その有効性が認知され始めていることがあると考えられます。すなわち、
企業の長期的な価値創造能力の持続可能性に焦点を当てるとともに、これまで
その重要性に見合うだけの関心が必ずしも払われてこなかった非財務的な要素
を明示的に扱うことで、現代の経営における新しい課題を認識し、変化に対応
できる態勢を構築する取組みとして、理解されてきていると考えられます。
また、統合報告はこれまで日本企業が対応してきたコンプライアンスのための
情報開示ではなく、企業の自発的かつ主体的なコミュニケーションへの取組み
であると言われています。そのため、詳細なルールを設けて開示させるのでは
なく、各企業がそれぞれ創意工夫を凝らし、コミュニケーションの方法および
内容を進化させていくことが期待されています。これまでのところ、完全な統
合報告の事例というものはありませんし、また、企業固有の状況を反映する統
合報告は、将来においても、唯一の正解というものは登場しないと考えられます。
それゆえ、統合報告の潜在的な可能性は認知していながら、どのように取り組
めば良いのかわからず逡巡している企業は多いと考えられます。
本稿では、文書化することを通じて統合報告の要点が明らかとなり理解が深ま
るという仮説のもと、統合報告に取り組もうとする企業のため、IIRC の提案す
る統合報告の枠組みに従って統合報告書を作成しようとした場合、どのような
アクションを取れば良いのかを提案します。
これは、統合報告の基本を理解し、価値創造ストーリーを明らかにすることか
らはじめ、開示情報の整理や情報収集体制の整備を経て、最終的には財務・非
財務情報を統合したマネジメントプロセスの再構築に至る中長期的な取組みに
なると考えられますが、その間にも、経営環境は刻々と変化し、企業の持続可
能性は重大な不確実性に晒されます。持続可能性が損なわれる前に、変化を先
取りし対応することが重要であり、今すぐに始めても、統合報告への着手が早
すぎるということはないと思われます。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじ
めお断りいたします。

 

【ポイント】
◦  持続可能性担保のために統合報告は重要である。
◦  統合報告書を作成する過程で経営上の課題が明らかになる。
◦  自発的なコミュニケーションであり、決まった形はない。
◦  中長期的な取組みであり、環境が変化してからでは間に合わない。
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Ⅰ はじめに

IIRCの提唱する統合報告のフレームワークは、主として、
民間の、あらゆる営利企業への適用を意図して開発されてい
るものですが、公的セクターおよび非営利組織への適用も可
能であるとされています。また、統合報告への関心が高まる
につれ、複雑で変化の激しい経営環境において、持続可能性
を実現するための新しい経営手法となりうる可能性が認知さ
れつつあります。統合報告への取組みは、組織の情報開示制
度の改善を超越した意義を持ったものであるという理解は重
要ですが、本稿では、統合報告書の主たる利用者が企業を取
り巻くステークホルダー（特に投資家）であるとの想定のもと、
組織＝企業として統合報告の実践について提案を行ってい 
ます。

Ⅱ 統合報告の必要性とその実践に向けた
アプローチ

1. 統合報告の必要性

企業は変化の激しい経営環境の中で、日々、その長期的な
価値を創造、維持するために多大なエネルギーを費やしてい
ますが、それらの努力に見合うだけの評価が必ずしも得られ

ていないことにつき不満を持つ経営者は少なくないと考えられ
ます。一方で、企業の価値の全体像を、より包括的に理解す
るための情報が不足していると感じる投資家も多くいると思わ
れます。これは、現在の企業情報開示制度の存在意義にかか
わる問題であり、必ず解決されなければならないものです。

統合報告の実践により、企業の価値創造に関する効果的な
説明を促進することは、企業努力に対する正当な認知を得ら
れる可能性を高め、投資家が短期業績の向こうにある長期的
な価値を見通す際の助けになると考えられます。

また、統合報告は企業の長期的な価値創造能力の持続可能
性を中心としたコミュニケーションであり、グローバルな競争
に勝ち抜き、持続可能性の実現に挑戦するための有効な経営
手法となることが期待されています。

2. 実践に向けたアプローチ

統合報告は、企業の価値創造に関する理解を促進するため
のコミュニケーション活動の全体を指す概念であり、統合報
告書の作成に留まるものではありません。そのため、統合報
告を実践するアプローチとして、統合思考から始めるアプロー
チと統合報告書の作成から始めるアプローチが考えられます。

IIRCによれば、統合思考とは、「組織の様々な事業単位お
よび機能単位と組織が利用し影響を与える資本との間の関係
についての、組織による動的な考察であり、統合思考は、短、
中、長期の価値創造を考慮した、統合的な意思決定および行動
を導く。」と定義されています。また、統合思考は、従来の「サ

図表1　統合報告書を作るアプローチのイメージ

短期（1～2年目）

1年目：既存の開示内容・レベルから、ビジ
ネスストーリーを作り、アニュアル
レポートを作成する。
（内容が完全に埋まらなくても、翌
年以降も踏襲できる大きな流れを
作る）

既存の開示文書の体系は大幅に変
えず、報告書間の情報の連携・整
合性を整備

各社で、最終的に目指す文書体系
に向けて、既存の文書体系を整備

２～３年目：内容要素が埋まらな
いところを、徐々に
埋め、内容を充実さ
せる。

中長期的視点に立った企業でのマネ
ジメントプロセスに、統合報告での
コンセプトを組み込む。

中期（3年目以降） 中長期～長期（5年目以降）

情報の収集

情報収集体制の整備（システム等）

マネジメントプロセスの再構築
財務・非財務情報を組み合わせた指標の開発

高

低

統合報告の
品質・完成度

統合報告書

統合報告書

CSR

AR
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イロ（縦割り）思考」とは対をなすものであると説明されてい 
ます。

IIRCの最終的な目的は、統合報告の実践により統合思考を
促進することであり、IIRCのCEOであるポール・ドラックマ
ン氏も強調していますが、重要なのは統合報告のベースとなっ
ている活動とプロセスであり、統合報告書はその実践結果の
簡潔な報告に過ぎないということです。

つまり、統合思考の実践において重要なのは、企業が社会
的機能の一部として存在していることを踏まえ、企業を中心
に、より広範囲に価値創造プロセスを俯瞰するにより、これま
で明示的に考察してこなかった要素と価値創造との関連性に
気付き、サイロ（縦割り）思考の弊害を克服することだと言え
ます。

価値創造は企業に固有のものであり、それを伝達するため
の統合報告のあり方に正解はありません。そのため、統合思
考を実践し、それを統合報告書として表現することで、企業
の価値創造について最も効果的なコミュニケーションができる
可能性があります。ただし、統合報告の考え方や企業の価値
創造ストーリーが十分に理解、共有されていなければ、すな
わち、統合報告書の完成型が具体的にイメージできる状態に
なっていなければ、統合報告書として取りまとめることは容易
ではないと考えられます。なぜなら、統合報告書は、企業の
価値創造を文書という目に見える形で最もわかりやすく表現し
たものだからです。

裏を返せば、良い統合報告書を作成できるということは、高
度な統合思考が実践できているとも言えます。そのため、ま
ずは現状の開示情報を所与のものとして統合報告のために不
足する要素を点検し、抽出された課題への対処を進めると同
時に、統合報告書のイメージを作り上げていく方法が、より現
実的なアプローチだと考えられます。

統合報告書の作成から始めるアプローチでは、既存の開示
情報の分析からはじまり、開示情報を取捨選択、体系化しな
がら、併せて情報収集体制を整備していくことになると考えら
れますが、経営環境や戦略も継続的に変化していくなかでの
プロセス変更となるため、実際には、中長期的な取組みとして
進めることになると考えられます。（図表1参照）

Ⅲ 統合報告書作成の進め方

1. 価値創造ストーリーの作成と開示情報の体系化

（1） 調査研究
まず初めに、統合報告書の基礎となるフレームワークについ

て検討する必要があります。IIRCが提案するフレームワーク
は、国際的に通用するものとして検討されているものであり、
注目度も高いことから、多くの企業が参考にすると考えられま

す。そのため、まずはIIRCのフレームワークを理解すること
が必要だと考えられます。

同時に、統合報告に関する先進企業・業界等における取組
みや開示例に関する情報を収集し、統合報告書の概括的なイ
メージを醸成することも必要と考えられます。IIRCの提案す
る統合報告のフレームワークは原則主義によっており、これを
理解しただけで直ちに報告書の具体的イメージを想起するの
は困難だと思われるからです。また、IIRCのパイロットプロ
グラム参加企業が統合報告を作成するにあたり直面した課題
や、作成を通じて得た気付きについてフィードバックした内容
を確認することも、統合報告を理解するためには有効だと考
えられます。

統合報告書のおおよそのイメージのができあがった段階で、
自社のアニュアルレポートおよびその他の開示情報を再確認
します。有価証券報告書や事業報告書など制度的要請に基づ
くものに加え、アニュアルレポート、サステナビリティ報告書、
投資家向け説明会資料や株主通信など、法的要請に基づかな
い自発的開示情報のそれぞれについて、開示の意義を改めて
確認し、開示されている内容の比較を行います。これにより、
開示情報の重複や開示する意義が不明確な情報の存在など、
いくつかの課題が発見される可能性があります。

また、開示されている報告書のうち、統合報告書のイメージ
と整合する部分と統合報告の目的に照らし情報開示の効果に
疑問のある部分はそれぞれどの部分かを検討することで、後
に続く統合報告書作成作業の参考となるだけでなく、現状の
報告書における改善ポイントも明らかになります。

（2） 価値創造ストーリーの作成
価値創造ストーリーの作成に際しては、資本とビジネスモデ

ルの内容を明らかにすることが必要です。
資本の確認では、企業価値を構成し、経営上、考慮すべき

要素をリストアップし、それを資本の分類に当てはめていく作
業を行うことになります。資本の検討に際しては、企業が直
接支配していない要素を含めて分析しなければならない点に
留意が必要です。

ビジネスモデルの確認においては、企業が直接的にかかわ
る部分を中心に、事業活動と企業が利用、創出するインプッ
トやアウトプットの内容を明らかにします。

資本とビジネスモデルが整理された段階で、もしくは、同時
並行で価値創造ストーリーを作成することになります。価値創
造ストーリーの作成に際しては、企業内部や直接的な関係を
持つステークホルダーに限定されず、社会というひとつのシス
テムの中で、企業がどのような活動を行っているのか、周囲と
の相互作用により、どのような機能を果たしているのかという
理解に基づき、企業が価値創造する仕組みをわかりやすく図
式化ないし簡潔な文章にまとめることになります。

価値創造ストーリー作成のできるだけ早い段階において、
トップマネジメントによる関与を受けることが適切でしょう。
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的確な経営環境認識と戦略の選択は、価値創造ストーリーの
説得力を高め、統合報告をより効果の高いものにすると考え
られますが、それらについて最終的な責任を持ち、意思決定
していくのはトップマネジメントの役割だからです。関与の仕
方としては、インタビューを通じて、価値創造ストーリーの青
写真をマネジメントに語ってもらう、図式化された価値創造ス
トーリーについて、マネジメントによるレビューを受けるなど
の方法が考えられます。

価値創造ストーリーのおおよその枠組みが決まったら、基本
原則の要求事項を確認することになります。特に、戦略的焦
点と将来志向、情報の結合性、重要性と簡潔性といった基本
原則については、組織横断的に適切なレベルのマネジメント
の関与を求め、検討を進めることが必要と考えられます。

基本原則の検討と前後して、内容要素についても整理して
おく必要があります。現状開示されている情報は、内容要素
のうちどこをカバーできているのかマッピングを行うことで、
開示するべき情報の不足が明らかになります。さらに、非開示
の内部利用情報についても内容要素とのマッピングを行うこと
で、今後、収集が必要となる情報が明らかになります。

（3） 課題整理
課題整理においては、まず、調査研究を通じて抽出された

開示情報の報告書レベルの課題について、イメージと現実と
のギャップや他社事例を研究する過程で得た着想や課題につ
いて整理し、それらをどう実現し、改善していくのかについ
て、基本的な方針を策定します。

ここでの作業は、自発的に開示されている情報の位置付け、
作成コストと効果測定などについて確認することで現在の情
報開示における非効率を削減するというだけに留まりません。
価値創造ストーリーと各報告書との関連性を規定し、報告書
および開示情報を体系化することで、企業とマルチステーク
ホルダーとのコミュニケーション全体を統合させるとの観点か
ら、課題を整理し、対応方針を決定することが重要です。

また、統合報告の最終的な目的は企業のコミュニケーション
プロセス全体を改善することであり、そのためには、規制機関
ないしステークホルダーからの要求に応えるかたちで情報開
示を行うという受動的な発想から、ステークホルダーへの積極
的・戦略的な情報の提供を通じて、企業の目的を実現すると
いう能動的な発想に転換することが重要です。より効果的な
コミュニケーションを行うために、統合報告のフレームワーク
や新しいテクノロジー、メディアを戦略的に活用していくとい
う視点からも検討を行うことになると考えられます。

次に、価値創造ストーリーの作成を通じて明らかにされた開
示情報の取捨選択に関する課題と追加で収集するべき情報へ
の対応方針について整理し、決定します。

価値創造ストーリーを作成する過程で、重要性と結合性の
議論が十分に行われていれば、開示情報の取捨選択や追加収
集する情報の特定と対応方針の決定は比較的容易かもしれま

せん。しかし、信頼性と完全性の要求事項への対処もまた困
難な課題です。ポジティブ面とネガティブ面の両方について
重要性を有する情報を開示する必要がありますが、今のとこ
ろ、統合報告は自発的な開示として行われているため、企業
は自発的開示の枠組み内においてネガティブな情報をどこま
で開示するべきかというジレンマに陥ると考えられます。また、
統合報告書に含まれる情報は、その性質上、ビジネスを実践
する際の中核となる情報ですが、商業上の機密情報を開示す
ることによって競争優位を失うことは回避しなければなりま
せん。さらに、将来志向情報については、実現可能性が不確
実であることに関する注意喚起や、企業が適用した仮定とそ
の可変性について十分な説明を行うなど、情報の利用者が将
来志向情報を適切に理解するための配慮について検討が必要 
です。

このように様々な課題が出てくることが想定されますが、こ
れらを1年目の統合報告書作成から直ちに改善できる短期的な
課題と、2年目以降、時間をかけて改善していく中長期的な課
題とに区分して、具体的な対応を進めて行くことになります。

（4） 報告書の作成（記載項目の決定）
課題の整理まで完了したら、実際に報告書を作成する作業

に入ります。先に述べたとおり、経営環境や戦略も継続的に
変化していくなかでのプロセス変更は、中長期的な取組みと
なることが想定されるため、統合報告の初年度においては、
既存の開示内容、レベルを維持したままで良いので、まずは、
ぶれない価値創造ストーリーを報告書に組み込む作業に焦点
を当てることが有効と考えられます。これにより、翌期以降も
踏襲できる大きな流れを持たせることができ、漸次的に開示
情報の拡充や選択を進めていくことが可能となります。

報告書を作成するにあたり、IIRCの提案する統合報告を実
践しようとした場合、いくつか留意すべき要求事項がありま
す。１つめは、企業の重要性決定プロセスです。主たる報告
書利用者の情報ニーズを特定した方法を含め、適合性を有す
る事象の特定、およびそれらの事象を、重要性を有する事象
に絞り込むプロセスを説明する必要がありますが、そのために
は、実際に、組織内において重要性の決定のための基準があ
り、運用されていることが前提になると考えられます。２つめ
は、報告境界およびその決定方法です。報告境界を開示させ
る目的は、報告境界に含まれる事業体を特定することではな
く、財務報告主体の価値創造能力に重要な影響を与える機会、
リスクと要素を特定することですが、価値創造能力への影響
を評価する際には判断を伴い、重要性の決定と同様、判断基
準が必要となります。また、実務上は、信頼性のあるデータ
が取得できないなど、統合報告書に開示できる情報の性質や
範囲について制約があると考えられます。
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2. 開示情報の改善と情報収集体制の整備

（1） 基本原則と内容要素のアップデート
統合報告の2年目、3年目には、1年目で解決できなかった課

題への対応として、主に開示情報の整理と社内体制の整備を
行うことになると考えられます。同時に、IIRCが提案するフ
レームワークに記載されている基本原則や内容要素について、
前期からの変更点については、随時、アップデートを行う必要
があります。

基本原則については、重要性のある情報について、優先順
位を見直すことを筆頭に、プロセス改善により、情報入手のた
めのコストに係る問題が解消されたり、将来志向情報の信頼
性が向上した部分について、統合報告書における開示情報の
範囲と質を見直すことになります。

内容要素については、経営環境認識、機会とリスクの分析、
戦略と資源配分の決定、具体的な事業活動および成果測定と
いう、事業運営のサイクルのなかで統合報告に必要なほとん
どの情報が取り扱われることになると考えられ、最新の情報を
統合報告書に反映することになります。ただし、業界内の規
制緩和、大型買収の実施などは、基礎概念であるビジネスモ
デルに重要な影響を及ぼす可能性があるため、基礎概念の変
化を統合報告書においてどのように表現するのか検討が必要
になります。さらに、経営戦略の大幅な転換なども、基礎概
念である価値創造ストーリーに重要な影響を及ぼすと考えら
れるため、急激な変化を伴う場合には、一貫性と比較可能性
について、改めて検討することが必要になると考えられます。

（2） 財務・非財務情報の統合
統合報告が定着していくと、財務情報と非財務情報との関

連性をどのように説明していくのかという課題が出てくると考
えられます。ここで重要なのは、統合報告は企業価値の測定
を目的としたものではなく、企業の長期的な価値創造能力の持
続可能性を評価するための基礎を提供することが目的である
ということを理解しておくことです。また、統合報告における
価値は、複数のステークホルダーとの関係において規定され
る、相対的なものであるということも理解しておく必要があり
ます。つまり、非財務的要素と財務的要素の関連性や影響の
程度について経営者の認識を示すことが求められるとしても、
非財務的要素が財務的要素に与える最終的な影響を定量的に
示すことまでは求められていないということです。もちろん、
ステークホルダーの主要な関心は財務的資本の価値変動にあ
ると考えられますので、非財務的要素が財務的要素に良い影
響を及ぼすのか、それとも悪い影響を及ぼすのか、また、非
財務的要素が強化されているのか、もしくは毀損されている
のかといった、価値創造能力に関連する情勢を判断するため
の情報開示に対する期待は大きいと考えられます。そのため、
財務的要素と関連性の強い非財務的要素について、その関連
性に関する説明とともに、KPIの推移を示すなど、それぞれ

の企業が創意工夫して統合報告を行うことになると考えられ 
ます。

（3） 情報収集およびプロセス変更
価値創造ストーリーという大きな枠組みに変更がなければ、

後は、情報内容の拡充と簡素化について検討すれば良いとも
思えます。しかし、情報の重要性と結合性が変化するなか、
経営判断に必要な情報も変化することを考えれば、収集する
べき情報の範囲についても継続的な見直しが必要になると考
えられます。価値創造ストーリー作成において実施した作業を
ベースに、不足する情報を入手するための取組みを行うだけで
なく、新たな情報が入手可能となることにより、開示情報の範
囲や、KPIの見直しが必要となる可能性があります。また、統
合報告書の開示例が増えるのに伴い、一般KPIや業界共通KPI
などが登場してくることが想定されるため、比較可能性の観点
から、新たに収集すべき情報の範囲が拡大する可能性があり 
ます。

また、統合報告における報告境界は、企業の直接的な支配
が及ばない範囲にまで広がっています。そのため、報告境界
に含まれるものの、直接的な支配が及ばない領域について、
重要な情報があるかどうかの探索や、開示するべき情報が入
手できない場合、どのような対応を行うのかについて検討が
必要です。

経営判断に必要な情報の変化に対応して、情報収集体制に
ついても変更を行う必要があります。報告内容に留まらず、情
報収集の範囲、報告頻度や報告経路についても規定する必要
があります。情報収集の範囲を拡大した場合、情報処理、収
集のためのインフラや追加的リソースが必要となる可能性があ
り、従来、外部公表してこなかった情報を統合報告書におい
て報告する場合には、外部公表時期の制約から、情報処理速
度において改善が必要となる可能性があります。また、組織
変更が行われた場合には報告経路についても変更が必要とな
ります。統合報告はコーポレートコミュニケーション全体を包
含しているため、変更による影響が広範囲に及ぼすことを念
頭に、影響を評価し、対応方針を決定することが重要です。

また、企業が扱う情報はITと切り離して論じることができ
ないことはもはや自明であり、ITの開発や変更についても併
せて検討を行うことになるため、統合報告のための情報収集
システムが既存のシステム開発計画と整合的であるかどうか
について確認するとともに、システムの変更により、統合報告
書の一貫性や比較可能性を損なうことのないよう、配慮する
必要があります。

3. マネジメントプロセスの再構築

統合報告がさらに進展していくと、中長期視点に立ったマ
ネジメントプロセスにおける課題も認識されることになると考
えられます。ダイナミックな経営環境変化の予測に基づき、予
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想される事業ドメインのシフトに対応した組織構造への改革と
いった、マネジメントプロセス自体の再構築がマネジメントの
アジェンダになる可能性があります。また、これに留まらず、
価値観の転換を迫られるような事態の発生により、ガバナンス
構造について変化が求められることがあるかもしれません。

Ⅳ まとめ

以上、統合報告書の作成について述べてきました。統合報
告書を作成するに際して忘れてはならないのは、統合報告書
は統合報告を最も簡潔に表現したものに過ぎないということで
す。すなわち、統合思考に基づく行動こそが重要なのであり、
統合報告書の作成自体を目的化してしまう過ちは避けなけれ
ばなりません。統合報告の実践は、経営環境認識・分析力の
向上と変化への対応力を高めることで企業の持続可能性を維
持強化すること、ステークホルダーとのコミュニケーションを
改善することで事業運営を円滑ならしめること、といった企業
経営にとってより根源的かつ重要な目的に適うものです。統合
報告の持つ可能性を正しく認識し、それをどのように活用し、
多様な社会的期待に応えていくのかは、複雑で変化の激しい
経営環境において、強かに生き抜くことを求められている経営
者にとって、無視することのできない課題になりつつあると言
えます。

【バックナンバー】
未来を拓くコーポレートコミュニケーション

「第１回　統合報告とはなにか」 
（AZ Insight Vol. 53/Sep 2012）
「第２回　統合報告 Q&A」 
（AZ Insight Vol. 54/Nov 2012）
「第３回　南アフリカ（ヨハネスブルグ証券取引所）におけ
る事例にみる統合報告の成功要因と課題」 

（AZ Insight Vol. 56/Mar 2013）
「第４回　統合報告における開示要素について」 
（AZ Insight Vol. 57/May 2013）
「第５回　IIRC CEO　ポール・ドラックマン氏に聞く」 
（KPMG Insight Vol. 1/July 2013）
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「統合報告アドバイザリーグループ」

あずさ監査法人および KPMG ジャパンは、企業情報の戦
略的開示を支援していくために、KPMG が長年にわたり企
業の情報開示のあり方について続けてきた研究や実務経験
を活かしながら、企業の統合報告書の作成支援をはじめ、
企業情報の開示プロセスの再構築支援などのアドバイザ
リーサービスを提供しております。

ウェブサイト
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新たなフロンティアーアフリカの潜在性
KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
ディレクター　茂木　寿

日本企業にとってアフリカは、いろいろな意味で遠い存在でしたが、近年、新
たな投資先としての関心が高まっています。アフリカが遠い存在であった要因
としては、日本と歴史的な接点が少ないこと、さらに経済規模がそれ程大きく
ないこと等が挙げられます。
アフリカ地域の経済規模（GDP：2012 年）は全世界の 3％にも達していませんが、
人口（2010 年）は全世界の約 15％を占めており、今後も増加が見込まれてい
ます（国連の予測によれば、アフリカの人口は 2100 年には全世界の約 35％に
達するとされています）。また、2000 年代以降、アフリカ諸国は外資誘致を積
極的に進めることなどを基に、高い経済成長を遂げています。
今後、投資環境の整備、インフラ整備がさらに進展することが予想されており、
インフラ市場、消費財市場としての潜在性は非常に高いと言えます。政治的混乱、
内戦、地域紛争、インフラ問題、腐敗問題等、企業が進出する上ではリスクが
高いのも事実ですが、今後発展が見込まれている国の中には、アジアの新興国
の投資環境と比べ、遜色ない国も多く、高い潜在性を有する国も多い状況です。
そのため、日本企業にとって、有望な進出先となると言えます。本稿では、直
接投資対象（現地進出）としてのアフリカの潜在性・将来性について述べたい
と思います。
なお、文中の意見に関する部分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】
◦  アフリカは豊富な人口を有し、今後も増加が見込まれている。また、鉱物

資源も豊富であり、非常に高い潜在性を有している。
◦  アフリカと日本は歴史的つながりが希薄であり、関連情報も少ない。さら

に、独裁国家が多く、政治的混乱が多いとの印象があるが、先入観を排除し、
現状および将来性を見極めることが重要である。

◦  今後のアフリカはインフラ市場、消費市場として非常に有望であり、かつ、
生産拠点としても大きな魅力を有している。

◦  日本企業において、具体的にアフリカ進出を検討する時期が来ていると言
える。

	 	 茂
も て

木
ぎ

　寿
ひとし

KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
ディレクター

Ⅰ アフリカの概要

1. 地理的特徴

アフリカ地域には2011年7月にスーダン（共和国）から分離
独立した南スーダン（共和国）を含め、54の国（国際的には承

認されていない西サハラおよびソマリランドを含め56ヵ国と
する場合もある）があります。

地理的にはアフリカ大陸およびその周辺島嶼国からなって
います。アフリカ大陸は南北に約8,000km、東西に約7,400km
で、地理的・地勢的にも多様性があり、観光資源等も豊富で
す。また、アフリカには2,500以上の民族・部族、2,000以上の
言語が存在するとされており、文化的にも多様性に富んだ地
域となっています。
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2. 宗教

宗教はサハラ砂漠以北ではイスラム教が主流ですが、サハ
ラ砂漠以南においては、キリスト教および土着宗教が主流と
なっています。宗教の人口比率はキリスト教が約46.8％、イ
スラム教が約41.0％、その他土着宗教等が約12.3％とされて
います1。なお、イスラム教とキリスト教の地理的境界線は、

東アフリカの海岸線を除き、北緯10度であるとされています。

3. 人口

アフリカ地域は全世界の陸地面積の20.35％を占め、人口
（2010年）も全世界の14.91％を占めていますが、2012年の経
済規模（GDP）は全世界の2.83％に過ぎません。また、アフリカ

図表１　アフリカ主要国の概要

面積
人口	

(2010年）
経済状況

km2
ランキング	
（232ヵ国）

百万人
ランキング	
（232ヵ国）

GDP	
（2012年） 成長率

（2002/2012）

1人当たりGDP	
（2012年）

億ドル
ランキング	
（187ヵ国）

ドル
ランキング	
(185ヵ国）

世界 148,940,000 　 6,916.18 　 717,073.02 　 +7.94% 10,368.05 　

アフリカ 30,312,000 (20.35% ) 1,031.08 (14.91% ) 20,284.94 (2.83% ) +13.31% 1,967.34 　

南アフリカ 1,221,037 25 位 51.45 25 位 3,843.15 29 位 +13.19% 7,506.58 74 位

エジプト 1,002,000 30 位 78.08 16 位 2,567.29 40 位 +11.36% 3,111.87 122 位

ナイジェリア 923,768 32 位 159.71 7 位 2,687.08 37 位 +16.35% 1,630.99 137 位

タンザニア 945,087 31 位 44.97 30 位 282.47 93 位 +10.09% 599.19 171 位

コンゴ民主共和国 2,344,858 11 位 62.19 21 位 177.03 109 位 +12.32% 236.84 185 位

ウガンダ 241,550 81 位 33.99 37 位 210.02 103 位 +12.19% 589.16 172 位

ケニア 580,367 49 位 40.91 31 位 411.17 85 位 +12.04% 976.55 155 位

エチオピア 1,104,300 27 位 87.10 14 位 419.06 83 位 +18.32% 482.97 178 位

ザンビア 752,612 39 位 13.22 70 位 205.17 104 位 +18.65% 1,473.82 143 位

ニジェール 1,267,000 22 位 15.89 63 位 65.75 143 位 +12.23% 408.33 182 位

マラウィ 118,484 100 位 15.01 65 位 42.12 150 位 +4.76% 253.28 184 位

スーダン 1,861,484 16 位 35.65 35 位 599.41 69 位 +15.01% 1,788.72 132 位

モザンビーク 801,590 35 位 23.97 49 位 146.00 117 位 +13.26% 650.10 165 位

アンゴラ 1,246,700 23 位 19.55 58 位 1,187.19 61 位 +27.45% 5,693.98 92 位

ルワンダ 26,338 148 位 10.84 78 位 72.23 142 位 +15.74% 693.03 164 位

ボツワナ 582,000 48 位 1.97 147 位 176.24 110 位 +11.17% 9,398.13 69 位

リビア 1,759,540 17 位 6.04 108 位 819.15 64 位 +14.87% 12,777.78 55 位

チュニジア 163,610 93 位 10.63 79 位 456.11 80 位 +7.02% 4,232.07 103 位

アルジェリア 2,381,741 10 位 37.06 34 位 2,077.94 49 位 +13.86% 5,693.98 92 位

モロッコ 446,550 58 位 31.64 38 位 975.30 62 位 +9.21% 2,998.89 123 位

赤道ギニア 28,051 145 位 0.70 164 位 172.06 112 位 +25.78% 23,133.07 33 位

セイシェル 452 196 位 0.09 200 位 10.31 171 位 +3.98% 11,226.23 62 位

ガボン 267,668 76 位 1.56 151 位 183.76 108 位 +13.86% 11,928.74 59 位

モーリシャス 1,969 178 位 1.23 155 位 114.66 125 位 +9.01% 8,850.17 70 位

ナミビア 824,268 34 位 2.18 142 位 122.99 123 位 +13.82% 5,705.07 91 位

ギニア 245,857 79 位 10.88 77 位 56.32 146 位 +5.79% 518.89 176 位

ガーナ 238,533 82 位 24.26 48 位 389.39 86 位 +15.17% 1,562.22 138 位

象牙海岸 322,463 69 位 18.98 59 位 246.27 99 位 +7.89% 1,053.91 153 位

カメルーン 475,442 54 位 20.62 57 位 250.05 98 位 +8.67% 1,165.33 149 位

米国（参考） 9,629,091 3 位 312.25 3 位 156,847.50 1 位 +3.95% 49,922.11 11 位

日本（参考） 377,930 62 位 127.35 10 位 59,639.69 3 位 +4.13% 46,735.72 13 位

出典：（面積） United Nations Statistics Division "Demographic Yearbook 2011"
 （人口） United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs "World Population Prospects: The 2012 Revision"
 （経済状況） IMF（International Monetary Fund） "World Economic Outlook Update, Apr., 2013"
注： ①全世界の陸地面積は米国中央情報局の資料による
 ②アフリカ地域の面積には西サハラ・セントヘレナ島・マヨット島・レユニオンを含む

1  ブリタニカ・ジャパン株式会社「2013 年版ブリタニカ国際年鑑」
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全体のGDPに占める上位4ヵ国（南アフリカ・ナイジェリア・
エジプト・アルジェリア）の比率は55.09％に達しています。

人口については、世界の多くの国で、21世紀初頭から中盤
にかけてピークを迎え、その後減少しますが、アフリカの人
口は2100年まで増加を続けると予測されています。2010年か
ら2100年にかけての90年間の増加率は年率平均1.46％であ
り、世界に占めるアフリカの人口比率は2030年には19.40％、
2050年には25.06％、2100年には35.15％に達すると予測され
ています2。

4. 歴史

アフリカ諸国の多くは20世紀中盤まで、欧州各国の植民地
でしたが、1960年代以降、そのほとんどが独立を果たしまし
た。しかしながら、国境線が人工的に確定されたものも多く、
さらに、アフリカにおいては、歴史的に部族社会が政治・社
会の基盤であったことから、独立後の各国の政治運営は多難
を極め、内戦・クーデターが頻発することとなりました。

また、独立後から1990年代初頭まで、アフリカの多くの国
が東西冷戦構造に組み込まれていたことから、民主化は大き
く遅延することとなりました。たとえば、1960年代から70年
代にかけて、サハラ以南において、選挙で平和的に政権を去っ
た指導者は皆無であったと言われています。

1980年代以降、徐々に民主化が進展し、1994年には南アフ
リカでマンデラ政権が誕生しましたが、アフリカ諸国のほとん
どの国では、民主化が進展せず、軍事力を背景とした独裁政
権が多数を占めていました。また、世界的な資源価格の上昇
に伴い、資源の争奪を原因とした内戦も頻発しました。

1990年代に入り、アフリカ各地で内戦が勃発しましたが、
徐々に沈静化しました。ルワンダ紛争は1993年、シエラレオ
ネ内戦は2002年、スーダン内戦は2005年にそれぞれ終結しま
した（コンゴ（民主共和国）、ソマリア、マリ等では内戦・内
乱状態が現在も継続している）。これらの内戦終結は周辺国の
政治・経済・社会的安定に寄与したことから、近年において
は、アフリカ諸国の多くが高い経済成長を続けています。

Ⅱ 民間ビジネスにとってのアフリカ

1. 投資環境の整備

1960年代以降のアフリカ諸国の独立後、欧米・日本等は援
助を通じ、アフリカの発展に寄与してきましたが、最近では投
資・貿易を通じ、アフリカ諸国との関係を強化しています。特

に、欧州各国は植民地経営において歴史的関係を有している
ことから、アフリカ進出に積極的です。また、米国も2000年
代初頭から、アフリカの戦略的重要性の高まりを受けて、アフ
リカへの関与を深めており、これに伴い米国による直接投資も
大幅に増加しています。

近年においては、アフリカの各国政府も外資誘致を積極的
に推進しており、投資環境の整備が進んでいます。また、ア
フリカ地域には世界最大の地域機関であるアフリカ連合（AU：
1963年設立）のほか、下記のような経済共同体等の地域機関
が結成されており、関税自由化の促進、商業登録等を含めた
許認可の簡素化等が進められています。

−  南部アフリカ関税同盟（SACU：1910 年設立（現存する世界最
古の関税同盟））

−  アフリカ開発銀行（ADB：1964 年設立）
−  東アフリカ共同体（EAC：1967 年設立・1977 年解散・2000

年再設立）
−  西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS：1975 年設立）
−  南部アフリカ開発共同体（SADC：1980 年）
−  中部アフリカ諸国経済共同体（ECCAS：1983 年設立）
−  政府間開発機構（IGAD：1986 年設立）
−  アラブ・マグレブ連合（AMU：1989 年設立）
−  東・南アフリカ市場共同体（COMESA：1993 年設立）
−  西アフリカ経済通貨同盟（UEMOA：1994 年設立）
−  中央アフリカ経済通貨共同体（CEMAC：1994 年設立）
−  サヘル・サハラ諸国国家共同体（CEN-SAD：1998 年設立）

なお、ほとんどのアフリカ諸国とカリブ海諸国が加盟するア
フリカ・カリブ海・太平洋諸国（ACP諸国：77 ヵ国）と欧州
連合（EU）は2000年6月、ベナンのコトヌで通商協力を主体と
したコトヌ協定を締結し、2003年4月に発効しました。現在、
EUとACP諸国の各国が経済連携協定（EPA）に向け交渉中で
あり、今後さらにEUとアフリカ間における貿易促進が図られ
る見込みです。

2. アフリカへの投資状況

2012年のアフリカへの海外直接投資額は800億ドルに達
し、2000年の水準の約10倍となりました。国別の直接投資残
高（2011年末現在）は、フランス580億ドル、米国570億ドル、
英国480億ドル、マレーシア193億ドル、南アフリカ180億ド
ル、中国160億ドルとなっており、日本は80.81億ドルで9位と
なっています3。

アジアにおいては、マレーシアと中国が資源開発を中心とし
た投資を加速しているほか、韓国もアフリカへの投資拡大を
計画中です。

2  United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs "World Population Prospects: The 2012 Revision"
3 国際連合貿易開発会（UNCTAD）「世界投資報告書」（2013 年 3 月）
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日本企業は近年、新興国を中心に海外展開を拡大させてい
ますが、アフリカ地域にまで、その範囲を広げている企業は少
ないのが実情です。日本企業のアフリカ地域への直接投資残
高は1996年から2012年にかけて年率平均18.75％の大幅増と
なっていますが、全世界の日本企業の直接投資総額に占める
割合は0.66％に過ぎません。また、アフリカへの直接投資残高

の35.54％を南アフリカが占めています4。
また、アフリカに進出している日本企業数は2011年10月現

在、562社となっていますが、その内、南アフリカが220社を
占めています。南アフリカ以外で日本企業が20社以上進出し
ている国は、エジプト（58社）・アルジェリア（35社）・ケニア

（28社）・モロッコ（27社）・タンザニア（20社）の5ヵ国のみと

図表2　アフリカ主要国における人口

人口構成（%）	
（2010年）

年齢中央値	
（2010年）

人口	
（百万人）

人口ランキング	
（232ヵ国）

人口	
ピーク

平均寿命
	（2005	
			-10年）

０〜	
14歳

15〜	
19歳

19〜	
24歳

25〜	
59歳

60歳〜 歳 2010年 2100年
年平均	
増加率
（%）

2010年 2100年 年 歳

世界 26.6% 8.8% 8.9% 44.6% 11.1% 28.5 歳 6,916.18 10,853.85 +0.50% なし 68.7 歳

アフリカ 41.1% 10.5% 9.4% 33.7% 5.3% 19.2 歳 1,031.08 3,815.65 +1.46% なし 55.6 歳

南アフリカ 29.7% 9.7% 10.2% 42.2% 8.1% 25.2 歳 51.45 64.13 +0.25% 25 位 36 位 2075 年 52.2 歳

エジプト 31.5% 9.6% 10.1% 40.3% 8.5% 24.4 歳 78.08 135.20 +0.61% 16 位 17 位 2091 年 69.9 歳

ナイジェリア 44.0% 10.2% 8.9% 32.3% 4.5% 17.9 歳 159.71 913.83 +1.96% 7 位 3 位 なし 50.2 歳

タンザニア 44.8% 10.5% 9.2% 30.6% 4.9% 17.4 歳 44.97 275.62 +2.03% 30 位 6 位 なし 56.6 歳

コンゴ民主共和国 45.5% 10.8% 8.9% 30.3% 4.5% 17.1 歳 62.19 262.13 +1.61% 21 位 8 位 なし 48.3 歳

ウガンダ 48.9% 11.1% 9.0% 27.3% 3.7% 15.5 歳 33.99 204.60 +2.01% 37 位 10 位 なし 55.2 歳

ケニア 42.6% 10.5% 10.1% 32.7% 4.1% 18.5 歳 40.91 160.42 +1.53% 31 位 15 位 なし 57.2 歳

エチオピア 44.4% 11.3% 8.9% 30.3% 5.1% 17.5 歳 87.10 243.42 +1.15% 14 位 9 位 なし 59.3 歳

ザンビア 46.9% 10.6% 9.0% 29.4% 4.0% 16.5 歳 13.22 124.30 +2.52% 70 位 18 位 なし 50.9 歳

ニジェール 49.8% 9.9% 7.4% 28.6% 4.3% 15.1 歳 15.89 203.78 +2.88% 63 位 11 位 なし 55.6 歳

マラウィ 45.8% 11.2% 9.1% 28.9% 4.9% 16.9 歳 15.01 84.99 +1.94% 65 位 28 位 なし 51.6 歳

スーダン 42.1% 10.6% 9.0% 33.4% 4.9% 18.7 歳 35.65 116.14 +1.32% 35 位 19 位 なし 60.9 歳

モザンビーク 45.3% 10.4% 8.9% 30.3% 5.0% 17.2 歳 23.97 112.02 +1.73% 49 位 20 位 なし 48.4 歳

アンゴラ 47.8% 10.5% 8.8% 29.1% 3.8% 16.0 歳 19.55 97.34 +1.80% 58 位 25 位 なし 49.6 歳

ルワンダ 44.7% 9.5% 10.2% 31.9% 3.8% 17.8 歳 10.84 36.22 +1.35% 78 位 63 位 なし 59.8 歳

ボツワナ 34.3% 11.3% 11.3% 37.9% 5.3% 22.0 歳 1.97 3.03 +0.48% 147 位 140 位 2081 年 46.5 歳

リビア 29.4% 9.5% 9.8% 44.6% 6.7% 25.6 歳 6.04 7.64 +0.26% 108 位 112 位 2060 年 74.2 歳

チュニジア 23.5% 9.1% 9.7% 47.8% 9.9% 29.0 歳 10.63 11.56 +0.09% 79 位 101 位 2050 年 74.6 歳

アルジェリア 27.1% 9.9% 10.8% 45.3% 6.8% 26.0 歳 37.06 54.89 +0.44% 34 位 44 位 2064 年 70.3 歳

モロッコ 28.1% 10.2% 9.6% 44.8% 7.3% 26.2 歳 31.64 42.73 +0.33% 38 位 52 位 2066 年 69.7 歳

赤道ギニア 39.3% 10.3% 9.2% 36.8% 4.4% 20.2 歳 0.70 2.42 +1.39% 164 位 144 位 なし 50.1 歳

セイシェル 22.3% 8.1% 8.4% 50.7% 10.5% 31.6 歳 0.09 0.09 ▲ 0.06% 200 位 201 位 2044 年 72.4 歳

ガボン 38.6% 10.4% 9.3% 34.1% 7.5% 20.5 歳 1.56 4.88 +1.28% 151 位 128 位 なし 61.3 歳

モーリシャス 21.2% 8.2% 7.7% 50.7% 12.2% 33.3 歳 1.23 0.98 ▲ 0.25% 155 位 161 位 2030 年 72.8 歳

ナミビア 37.7% 11.7% 9.9% 35.5% 5.3% 20.3 歳 2.18 4.26 +0.75% 142 位 129 位 2089 年 60.1 歳

ギニア 42.8% 10.7% 9.1% 32.4% 5.0% 18.3 歳 10.88 35.77 +1.33% 77 位 64 位 なし 54.5 歳

ガーナ 39.0% 10.8% 9.5% 35.3% 5.4% 20.2 歳 24.26 57.21 +0.96% 48 位 41 位 なし 60.0 歳

象牙海岸 41.8% 10.6% 9.0% 33.5% 5.1% 18.8 歳 18.98 76.18 +1.56% 59 位 34 位 なし 48.7 歳

カメルーン 43.4% 11.0% 9.7% 31.0% 4.9% 18.0 歳 20.62 82.39 +1.55% 57 位 30 位 なし 52.7 歳

米国（参考） 19.8% 7.1% 7.0% 47.6% 18.5% 37.1 歳 312.25 462.07 +0.44% 3 位 4 位 なし 78.1 歳

日本（参考） 13.3% 4.8% 5.3% 45.9% 30.7% 44.9 歳 127.35 84.47 ▲ 0.46% 10 位 29 位 2009 年 82.7 歳

出典：United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs "World Population Prospects: The 2012 Revision"

4  日本貿易振興機構（JETRO）「日本の国・地域別対外直接投資残高」
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なっています5。
日本企業の進出状況は増加傾向となっていますが、多くの日

本企業にとって、アフリカは遠い存在であり、進出を躊躇する
向きが多いのが実情です。その要因としては、次のような点を
挙げることができます。

−  距離的（物理的）な問題がある（直線距離で最も近いソマリア
でも日本から約 1 万 km、日本との航空便の直行便はエジプト
線のみ）。

−  歴史的・文化的にアフリカと日本との関連は希薄であり、日本
にとってなじみが薄い。

−  独裁国家が多く、政治的混乱が多いとの印象があり、関連情報
も相対的に少ない。

−  暗黒大陸等の呼称があり、未開かつ貧困に喘いでいるとの印象
が強く、マラリア・HIV 等の感染症の脅威も高いとの印象がある。

Ⅲ アフリカの将来性

アフリカ大陸は広大な面積を有していることから、鉱物資源
が豊富であり、農産物等の生産能力も非常に高い地域です。

一方、アフリカ地域の1人当たりのGDPは1,967.34ドル（2012
年）となっており、世界平均（10,368.05ドル）と比べても、格
段に低く、地域別では最も低い地域となっています。国別で
も、1万ドルを超えているのは赤道ギニア、リビア、セイシェ
ル、ガボンのみとなっており、5,000ドル以上では南アフリカ
を含め10ヵ国のみとなっています。

しかし、アフリカ開発銀行によれば、中間所得層（1日の収
入が2 ～ 20ドル）は現状で全アフリカ人口の3分の1にまで拡
大しており、今後の人口増加、経済規模の拡大に伴い、消費
財等の需要の高まりが期待されています。その意味では巨大
な消費市場としての潜在性・将来性は極めて高いと考えられ
ます。

人口に関しては、図表2のとおり、若年層（19歳以下）が全
体の約半分を占めており、人口の年齢中央値（2010年）はアフ
リカ全体で19.2歳となっています。さらに出生率も高いことか
ら、今後の人口増加率は地域別で最も高くなっています。ま
た、現状において、アフリカ諸国の平均寿命は55.6歳（世界平
均68.7歳）と、低い水準となっていますが、今後、医療水準、
衛生状況等の向上に伴い（HIV治療薬の大幅な価格下落に伴
い、HIV感染率・死亡率も昨今、低下傾向となっている）、平
均寿命の上昇も想定されます。

現状において、世界には1億人以上の人口を有する国は日本
を含め11ヵ国ですが、アフリカではナイジェリアの1ヵ国のみ
となっています2。これが2100年には1億人以上の人口を有す

る国数は24ヵ国となり、その内13ヵ国をアフリカ諸国が占め
られるとされており、その点でもアフリカの国際社会における
プレゼンスは高まるとされています。

インフラの整備状況については、全般的に低い状況となっ
ていますが、今後の政治的安定・経済発展とも相まって、整
備が進むと予測されています。また、現状のアジアの主要な
新興国に比べても、遜色ない国も数多くあることから、これら
の国においては、短時間で高い経済発展を遂げる可能性もあ
ります。

経済については、2002年から2012年にかけてのアフリカ全
体の経済成長率が年率平均13.31％に達しています。国別では
年率平均15％を超える国も多くあり、IFMは今後数年間に限っ
て見ても、アジア地域よりも高い経済成長を遂げると予測して
います。

これらのことから、投資効果の潜在性は非常に高いと考えら
れ、世界的な関心が集まっています。特に、次のような分野
において、大きな発展が見込まれています。

−  インフラ市場（2005 年から 2030 年にかけてのアフリカのイン
フラ投資は 1兆ドルを超えると見込まれている6）

−  消費市場（人口増加および経済拡大に伴い、消費財需要が高ま
る）

−  生産拠点（労働力確保が容易であり、労働コストも他の新興国
と比べ低廉である）

−  資源確保先（クロム・コバルト・ダイヤモンド・プラチナ等は全
世界のシェアの半分以上を占めている）

Ⅳ 主要国の状況

図表1、2、4に挙げられているアフリカの主要29ヵ国は、現
状において経済規模が相対的に大きい国および今後拡大の潜
在性の高い国となっています。その中でも特に今後、発展の
可能性が高いと考えられる10ヵ国を以下に取り上げます（図
表3参照）。

1. 南アフリカ

アフリカ最大の経済規模（アフリカ全体のGDPの約19％を
占める）を誇り、鉱物資源も豊富（クロム・プラチナ・マンガ
ン等の産出量は世界最大）です。

金・ダイヤモンド・プラチナ等の鉱物資源の他、自動車等を
中心とした製造業の集積も進み、金融、通信等のサービス業
でもアフリカ随一となっています。

1994年以降、全人種参加の選挙が実施され、民主化も定着

5 外務省「海外在留邦人数調査統計（平成 24 年度版）」
6  経済産業省「アフリカ諸国の経済発展」（平成 24 年 7 月）



44

© 2013 KPMG Business Advisory 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.

KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

経営トピック②

しており、最近10年間（2002年～ 2012年）のGDP成長率は年
率平均13％台となっており、急速な経済発展を遂げています。

インフラの整備ランキングは58位（主要新興国（BRICs・イ
ンドネシア・ベトナム・ミャンマー）よりも上位）で、アフリ
カでもトップクラスとなっており、関連法令も整備されている
等、投資環境は良好です。

政治的にも安定しており、腐敗認識指数、報道自由指数、
民主主義指数等のランキングは、主要新興国よりも遥かに上
位に位置しています。

一方、高い失業率（2012年24.38％）、犯罪率（殺人事件発
生率は日本の約80倍）、HIV感染率（成人感染率17.3％）、格
差（ジニ指数63.14は世界で最も高い国の1つ）等の社会問題も
あり、最近では鉱山ストライキに端を発した労働争議の頻発
等の問題もあります。

2. ナイジェリア

アフリカ最大の人口（約1億5,971万人）を有し、今後も高い
人口増加率が見込まれており、2100年には人口が9億1,383万
人にまで達し、世界第3位となると予測されています。

国内の部族・民族は250を超えると言われており、これまで
も部族間の抗争が頻発しています。特に、東部州では1967年
に同州の有力民族であるイボ族を中心にビアフラ共和国の独
立が宣言される事態となり、これに伴い大規模な内戦（ビアフ

ラ戦争）に発展した歴史も有しています。
原油生産量・天然ガス確認埋蔵量はアフリカ最大を誇って

おり、輸出総額の約9割を占めています。しかしながら、長年
の軍事独裁政権において、原油収入が適切に利用されておら
ず、インフラ整備は遅れている状況となっています（インフラ
整備ランキングはベトナムと同水準）。

経済における石油・天然ガス依存度は依然高い状況ですが、
近年においては中間層の絶対数が増加していることで消費が
拡大し、内需誘導型経済となっています（最近10年間（2002
年～2012年）のGDP成長率は年率平均16％台に達している）。

政治面では現政権が選挙を経て2期目に入っており、その点
では比較的安定的と言えますが、腐敗認識指数、報道自由指
数、民主主義指数、世界平和指数はロシアと同水準となって
おり、潜在的には不安定な状況にあると言えます。

また、治安面では産油地帯であるニジェール川デルタ地域
での武装組織による石油関連施設の破壊、外国人労働者の誘
拐等が頻発している等の問題もあります。

さらに、国土のほぼ中央を北緯10度線が通っていることか
らわかるとおり、北部イスラム教徒と南部キリスト教徒の人口
は、ほぼ拮抗しており、北部ではイスラム原理主義組織による
テロが頻発している状況です（北部の一部地域はこれら組織に
より、事実上支配下に置かれている）。

現状においては、高い失業率（2011年23.90％）、犯罪率の
他、政治腐敗等、数多くの問題を抱えている状況ですが、現

図表3　アフリカ全域図（地図中の番号は「Ⅳ.主要国の状況」の国別番号）

9. アンゴラ
7. ザンビア

6. エチオピア

北緯10°

5. ケニア

3. タンザニア

2. ナイジェリア

4. ウガンダ

10. ボツワナ

8. モザンビーク

1. 南アフリカ共和国
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在、非石油産業の振興策等も進められており、今後、着実な
経済発展が期待されています。

3. タンザニア

大陸部のタンガニーカと島嶼部のザンジバルが合併してで
きた連合共和国の形態をとっています。

農業がGDPの約4分の1を占め、金・ダイヤモンド・コー
ヒー等を輸出しています。また、観光資源も多いことから、
観光業がGDPの約16％を占めていますが、国民1人当たりの
GDPは599.19ドルで、後発開発途上国（LDC）となっており、
最貧国の1つでもあります。

独立以来、社会主義体制を基にした国家運営が行われてい
ましたが、1980年代に入り、経済が低迷したことから、1990
年代中盤以降、経済の自由化が図られ、最近10年間（2002年
～2012年）のGDP成長率は年率平均10％台となっています。

独立以後は、政治的には安定しており、他のアフリカ諸国
に見られる部族間抗争、内戦等もほとんど見られないことは特
筆されます。

現在の人口は4,497万人ですが、2100年には現在の約6倍（2
億7,562万人）となり、世界第6位となると予測されています。

インフラが未整備であることが大きな問題ですが、鉱業、製
造業、商業、通信業、金融業等の分野の成長が顕著です。ま
た、近年、南部沖合で大規模な天然ガス田が発見されており、
日本への供給源として注目を集めています。

4. ウガンダ

ケニアの西側に位置する内陸国で、国民1人当たりのGDPは
589.16ドルと、タンザニア同様、後発開発途上国（LDC）・最
貧国に分類されています。

現在の人口は3,399万人ですが、2100年には2億460万人に
達すると予測されています。

独立以来、クーデター等が繰り返された歴史を持っていま
すが、現在のムセベニ政権が1986年に発足して以降、政情は
安定しています。北部では長期にわたり反政府組織との戦闘
が続いていましたが、近隣国および欧米の支援等により、現
在では治安が回復している状況です。

それに伴い、約200万人と言われた国内避難民の大半が帰
還し、復興・開発に取り組んでおり、最近10年間（2002年～
2012年）のGDP成長率は年率平均12％台となっています。

インフラが未整備であることが大きな問題ですが、海外資
本に対する規制が少なく、関連法令等も整備されている等、
投資環境は良好です。

また、鉱物資源が豊富である他、土地が肥沃であり、豊富
な降雨があることから、輸出の4分の1以上を占めるコーヒー
の他、近年ではバニラ、野菜、果物、切花、綿、茶、タバコ
等の輸出も増加しています。

5. ケニア

現在の人口は4,091万人ですが、2100年には1億6,042万人
に達すると予測されています。

農業がGDPの約2割、労働人口の約6割を占めていますが、
アフリカの中では比較的、工業化が進んでいる国の1つです。
また、生花、紅茶、コーヒーの輸出も盛んですが、国民1人当
たりのGDPは976.55ドルに低迷しています。

独立以来、政治的には安定していましたが、くすぶり続けて
いた部族対立を背景として、2007年12月には大統領選挙の結
果を巡り、暴動が発生し、経済も一時的に低迷しました。そ
れでも、最近10年間（2002年～ 2012年）のGDP成長率は年率
平均12％台となっています。なお、2013年3月に実施された
大統領選挙は多少混乱したものの、新政権が樹立され、政情
は安定を回復しています。

隣国ソマリアで活動しているイスラム原理主義組織に対して
は、強硬な姿勢を堅持していることから、ケニア国内でのテロ
脅威は高い状況となっている点は懸念されます。

しかしながら、インフラが比較的整備され、製造業、金融、
観光等の産業も発展しつつあることから、今後の経済発展を
期待する声が多い状況です。

6. エチオピア

欧州各国によるアフリカ分割が開始された19世紀の時点で、
独立を果たしていた国の1つです（他はリベリア）。

人口は8,710万人ですが、1人当たりのGDPは482.97ドルで、
世界で最も国民所得の低い国の1つとなっています。

19世紀以降、王政を維持していましたが、1974年に王政は
廃止され、その後、社会主義政策を推進しましたが、エリトリ
ア等、国内各地で反政府活動が活発化し、社会情勢の混乱が
続き、1991年には政権が交代しました。1995年に第1回国会
選挙が行われ、以降5年毎に国会選挙が実施されており、政情
は比較的安定しています。

主要産業である農業はGDPの約4割を占め、輸出額と労働
力の約8割を占めていますが、機械化は進んでおらず、生産性
は低い状況です。また、エリトリア独立に伴い内陸国となった
ため、輸出入品は隣国ジブチから鉄道で輸送せざるを得ない
状況となっています。それでも、近年における経済成長はめ
ざましく、最近10年間（2002年～2012年）のGDP成長率は年
率平均18％台にまで達しています。

一方、慢性的な食料不足、インフレ等の問題も指摘されて
いますが、過去20年にわたりインフラ整備が進められ（イン
フラ整備度ランキングはベトナムよりも上位）、さらに人口が
2016年に1億人、2056年には2億人を超える等、今後の経済
発展の要素を具備しています。
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7. ザンビア

タンザニアの西側に位置する内陸国で、独立以来、銅の生
産・輸出に大きく依存（輸出額の約6割）した国家運営がなさ
れています。

政情は安定的に推移しており、腐敗認識指数、報道自由指
数、民主主義指数等のランキングは、主要新興国と比べても
遜色ない状況です。

近年、農業、観光等を中心とした産業構造改革が進められ、
経済構造の多角化が図れており、最近10年間（2002年～2012

図表4　アフリカ主要国における主なランキング

国名

インフラ整備度ランキング	
（2012年-2013年：144ヵ国中）

腐敗認識指数	
ランキング

報道自由指数	
ランキング

民主主義指数	
ランキング

世界平和指数	
ランキング

ジニ指数
交通事故 HIV感染率 殺人事件

インフラ
総合

道路 鉄道 空港 港湾 電気
電話回線	
（固定電話）

2011年	
（182ヵ国）

2012年	
（176ヵ国）

2012年	
（179ヵ国）

2013年	
（179ヵ国）

2012年	
（167ヵ国）

2012年	
（158ヵ国）

死亡者数	
（10万人当たり）

成人感染率
人口10万人	

当たりの発生件数

南アフリカ 58 位 42 位 46 位 15 位 52 位 94 位 99 位 64 位 69 位 42 位 52 位 31 位 127 位 63.14 31.9 人 17.30% 31.8 件

エジプト 88 位 109 位 52 位 54 位 79 位 82 位 90 位 112 位 118 位 166 位 158 位 109 位 111 位 30.77 13.2 人 0.10% 1.2 件

ナイジェリア 117 位 114 位 95 位 100 位 106 位 138 位 135 位 143 位 139 位 126 位 115 位 120 位 146 位 48.83 33.7人 3.70% 12.2 件

タンザニア 124 位 94 位 82 位 117 位 117 位 132 位 139 位 100 位 102 位 34 位 70 位 81 位 55 位 37.58 22.7人 5.80% 24.5 件

コンゴ民主共和国 - - - - - - - 168 位 160 位 145 位 142 位 159 位 154 位 44.43 20.9 人 1.40% 21.7 件

ウガンダ 110 位 110 位 111 位 107 位 90 位 129 位 123 位 143 位 130 位 139 位 104 位 94 位 98 位 44.30 28.9 人 7.20% 36.3 件

ケニア 80 位 72 位 72 位 65 位 91 位 102 位 130 位 154 位 139 位 84 位 71 位 104 位 120 位 47.68 20.9 人 6.20% 20.1 件

エチオピア 100 位 64 位 112 位 50 位 110 位 112 位 128 位 120 位 113 位 127 位 137 位 123 位 137 位 29.83 17.6 人 1.40% 22.5 件

ザンビア 84 位 96 位 80 位 102 位 70 位 107 位 133 位 91 位 88 位 86 位 72 位 70 位 51 位 54.63 23.8 人 12.50% 38.0 件

ニジェール - - - - - - - 134 位 113 位 29 位 43 位 111 位 116 位 34.55 23.7人 0.80% 3.8 件

マラウィ 116 位 89 位 84 位 133 位 94 位 128 位 126 位 100 位 88 位 146 位 75 位 75 位 60 位 39.02 19.5 人 10.00% 36.0 件

スーダン - - - - - - - 177 位 173 位 170 位 170 位 154 位 156 位 35.29 25.1人 0.40% 24.2 件

モザンビーク 126 位 135 位 89 位 103 位 116 位 111 位 137 位 120 位 123 位 66 位 73 位 102 位 48 位 45.66 18.5 人 11.30% 8.8 件

アンゴラ - - - - - - - 168 位 157 位 132 位 130 位 133 位 95 位 58.64 23.1人 2.10% 19.0 件

ルワンダ 48 位 40 位 NA 84 位 109 位 87 位 138 位 49 位 50 位 139 位 161 位 132 位 119 位 50.82 19.9 人 2.90% 17.1 件

ボツワナ 64 位 55 位 55 位 96 位 97 位 104 位 101 位 32 位 30 位 42 位 40 位 30 位 31 位 60.96 20.8 人 23.40% 14.5 件

リビア 128 位 102 位 NA 129 位 112 位 85 位 79 位 168 位 160 位 154 位 131 位 95 位 147 位 - - 0.20% 2.9 件

チュニジア - - - - - - - 73 位 75 位 134 位 138 位 90 位 72 位 41.42 18.8 人 0.10% 1.1 件

アルジェリア 102 位 88 位 90 位 125 位 131 位 80 位 98 位 112 位 105 位 122 位 125 位 118 位 121 位 35.33 - 0.10% 1.5 件

モロッコ 52 位 70 位 36 位 52 位 49 位 56 位 88 位 80 位 88 位 138 位 136 位 115 位 54 位 40.88 18.0 人 0.20% 1.4 件

赤道ギニア - - - - - - - 172 位 163 位 161 位 166 位 160 位 87 位 - 11.4 人 4.70% 20.7 件

セイシェル 54 位 60 位 NA 55 位 43 位 55 位 37 位 50 位 51 位 73 位 93 位 - - 65.77 15.0 人 0.10% 8.3 件

ガボン 114 位 138 位 67 位 108 位 138 位 123 位 120 位 100 位 102 位 101 位 89 位 126 位 75 位 41.45 22.5 人 5.00% 13.8 件

モーリシャス 53 位 58 位 NA 49 位 48 位 66 位 43 位 46 位 43 位 54 位 62 位 18 位 21 位 - 12.2 人 1.00% 2.5 件

ナミビア 40 位 35 位 39 位 59 位 27 位 52 位 105 位 57 位 58 位 20 位 19 位 72 位 49 位 63.90 25.0 人 13.40% 17.2 件

ギニア 143 位 140 位 108 位 110 位 107 位 141 位 143 位 164 位 154 位 86 位 86 位 146 位 92 位 39.35 19.6 人 1.40% 22.5 件

ガーナ 86 位 85 位 104 位 97 位 76 位 116 位 125 位 69 位 64 位 41 位 30 位 78 位 50 位 42.76 22.2 人 1.50% 15.7 件

象牙海岸 99 位 107 位 87 位 83 位 53 位 96 位 124 位 154 位 130 位 159 位 96 位 136 位 134 位 41.50 20.9 人 3.00% 56.9 件

カメルーン 122 位 112 位 75 位 109 位 99 位 120 位 112 位 134 位 144 位 97 位 120 位 131 位 97 位 38.91 20.1人 4.60% 19.7 件

中国 69 位 54 位 22 位 70 位 59 位 59 位 58 位 75 位 80 位 174 位 173 位 142 位 89 位 42.48 20.5 人 0.10% 1.0 件

ブラジル 107 位 123 位 100 位 134 位 135 位 68 位 55 位 73 位 69 位 99 位 108 位 44 位 83 位 54.69 22.5 人 0.30% 21.0 件

インド 87 位 86 位 27 位 68 位 80 位 110 位 118 位 95 位 94 位 131 位 140 位 38 位 142 位 33.38 18.9 人 0.31% 3.4 件

ロシア 101 位 136 位 30 位 104 位 93 位 84 位 41 位 143 位 133 位 142 位 148 位 122 位 153 位 40.11 18.6 人 1.10% 10.2 件

インドネシア 92 位 90 位 51 位 89 位 104 位 93 位 78 位 100 位 118 位 146 位 139 位 53 位 63 位 34.01 17.7人 0.30% 8.1 件

ベトナム 119 位 120 位 68 位 94 位 113 位 113 位 86 位 112 位 123 位 172 位 172 位 144 位 34 位 35.57 24.7人 0.50% 1.6 件

ミャンマー - - - - - - - 180 位 172 位 169 位 151 位 155 位 139 位 - 15.0 人 0.60% 10.2 件

出典：
インフラ整備度ランキング World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2012-2013"
腐敗認識指数ランキング Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2012"
報道自由指数ランキング Reporters Without Borders, "World Press Freedom Index 2012", "World Press Freedom Index 2013"
民主主義指数ランキング Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2012"
世界平和指数ランキング Institute for Economics and Peace, "Global Peace Index 2012"
ジニ指数 World Bank, "World Development Indicators, Dec., 2012"
HIV 感染率 国際連合エイズ合同計画（UNAIDS）, EPIDEMIOLOGICAL STATUS 2011（15 歳～ 49 歳）, 一部 Avert Organization
交通事故 WHO, "Global status report on road safety 2013" 
殺人事件 United Nations Office on Drugs and Crime, "Intentional homicide, count and rate per 100,000 population (1995-2011)"
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年）のGDP成長率は年率平均18％台にまで達しています。
一方で、高い犯罪率（殺人事件発生率は日本の約95倍）、

HIV感染率（成人感染率12.5％）等の社会問題も存在します。
また、最近では進出が拡大している中国企業に対する反発が
強まっており、中国人労働者の誘拐、中国企業施設への襲撃

事件等も頻発しています。
しかしながら、現状においてもインフラが比較的整備されて

いる他、人口増加率も世界最高の水準（2100年には現在の人
口の9倍以上）にあること等、経済発展の素地は大きいと言え
ます。

図表4　アフリカ主要国における主なランキング

国名

インフラ整備度ランキング	
（2012年-2013年：144ヵ国中）

腐敗認識指数	
ランキング

報道自由指数	
ランキング

民主主義指数	
ランキング

世界平和指数	
ランキング

ジニ指数
交通事故 HIV感染率 殺人事件

インフラ
総合

道路 鉄道 空港 港湾 電気
電話回線	
（固定電話）

2011年	
（182ヵ国）

2012年	
（176ヵ国）

2012年	
（179ヵ国）

2013年	
（179ヵ国）

2012年	
（167ヵ国）

2012年	
（158ヵ国）

死亡者数	
（10万人当たり）

成人感染率
人口10万人	

当たりの発生件数

南アフリカ 58 位 42 位 46 位 15 位 52 位 94 位 99 位 64 位 69 位 42 位 52 位 31 位 127 位 63.14 31.9 人 17.30% 31.8 件

エジプト 88 位 109 位 52 位 54 位 79 位 82 位 90 位 112 位 118 位 166 位 158 位 109 位 111 位 30.77 13.2 人 0.10% 1.2 件

ナイジェリア 117 位 114 位 95 位 100 位 106 位 138 位 135 位 143 位 139 位 126 位 115 位 120 位 146 位 48.83 33.7人 3.70% 12.2 件

タンザニア 124 位 94 位 82 位 117 位 117 位 132 位 139 位 100 位 102 位 34 位 70 位 81 位 55 位 37.58 22.7人 5.80% 24.5 件

コンゴ民主共和国 - - - - - - - 168 位 160 位 145 位 142 位 159 位 154 位 44.43 20.9 人 1.40% 21.7 件

ウガンダ 110 位 110 位 111 位 107 位 90 位 129 位 123 位 143 位 130 位 139 位 104 位 94 位 98 位 44.30 28.9 人 7.20% 36.3 件

ケニア 80 位 72 位 72 位 65 位 91 位 102 位 130 位 154 位 139 位 84 位 71 位 104 位 120 位 47.68 20.9 人 6.20% 20.1 件

エチオピア 100 位 64 位 112 位 50 位 110 位 112 位 128 位 120 位 113 位 127 位 137 位 123 位 137 位 29.83 17.6 人 1.40% 22.5 件

ザンビア 84 位 96 位 80 位 102 位 70 位 107 位 133 位 91 位 88 位 86 位 72 位 70 位 51 位 54.63 23.8 人 12.50% 38.0 件

ニジェール - - - - - - - 134 位 113 位 29 位 43 位 111 位 116 位 34.55 23.7人 0.80% 3.8 件

マラウィ 116 位 89 位 84 位 133 位 94 位 128 位 126 位 100 位 88 位 146 位 75 位 75 位 60 位 39.02 19.5 人 10.00% 36.0 件

スーダン - - - - - - - 177 位 173 位 170 位 170 位 154 位 156 位 35.29 25.1人 0.40% 24.2 件

モザンビーク 126 位 135 位 89 位 103 位 116 位 111 位 137 位 120 位 123 位 66 位 73 位 102 位 48 位 45.66 18.5 人 11.30% 8.8 件

アンゴラ - - - - - - - 168 位 157 位 132 位 130 位 133 位 95 位 58.64 23.1人 2.10% 19.0 件

ルワンダ 48 位 40 位 NA 84 位 109 位 87 位 138 位 49 位 50 位 139 位 161 位 132 位 119 位 50.82 19.9 人 2.90% 17.1 件

ボツワナ 64 位 55 位 55 位 96 位 97 位 104 位 101 位 32 位 30 位 42 位 40 位 30 位 31 位 60.96 20.8 人 23.40% 14.5 件

リビア 128 位 102 位 NA 129 位 112 位 85 位 79 位 168 位 160 位 154 位 131 位 95 位 147 位 - - 0.20% 2.9 件

チュニジア - - - - - - - 73 位 75 位 134 位 138 位 90 位 72 位 41.42 18.8 人 0.10% 1.1 件

アルジェリア 102 位 88 位 90 位 125 位 131 位 80 位 98 位 112 位 105 位 122 位 125 位 118 位 121 位 35.33 - 0.10% 1.5 件

モロッコ 52 位 70 位 36 位 52 位 49 位 56 位 88 位 80 位 88 位 138 位 136 位 115 位 54 位 40.88 18.0 人 0.20% 1.4 件

赤道ギニア - - - - - - - 172 位 163 位 161 位 166 位 160 位 87 位 - 11.4 人 4.70% 20.7 件

セイシェル 54 位 60 位 NA 55 位 43 位 55 位 37 位 50 位 51 位 73 位 93 位 - - 65.77 15.0 人 0.10% 8.3 件

ガボン 114 位 138 位 67 位 108 位 138 位 123 位 120 位 100 位 102 位 101 位 89 位 126 位 75 位 41.45 22.5 人 5.00% 13.8 件

モーリシャス 53 位 58 位 NA 49 位 48 位 66 位 43 位 46 位 43 位 54 位 62 位 18 位 21 位 - 12.2 人 1.00% 2.5 件

ナミビア 40 位 35 位 39 位 59 位 27 位 52 位 105 位 57 位 58 位 20 位 19 位 72 位 49 位 63.90 25.0 人 13.40% 17.2 件

ギニア 143 位 140 位 108 位 110 位 107 位 141 位 143 位 164 位 154 位 86 位 86 位 146 位 92 位 39.35 19.6 人 1.40% 22.5 件

ガーナ 86 位 85 位 104 位 97 位 76 位 116 位 125 位 69 位 64 位 41 位 30 位 78 位 50 位 42.76 22.2 人 1.50% 15.7 件

象牙海岸 99 位 107 位 87 位 83 位 53 位 96 位 124 位 154 位 130 位 159 位 96 位 136 位 134 位 41.50 20.9 人 3.00% 56.9 件

カメルーン 122 位 112 位 75 位 109 位 99 位 120 位 112 位 134 位 144 位 97 位 120 位 131 位 97 位 38.91 20.1人 4.60% 19.7 件

中国 69 位 54 位 22 位 70 位 59 位 59 位 58 位 75 位 80 位 174 位 173 位 142 位 89 位 42.48 20.5 人 0.10% 1.0 件

ブラジル 107 位 123 位 100 位 134 位 135 位 68 位 55 位 73 位 69 位 99 位 108 位 44 位 83 位 54.69 22.5 人 0.30% 21.0 件

インド 87 位 86 位 27 位 68 位 80 位 110 位 118 位 95 位 94 位 131 位 140 位 38 位 142 位 33.38 18.9 人 0.31% 3.4 件

ロシア 101 位 136 位 30 位 104 位 93 位 84 位 41 位 143 位 133 位 142 位 148 位 122 位 153 位 40.11 18.6 人 1.10% 10.2 件

インドネシア 92 位 90 位 51 位 89 位 104 位 93 位 78 位 100 位 118 位 146 位 139 位 53 位 63 位 34.01 17.7人 0.30% 8.1 件

ベトナム 119 位 120 位 68 位 94 位 113 位 113 位 86 位 112 位 123 位 172 位 172 位 144 位 34 位 35.57 24.7人 0.50% 1.6 件

ミャンマー - - - - - - - 180 位 172 位 169 位 151 位 155 位 139 位 - 15.0 人 0.60% 10.2 件

出典：
インフラ整備度ランキング World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2012-2013"
腐敗認識指数ランキング Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2012"
報道自由指数ランキング Reporters Without Borders, "World Press Freedom Index 2012", "World Press Freedom Index 2013"
民主主義指数ランキング Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2012"
世界平和指数ランキング Institute for Economics and Peace, "Global Peace Index 2012"
ジニ指数 World Bank, "World Development Indicators, Dec., 2012"
HIV 感染率 国際連合エイズ合同計画（UNAIDS）, EPIDEMIOLOGICAL STATUS 2011（15 歳～ 49 歳）, 一部 Avert Organization
交通事故 WHO, "Global status report on road safety 2013" 
殺人事件 United Nations Office on Drugs and Crime, "Intentional homicide, count and rate per 100,000 population (1995-2011)"
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8. モザンビーク

1964年からのモザンビーク独立戦争を経て、1975年にポル
トガルから独立を果たしましたが、それ以降も内戦が続き、終
結したのは1992年でした。その後、政情は安定していますが、
内戦の影響でインフラの整備状況は貧弱な状況です。

しかしながら、内戦後の和平の進展に伴い、1990年代後半
以降、積極的な外資誘致を基に「平和定着のモデル国」と称さ
れる程、安定的な経済成長を遂げています。最近10年間（2002
年～2012年）のGDP成長率は年率平均13％台となっており、
この水準の成長は今後も続くと予測されています。

鉱物資源も豊富で、アルミニウムは南アフリカに次ぐ生産量
を誇っており、日本企業も出資したアルミ精錬事業も拡大して
います。石炭も豊富な埋蔵量を誇っており、現在数多くの開
発計画が進められています。

また、北部タンザニア国境に近い沖合では、巨大な天然ガ
ス田が発見され、推定埋蔵量は日本の需要の約20年分ともい
われており7、現在、急ピッチで開発が進められています。

高いHIV感染率（成人感染率11.3％）、法制度が未整備な点
等も指摘されますが、地理的優位性を基にした内陸国とイン
ド洋を繋ぐ複数の回廊（マプト回廊・ベイラ回廊・ナカラ回廊
等）開発計画もあり、今後の経済発展の素地は非常に大きいと
言えます。

9. アンゴラ

1960年初頭から10年以上続いたアンゴラ独立戦争を経て、
1975年にポルトガルから独立を果たしましたが、その後も東
西陣営が介入する形で内戦が続き、停戦が成立したのは2002
年でした。

モザンビーク同様、内戦が長期化したことにより、インフ
ラの整備状況は脆弱ですが、原油・ダイヤモンド等の鉱物資
源に恵まれ、農業・漁業等の潜在能力も高いことから、現在、
農林水産業、製造業の振興等の産業多角化政策が推進されて
います。

特に、原油に関しては2000年以降、急速に生産能力を増強
し、2011年の生産量はアルジェリアを上回る174.6万BD（日量
バーレル）に達しており8、それに伴い、最近10年間（2002年
～2012年）のGDP成長率は年率平均27％台と驚異的な発展を
遂げています（首都ルアンダの物価は世界一高いとも言われて
いる）。

一方、急激な経済発展にもかかわらず、貧困が蔓延し、首
都ルアンダ市内にも大規模なスラム街があり、治安悪化の要
因ともなっています。また、政治腐敗が深刻であり、現地に進

出した外国企業にとって、ビジネス上の大きな障害となってい
ます。その他、地雷除去、地域間の格差等の社会問題も深刻
です。

しかしながら、天然資源が豊富で、経済の潜在性も高く、
人口も2100年までピークに達しないなど、経済発展の素地が
大きいのも事実です。

10. ボツワナ

南アフリカの北側に位置する内陸国ですが、一時期、国債
の格付けが日本と同じであったこともあり、政治・経済の安定
度はアフリカ屈指です。

人口は約197万人ですが、1人当たりのGDPが9,398.13ドル
となっており、アフリカ全体で5位となっています。

独立当初のボツワナ経済は牧畜業が中心でしたが、1967年
にダイヤモンドが発見され、急速な経済発展を遂げました。
1980年から2012年までのGDP成長率は年率平均で8.83％と、
極めて安定的な発展を遂げています。

現状における経済はダイヤモンド産業がGDPの約3割、輸出
の6割近くを占めていますが9、近年産業の多角化も進められ
ており、最近10年間（2002年～ 2012年）のGDP成長率は年率
平均11％台に達しています。

インフラ整備度、腐敗認識指数、報道自由指数、民主主義
指数等のランキングのいずれも先進国並みで、アフリカでは際
立った存在となっており、今後も安定的な経済発展が見込ま
れています。

ただし、内陸国であること、人口が少ないことから市場規模
が小さい等、投資効果が薄れる可能性もあります。

Ⅴ アフリカ進出に向けて

近年、日本ではミャンマーが「最後のフロンティア」と称さ
れ、大きな関心を集めていますが、それ以上に潜在性が高い
とされるアフリカについては、それ程関心が集まっていない状
況が続いています。

その背景には、既述のとおり、日本企業の認識があると言え
ます。また、アフリカでは一部の国において、政治的混乱、内
戦、地域紛争、インフラ問題、腐敗問題等、企業が進出する
上で、高いリスクがある国も多いのも事実です。

しかしながら、多くの国で今後急速に経済が成長・拡大す
る可能性が高いと言えます。特に、日本企業が得意とする消
費財市場、インフラ整備市場としての潜在性は極めて高い状

7  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構「東アフリカ深海探鉱開発の現状（モザンビーク、タンザニア、ケニア）」（2013 年 5 月 23 日）
8  BP 統計（BP Statistical Review, June 2012）
9  日経 BP 社「日経 BP ムック　アフリカビジネス」（2013 年 9 月 5 日）
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況です。
今年（2013年）6月には、アフリカ諸国の50以上の首脳が出

席し、アフリカ開発会議（TICAD）が横浜で開催されました。
この会議で安倍晋三首相はアフリカ支援策として今後5年間で
1兆円超の政府開発援助（ODA）を含む約3兆2千億円の資金を
官民が協力して拠出すると表明し、アフリカが援助の対象か
ら投資・貿易の対象に変化したことを印象付けました。

このことは、日本企業のグローバル化において、アフリカは
非常に重要な地位にあることを示しています。そのため、企
業は自社のグローバルビジョン、グローバル戦略と照らし合わ
せ、先入観なしにアフリカ進出を検討する時期に来ていると言
えます。

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
ディレクター　茂木　寿
TEL: 03-3548-5305（代表番号）
hitoshi.motegi@ jp.kpmg.com

mailto:hitoshi.motegi@jp.kpmg.com
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IFRS 公開草案「リース」が（借手側の） 
企業経営に及ぼす影響の考察
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・サービス事業部
パートナー　山本　勝一

IASB が本年 5 月に公表した公開草案「リース」によれば、借手は、従来オペレー
ティング・リースとしてオフバランス処理していたものも含め、原則としてす
べてのリース取引をオンバランスする必要があります。その結果、借手の総資
産および総負債が大きく増加する可能性があるとともに、使用権資産とリース
負債に関し、システム化した管理が必要になる可能性が高いと考えられます。
本公開草案における、この借手のオンバランスに関する提案がこのまま最終化
される場合には、財務諸表への影響および業務プロセスに及ぼす影響が非常に
大きくなることが想定されるため、現時点において、本公開草案を適用した場
合のハイレベルでの影響分析を着手することも意味があると考えられ ます。
なお、本文中の意見に関する部分はあくまでも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】
◦  IFRS 公開草案「リース」では、借手・貸手ともにリース取引を 2 つに分

類することが提案されているが、借手の会計処理として、従来のオペレー
ティング・リースのようなオフバランス処理は認められず、原則としてす
べてのリース取引をオンバランスする必要がある。

◦  IFRS 公開草案「リース」を適用した場合、借手の財務諸表が大きく変わ
る可能性があるため、KPI の見直し等のアクションが必要になることも考
えられる。

◦  さらに、リースの借手がオンバランスする使用権資産とリース負債につい
て簿価管理を行う必要性が生じるため、リース取引管理をシステム化する
必要性が生じる可能性が高い。

◦  公開草案ではあるものの、借手が原則としてすべてのリース取引をオンバ
ランスしなければならない点が見直されない可能性も十分考えられ、その
影響の大きさを考えると、現時点においてもハイレベルな影響分析を実施
し、今後の対応に向けての手順を想定しておくことは意味のあることと言 
える。

	 	 山
や ま も と

本　勝
しょう

一
い ち

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・

サービス事業部
パートナー

Ⅰ IFRS 公開草案「リース」の概要

国際会計基準審議会（IASB）は、2013年5月16日、公開草
案（ED/2013/6 ）「リース」（以下「本公開草案」という）を公
表しました。 詳細な内容については、7月号（KPMG Insight 

Vol.1/July 2013）会計トピック③IASB公開草案「リース」の概
要の解説をご参照ください。ここでは、借手における企業経
営に及ぼす影響度合の大きさという観点から、本公開草案の
重要ポイントを簡単に解説します。なお、日本企業の皆様の
大半は、現時点まで我が国の会計基準（以下「日本基準」とい
う）を適用していると思われますので、日本基準との比較を中
心に解説します。



51

© 2013 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.

KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

経営トピック③

IFRS 公開草案「リース」が（借手側の） 
企業経営に及ぼす影響の考察
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・サービス事業部
パートナー　山本　勝一

IASB が本年 5 月に公表した公開草案「リース」によれば、借手は、従来オペレー
ティング・リースとしてオフバランス処理していたものも含め、原則としてす
べてのリース取引をオンバランスする必要があります。その結果、借手の総資
産および総負債が大きく増加する可能性があるとともに、使用権資産とリース
負債に関し、システム化した管理が必要になる可能性が高いと考えられます。
本公開草案における、この借手のオンバランスに関する提案がこのまま最終化
される場合には、財務諸表への影響および業務プロセスに及ぼす影響が非常に
大きくなることが想定されるため、現時点において、本公開草案を適用した場
合のハイレベルでの影響分析を着手することも意味があると考えられ ます。
なお、本文中の意見に関する部分はあくまでも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】
◦  IFRS 公開草案「リース」では、借手・貸手ともにリース取引を 2 つに分

類することが提案されているが、借手の会計処理として、従来のオペレー
ティング・リースのようなオフバランス処理は認められず、原則としてす
べてのリース取引をオンバランスする必要がある。

◦  IFRS 公開草案「リース」を適用した場合、借手の財務諸表が大きく変わ
る可能性があるため、KPI の見直し等のアクションが必要になることも考
えられる。

◦  さらに、リースの借手がオンバランスする使用権資産とリース負債につい
て簿価管理を行う必要性が生じるため、リース取引管理をシステム化する
必要性が生じる可能性が高い。

◦  公開草案ではあるものの、借手が原則としてすべてのリース取引をオンバ
ランスしなければならない点が見直されない可能性も十分考えられ、その
影響の大きさを考えると、現時点においてもハイレベルな影響分析を実施
し、今後の対応に向けての手順を想定しておくことは意味のあることと言 
える。

1. 借手の会計処理

日本基準のリース会計においては、リース取引をファイナ
ンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、前者につ
いてはオンバランスし、後者についてはオフバランスしていま
す。本公開草案においても、リース取引を2つのタイプに分類
することに変わりはないのですが、日本基準のようにファイナ
ンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、ファイナ
ンス・リースのみをオンバランスするのではなく、原則として
すべてのリース取引をオンバランスすることが提案されてい 
ます。

では、リース取引を2つのタイプに分ける意味合いは何なの
でしょうか。それは、当初認識後の費用配分パターンが異な
るところにあります。具体的には、リース取引をタイプ A（主
に不動産以外のリース取引）とタイプ B（主に不動産のリース

取引）に分け、タイプ Aについてはリース期間前半に費用が多
く後半に少なく計上される一方、タイプ Bについてはリース
期間全体にわたって均等に費用が計上されます（図表１、２参
照）。

すなわち、日本基準におけるファイナンス・リースの会計処
理と本公開草案のタイプ Aの会計処理は概ね同じであり、ま
た、日本基準におけるオペレーティング・リースの会計処理と
本公開草案のタイプ Bの会計処理は、当初認識時にオンバラ
ンスするかどうかという点に決定的な違いがあるものの、当初
認識後の費用計上のパターンはほぼ同じであると言えます。

2. 貸手の会計処理

日本基準のリース会計においては、貸手の場合においても、
リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リー

図表2　借手の処理（事後測定：包括利益計算書）　−タイプAとタイプBで異なる

t2 t6t1 t3 t4 t5 逓減

t2 t6t1 t3 t4 t5

：使用権資産の償却費 ：リース負債からの利息費用相当額
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図表1　借手の処理（当初測定） −タイプA・B 同じ処理（財政状態計算書）
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スに分類し、前者については原資産の認識を中止するととも
に新たにリース債権を認識し、後者については原資産を認識
し続けます。

一方、本公開草案においては、借手の場合と同様に貸手に
おいても、リース取引をタイプ A（主に不動産以外のリース取
引）とタイプ B（主に不動産のリース取引）に分類することが
提案されています。リース取引の貸手のタイプ Aの会計処理
はかなり複雑であり、ここでは詳細な解説を割愛しますが（詳
細は7月号（KPMG Insight Vol.1/July 2013）会計トピック③
IASB公開草案「リース」の概要の解説をご参照のこと）、リー
ス期間終了時点の残存価値に対応する部分の利益を繰り延べ
る点に特徴があります。また、リース取引の貸手のタイプ Bの

会計処理は、日本基準における貸手のオペレーティング・リー
スの会計処理とほぼ同じです（図表３参照）。

Ⅱ 本公開草案が（借手としての）
企業経営に及ぼす影響の考察

内容的には前章Ⅰと多少重複しますが、本公開草案と日本
基準とのリース取引の借手の会計処理の相違点を５つの項目に
要約したものが図表4となります。日本基準の会計処理と差が
生じるこれら5項目それぞれが、財務数値・業務プロセス・そ
の他の論点に、影響を及ぼすと思われます。

図表4　本公開草案の（借手に係る）論点　−5項目

項目 概要

リースの識別 資産（原資産）を使用する権利を、対価との交換により、一定の期間にわたり移転する契約をリースとして識別

リースの分類 原資産に係る経済的便益をどの程度消費するかによってリースをタイプ A とタイプ B に分類
（実務上は、不動産リースかどうかによって分類するケースが多いと思われる）

会計処理（P/L） リースの分類結果によって、費用の発生パターンが変化
    財務数値そのものが変化
    会計処理のための業務プロセスが変化

会計処理（B/S） 原則として、使用権資産およびリース負債を認識
    財務数値がそのもの変化
    会計処理のための業務プロセスが変化

事後的な見積りの変更 リース期間、残価保証に基づく要支払額、購入選択権の行使可能性、割引率等、各見積項目に関する見直しが必要

図表3　貸手の処理（タイプAのリース：債権・残存資産アプローチ）

取組利益
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原資産から回収が
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原資産の帳簿価額

変動リース料などがなく、非常にシンプルなケースでは以下となる。

（借） リース資産（リース債権）
リース資産（残存資産：総額残存資産）

（貸） 原資産（認識を中止）
取組利益
リース資産（残存資産：未稼得利益）

貸手が借手に
課す利子率で
割り引く

リース債権

総額
残存資産

リース債権に
見合う部分

総額残存資産に
見合う部分

割引計算

割引計算

財政状態計算書上の「リース資産」

残存資産
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具体的に、どのような影響が考えられるのかまとめたものが
図表5となります。

1. 財務数値に及ぼす影響の概要

財務諸表上の項目に及ぼす影響は図表6のとおりですが、営
業利益や純利益に影響を及ぼす可能性があることから、KPI

（業績評価指標）の見直しや、予算策定方法の再考もしくは中
期経営計画の変更などのアクションが必要になる可能性があ
ります。

また、主な財務指標への影響については図表7のとおりです
が、やはり、KPIの見直しなどの必要性が生じる可能性があり
ます。

2. 業務プロセスに及ぼす影響の概要

業務プロセスに及ぼす影響について、図表４の各項目（リー

スの識別・リースの分類・会計処理P/L B/S・事後的な見積り
の変更）に沿って見ていきます。

（1） リースの識別に係る業務プロセスへの影響
本稿では詳しく触れていませんが、日本基準においてはリー

ス取引（もしくは賃貸借取引）という名目の契約についてのみ、
会計上のリース取引として扱っています。しかしながら本公
開草案においては、実質的なリース取引であれば契約形態に
かかわらず会計上のリースとして取り扱わなければなりません

（従来のIFRSのリース会計基準においても同様）。よって、契
約形態のみで会計上のリースとして扱うかどうかを決めること
はできず、契約上リース取引ではない場合であっても、取引
によっては会計上のリースかどうかを判断する必要性が生じる
ことも十分考えられます。取引が行われる都度、会計上のリー
ス取引かどうかを一から考えるのではなく、ある程度定型化し
て判断できるような企業の実情に応じたルールを設定しておく
ことも重要でしょう。

図表5　本公開草案の（借手に係る）影響

影響項目 影響の内容と想定されるアクション 関連部門

財務数値

財務諸表／財務指標に及ぼす影響を評価する必要がある。 経営企画、財務

KPI（業績評価指標）、予算、中期計画等に及ぼす影響を評価し、必要に応じて見直すことも想定される。 経営企画

借入金等の財務制限条項に及ぼす影響を評価し、必要に応じて、契約条件等について協議すること
も想定される。 財務

必要に応じて、投資家等の利害関係者に説明する必要がある。 IR

業務プロセス

各業務プロセスに及ぼす影響を評価する必要がある。 各部門

これまでのリース取引に関するプロセスを見直すとともに、必要に応じて、システム投資を検討するこ
とも想定される。 財務、 総務、IT

プロセスとコントロールに及ぼす影響を評価し、必要に応じて見直すことも想定される。 内部監査

その他の論点

各担当者に対するトレーニングを実施する必要がある。 各部門

必要に応じて、契約条件等を見直すことも想定される。 法務

購入 / リースの意思決定について検討する必要がある。 総務

図表6　財務諸表上の項目に及ぼす影響 ※オペレーティング・リースとの対比

財務諸表
タイプ	A タイプ	B

影響 説明※ 影響 説明※

営業利益
現行のオペレーティング・リースに係るリース費
用は減少し、使用権資産に係る償却額および利
息費用が計上されるため、営業利益は増加する

変動しない
（利息費用相当金額と償却費相当額が、単一の
リース費用として営業費用に計上されるため）

純利益
時期によって異なる（現行のオペレーティング・
リースに係るリース費用を定額と仮定すると、後
年になるにつれ純利益は増加する）

変動しない

資産合計 
（負債合計）

原則として、使用権資産およびリース負債を認
識することになるため、資産合計（負債合計）
は増加する

原則として、使用権資産およびリース負債を認
識することになるため、資産合計（負債合計）
は増加する

資本 純利益の増減による
（純利益による増減を除き、資本は変動しない） 変動しない
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（2） リースの分類に係る業務プロセスへの影響
前述したように、リース取引はタイプ Aとタイプ Bに分類

する必要がありますが、この分類方法に明確な数値基準は存
在しません。日本基準においては、「概ね90％以上」や「概ね
75％以上」といった目安としての数値基準が存在しており、実
務上も定量的なファイナンス・リースかオペレーティング・
リースかの判断が容易でしたが、本公開草案を適用する場合
には、どのような考え方でタイプ Aとタイプ Bに分類するの
かについて、対応方法を整理しておくことが必要と思われま
す。また、分類する際の考え方は、リースの対象となっている
原資産が不動産かどうかによって、大きく変わりますので、実
務的に対応可能な分類の考え方を、不動産の場合と不動産以
外の場合のそれぞれにつき、企業内部で定めておく必要性は
高くなります。

（3） 会計処理（P/L B/S）に係る業務プロセスへの影響
日本基準でオペレーティング・リースとして扱っていたリー

ス取引が、本公開草案においてはオンバランスされることにな
り、かなり複雑な会計処理が要求されます。本稿では、あまり
詳しくは触れていませんが、（リース期間に支払うリース料の
現在価値相当額を）リース開始時にリース負債として計上する
とともに、（調整がなければ同額を）使用権資産として計上し
ます。その後の会計処理は図表2に記載のとおり、タイプ Aと
タイプ Bで異なるのですが、いずれにしろリース期間にわたっ
て資産計上および負債計上されることに変わりはありません。

従来、日本基準でオペレーティング・リースとして扱ってい
た場合との決定的な違いは、本公開草案では借方の使用権資
産と貸方のリース負債の簿価履歴管理が必要になるというこ
とです。財政状態計算書（B/S）に計上されるがゆえに簿価管
理が必要であることはもちろんなのですが、それだけではな
く、使用権資産は減損処理されることがあり、また、リース負

図表8　業務プロセスへの影響

これからの業務プロセス
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図表７ 主な財務指標への影響 ※オペレーティング・リースとの対比

財務諸表 計算式
タイプ	A タイプ	B

影響 説明※ 影響 説明※

EBITDA N/A
現行のオペレーティング・リースに係る
リース費用が減少するため、EBITDA は
増加する

変動しない

ROA
利益

総資産
使用権資産の増加により、 ROA は低下
する

使用権資産の増加により、 ROA は低下
する

ROE
利益
資本

利益、資本の変動割合による 変動しない

総資本
回転率

売上高
総資本

リース負債の増加により、 総資本回転率
は低下する

リース負債の増加により、 総資本回転率
は低下する

負債比率
負債
資本

リース負債の増加により、 負債比率は上
昇する

リース負債の増加により、 負債比率は上
昇する
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債は（4）で述べる事後的な見積りの見直しによりリース期間の
途中であっても変化する可能性があるからです。このような
イレギュラーな事態が起こった場合、マニュアルでの簿価管
理では限界があることは容易に想像がつきます。したがって、
本公開草案を適用する場合には、固定資産台帳と同程度もし
くはそれ以上の機能を具備したシステムによる簿価管理が必
要となる可能性があります（図表８参照）。

（4） 事後的な見積りの変更に係る業務プロセスへの影響
（3）で取り上げたシステムによる簿価管理の必要性と密接に

絡み合う論点が、この事後的な見積りの変更です。日本基準
においては、リース契約そのものが見直されない限りリース期
間等を見直す必要性はありませんでしたが、本公開草案にお
いては、仮に契約が見直されなくとも、企業を取り巻く環境変
化に応じて各見積項目を見直すことが要請されています。代
表的な見積項目はリース期間です。我が国の従来の会計実務
においては、契約期間イコール会計上のリース期間と考える傾
向が非常に強いですが、本公開草案ではそのような考え方が
取られていません。図表9に示す4つの要因を総合的に勘案し、
企業の判断でリース期間を決める必要があります。また、リー
ス期間の途中であっても、これら４つの要因に変化が生じた場
合はリース期間を見直すことも必要です。

ただ、見直すといっても、その判断は非常に難しいと思わ
れ、企業の実情に応じた判断基準（どのようなイベントが生じ
た時に見直しの検討を行うのか等）を設定しておく必要性があ
ると思われます。

3. その他の論点に及ぼす影響の概要

（1） 契約条件の見直し
本公開草案におけるリース取引の借手は、従来オペレーティ

ング・リースとして扱ってきたリース取引をオンバランスしな
ければならず、財務諸表や業務プロセスに多大な影響が生じ
る可能性が高いと言えます。そこで、このような影響をできる
だけ最小化するために、短期リースの活用や、契約期間の短
縮化によるリース期間の短縮化、といった対策を講じる可能
性もあります。

① 短期リースの活用
本公開草案においては、短期リース（更新・延長オプション

を含めた最長のリース期間が12 ヵ月以下のリース取引）につ
いて従来のオペレーティング・リースと同様の簡便な処理がで
きることが定められています。確かに、契約期間を12 ヵ月以
下にすることによって、短期リースに該当する可能性は高まる
といえます。しかしながら留意点として、契約期間と短期リー
スの特例に際して検討する最長リース可能期間はイコールで
はないということと、短期リースに該当するかどうか判断する
際には（更新の可能性にかかわらず）契約に更新オプションが
付随している場合には、更新期間を含めて12ヵ月以内でなけ
ればならないといった制約が存在します。

② リース期間の短縮化
短期リースの活用といった極端なことはできないまでも、契

約期間を短縮化することによって会計上のリース期間を短縮
化し、オンバランスによる影響を最小化しようとする動きがあ
るかもしれません。確かに、契約期間を短縮化すればリース
期間も短縮化される可能性は高まるのですが、契約期間を短
くすることによるビジネスの不安定化が生じては本末転倒で
す。また特に不動産リースにおいては、貸手であるオーナーの

図表9　リース期間の見直しとなる4つの経済的要因の変化

• リース期間は解約不能期間に延長オプションの行使（解約オプションの不行使）に重要な経済的インセンティブがあり、その行使（解約オプションの不行
使）が確実に見込まれることで延長される追加期間を加えたもの
• リース期間の判定や購入オプションの行使可能性検討における重要な経済的インセンティブとは何か？

経済的な要因が変化した場合（ただし、市場に基づく要因の変化のみを理由とするものを除く）は、リース期間や更新オプションの行使可能性を再評価す
る。リース期間が変更されると、リース料総額が変わり、リース関連の資産負債の計上額が見直される（借手は、再測定された価額に基づき、使用権資産と
リース負債を両建てで調整する）。その場合、割引率についても、当該再評価時点のものを使用しなければならない。

• 更新後の期間における
リース料
• 変動リース料
• 更新オプション
• 返却コスト

• 市場におけるリース料
• 類似の資産の価格

• 資産の特質
• 所在地
• リース物件に対する重要な
資本的支出の有無

• 借手の意図
• 借手の過去の実績

以下の経済的要因を考慮する

契約に基づく要因 市場に基づく要因 資産に基づく要因 企業特有の要因
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意向を無視して契約期間を短縮化することは極めて難しいの
ではないでしょうか。

留意点としては、短期リースの活用の場合と同じですが、契
約期間とリース期間はイコールではないことが挙げられます。
よって、契約期間を短縮化しても会計上のリース期間は短縮
化できないといった事態も考えられます。

（2） 購入かリースかの意思決定
本公開草案に基づいた借手のリースの会計処理はかなり複

雑化するのですが、購入かリースかの意思決定についても、
新たに検討し直す必要性が生じるかもしれません。リースの
有する優位性と、リース取引に係る処理の煩雑化の度合いを
考慮して、検討すべきものと思われます。ただ、不動産リース
について購入に切り替えることは通常非常に困難であるため、
どんな企業であっても、借手のリースの会計処理と無関係で
あることは、ほぼ不可能であろうと思われます。

Ⅲ 将来における本公開草案の最終化に
向けてのアクションについて

本公開草案はあくまで公開草案であり、会計基準として最
終化されるまでには、多少の紆余曲折が予測されます。2013
年9月13日まで本公開草案へのコメントが募集されており、年
内に再審議が行われる予定となっています。しかしながら、
借手の会計処理として原則すべてをオンバランスするという
提案がそのまま最終化された場合、本稿で取り上げた企業経
営に及ぼす影響の多くは、IFRSを適用する場合に、現実の問
題として各企業が直面することになろうと思われます。

総資産と総負債が大幅に増加する可能性があること、また、
リース取引に係る業務の見直しによってシステム対応の必要
性が生じる可能性が高いことを考慮すると、本公開草案が最
終基準化する前であっても、自社の財務諸表にどのような影
響が生じるのかをハイレベルで分析し、今後の対応に向けて
の手順を想定しておくことは、決して無駄ではないと言えま
す。もちろん、公開草案段階で詳細な会計処理について検討
する必要性はないのですが、自社の財務諸表への影響の概要
をシミュレーションしておくことは、非常に意味のあることと
思われます。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

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・サービス事業部
パートナー　山本　勝一
TEL：03-3548-5120（代表番号）
shouichi.yamamoto@ jp.kpmg.com
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IT統制評価の効率的・効果的実施のために
有限責任 あずさ監査法人
パートナー　松本　達之

2008 年 4 月以降開始された内部統制報告制度により、内部統制の評価を経営
者が行い、その結果を内部統制報告書として開示されることとなってから早数
年が経過しています。この間、各企業においては内部統制そのものが充実化す
る一方で、経営者評価の実施と内部統制報告書の作成等の間接費が増える要因
ともなっています。2011 年 3 月に行われた「財務報告に係る内部統制の評価及
び監査の基準」の改訂により、経営者評価は自由度を増し負担軽減には一定の
貢献がありましたが、依然として特に IT 統制の評価については、通常 IT 全般
統制と IT 業務処理統制とを評価するため、少なからず負担感を感じている企業
も多いと推測します。
さらに、その年末には日本公認会計士協会から「新起草方針に基づく品質管理
基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書並びに監査・保証実務委員会実務
指針の最終報告書の公表について」が公表され、2012 年 4 月 1 日以降開始す
る事業年度から適用されています。
また、この新起草方針に基づく監査基準委員会報告書を踏まえ、日本公認会計
士協会 IT 委員会実務指針第 6 号「IT を利用した情報システムに関する重要な
虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続につ
いて」が公表されました。
筆者は、IT 統制評価が必ずしも十分効率的・効果的に実施されていないことに
対し、IT 委員会実務指針 6 号の内容を踏まえつつ、内部統制およびその評価制
度について IT 統制を中心に原点に立ち返ることを通じ、IT 統制評価がより効
率的・効果的に行われることを企図し、書籍「IT 統制評価全書」（同文舘出版）
を監修しました。
本稿では、同書から IT 統制評価をより効率的・効果的に実施するために理解を深
めておくべき内部統制の本質や IT 統制とマニュアル統制の関係と財務報告に係 
る内部統制における重要な統制活動の特定について概説します。また、内部統制
報告制度適用時期に見合わせていた基幹システムのリプレースを行う事例が出 
てきていることから新システムの導入が最近のトピックですので、新システム導 
入時の留意点等の概要を説明いたします。各項の詳細は、書籍をご参照ください。
なお、文中の意見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】
◦  内部統制は、会計監査のためにあるのではなく、企業経営者のためにある。
◦  IT 統制の評価はマニュアル統制の評価との関係に留意する。
◦  仕訳データの各構成要素の決定されるポイントを把握することによって、財

務報告に係る内部統制における重要な統制活動を特定していく方法がある。
◦  新システム導入時に最も生じやすい問題は、内部統制報告制度の基準日と

財務諸表監査における期間担保の点にある。
◦  パッケージシステム導入にあたり、仕様検討の場で業務の利便性が極端に

優先された場合、内部統制の観点が抜け落ちる危険があるため、注意が必
要である。

	 	 松
ま つ も と

本　達
たつ ゆ き

之
有限責任 あずさ監査法人

パートナー
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Ⅰ 内部統制構築の意義および 
その評価制度の意義

はじめに、内部統制とはどのようなものか、改めて確認しま
す。2007年2月に企業会計審議会より、「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設定について（意見書）」が
公表されました。この意見書の中に「財務報告に係る内部統制
の評価及び監査の基準」（以下「基準」という）が含まれてお
り、「Ⅰ．内部統制の基本的枠組み １．内部統制の定義」に、
以下の記載があります。

内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告
の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の４
つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務
に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスを
いい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、
モニタリング（監視活動）及びＩＴ（情報技術）への対応の６つの
基本的要素から構成される。

つまり、内部統制は、組織内すべての者によって遂行される
よう業務の中に組み込まれている点において、経営者が構築
するものであると考えられ、またその目的から経営者が自身の
説明責任を果たすために構築するものと言えます。財務報告
の信頼性の観点では、その作成過程において内部統制を整備
し運用することにより、財務報告を利用する利害関係者に対
して適切に作成されているという説明責任を果たすことになり
ます。

内部統制報告制度の適用以前は、この内部統制の有効性に
ついて財務報告目的に限定せず、各社各様の内部監査が行わ
れていました。外部監査人はその結果を活用することはでき
ましたが、それ自体が外部監査の対象であったわけではなく、
内部監査の効果は千差万別であったと考えられます。

内部統制報告制度の適用後は、内部統制報告書の作成のた
めに経営者が自身で構築した財務報告に係る内部統制の有効
性を評価し、その評価に対して外部監査が行われることとなっ
たため、財務報告に関する内部統制の有効性に対しては、経
営者、監査人とも一定の評価を行っています。しかし、従前
の内部監査に対して外部監査を伴う「経営者評価」に対しては
負担を感じている企業もあったと考えられ、2011年3月に本基
準は改訂されました。この改訂により経営者評価の自由度が
高まったことから、負担は少なからず軽減したものと考えられ
ます。

ところで内部統制報告制度については制度適用から数年を
経過し、負担感とは別に、内部統制部門を中心に毎年同じ評
価手続を実施することに対する疑問も生じてきており、疲労
感や徒労感につながってしまっている企業もあるように思われ 
ます。

内部統制報告制度の制度趣旨からは、「内部統制を評価し、
報告する」ことは、確かに追加的な負担に相違ありませんが、
内部統制を整備し、適正に運用すること自体は、公器とも言
える公開企業の経営者としての説明責任を果たすためには必
須の任務です。毎年同じ評価手続を実施することに対する疑
問に関して言えば、企業を取り巻く環境が常に変化し続ける
現在においては、リスクも変化し続けているわけですから、当
然にして内部統制およびその評価手続も変化させる必要がな
いか、監査人と常に協議しておくべきと考えます。

たとえば、部門ごとの月次予算実績対比を行う会議は通常
行われるものですが、部門責任者よりも上位の管理者、経営
者は予算達成に向けての点検だけではなく、実績数値そのも
のに対して、会議以外の場で入手していた情報と違和感のあ
るものではないか、予算達成に向けたプレッシャー以外に、打
つべき対策はないか等の目線を持つことが大切です。

特に他社との競争が厳しくなっている状況では、部門責任
者が予算達成のために実績値をゆがめてしまう可能性がある
というリスクを意識すべきです。

この会議体を重要な内部統制として位置付けて評価してい
るのであれば、単に会議が開催され予実比較が行われている
ことだけではなく、あくまでも例示ですが前述のような内容が
審議されているかどうかも重要な観点となりえます。

ここでは業務プロセスの終端とも言うべき業績評価を例示
しましたが、次に業務プロセス全体に目を向け、IT統制とマ
ニュアル統制との関係について確認していきます。

Ⅱ IT統制とマニュアル統制の関係

Ⅰでは、内部統制構築の意義およびその評価制度の意義を
振り返りました。

ここからは、業務プロセスの中の内部統制、IT統制と人間
系の統制（以下「マニュアル統制」という）との関係について
確認しながら、特にIT統制に焦点を当てて、整備、運用評価
上のポイントを見ていきます。

現在のビジネス環境においては、特に取引量の多い業務プ
ロセスにおいてコンピュータ・システムは欠かせないものと
なっており、財務報告目的に限らず内部統制構築上も十分に
考慮しなければならない要素となっています。とはいえ、人手
によって行われていた業務がコンピュータ・システムによって
実施されるようになったにすぎませんから、ITの業務と人手
の業務とは確実につながっています。したがって、IT統制と
マニュアル統制とは密接に関連すると言ってよいでしょう。

企業内のコンピュータ・システムは、事業遂行上必要な事
実をデータ化し、加工、編集、保存、出力するものです。そ
の過程に財務数値に影響する誤りや不適切なデータが入り込
む「スキ」を与えてしまっているかどうかを見つけ出すことが
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必要となってきます。この「スキ」は、プログラムミスや、プ
ログラム間のデータ連携ミスといったコンピュータ・システム
におけるミスだけではなく、その利用者のデータ入力、出力情
報の加工、伝達等の人間の業務あるいはそのチェック不足等
のミスも含んでいます。

ここで、プログラムやデータ連携についての統制評価を実
施するには、通常ITに関する知識を求められるため、マニュ
アル統制の評価チームとIT統制の評価チームを別々に組成し
ているケースがあります。しかしながら、業務プロセスは全体
として形成され財務数値の誤りに関するリスクを一定レベルに
押さえていますから、IT統制評価を効率的かつ効果的に実施
するには、両チームの連携を密にすることが肝心です。状況
次第ですが、評価チームを一体にしてしまうことも選択肢の１
つとして考えられます。

たとえば、会社の売上計上基準が出荷基準であるとします。
営業担当者が入力した出荷予定日で売上伝票を作成するよう
に売上計上がプログラム化されている場合、出荷予定日と実
際の出荷日が一致していれば、売上計上に関する日付のずれ
は生じません。しかし出荷予定日と異なる日付において実際の
出荷が行われる場合、架空売上もしくは売上の計上漏れとな
る可能性があります。また、営業担当者が自身の営業成績を
上げたい場合には、出荷予定日を前倒しして実際に売上を計
上すべき日付よりも前に売上計上をすることが可能となってし
まいます。

売上計上については、営業担当者の不正が簡単にできない
よう、営業部門とは別に出荷部門を設置し、出荷実績入力は
出荷部門のみにすることで、部門間の相互牽制が働き、問題
を回避することができます（図表1参照）。

また、この状態からは以下の2点について不備と捉えること
になると考えられます。

・  出荷基準による売上計上を充足しない（出荷実績入力機能のな
い）プログラム仕様

・  売上計上時期に関する情報を営業担当者のみで制御しうる組織
体制

もちろん、月次決算等において出荷予定日で計上された売
上に対して実績日に調整する手順等があれば問題ありません

から、このケースに酷似していてもすぐさま不備というわけで
はありません。

これらはそれぞれコンピュータ・システムとマニュアル統制
それぞれの不備と言えますが、それぞれ独立したものではな
く不可分の問題であり、問題の所在を明確化し適切に対応す
るためには、マニュアル統制の評価チームとIT統制の評価チー
ムとが適切なコミュニケーションをとっていることが必要なの
はご理解いただけることでしょう。

このような問題を検知する方法は、言いかえれば虚偽の財
務情報が発生する可能性のあるポイントであり、業務プロセ
スにおける統制上の要点（キーコントロール）を特定する方法
でもあります。以下において、引き続きこの点について簡単に
述べて行きます。

Ⅲ 財務報告に係る内部統制における
重要な統制活動の特定

重要な統制活動の特定もしくは業務に潜む問題点は、精緻
な業務フローや業務記述書によって検討の精度が高くなるこ
とは間違いありませんが、漫然とそれらを読んでいても発見す
ることは難しいでしょう。検討の精度を高めることによって評
価対象を絞り込むことができ、IT統制評価を中心に内部統制
評価は効率的かつ効果的に実施できます。

財務報告に係る内部統制の場合、仕訳データを構成要素に
分解し、各構成要素の決定されるポイントを把握することに
よって、重要な統制活動を特定していく方法があります。仕
訳データの構成要素は、日付・借方科目・借方補助科目・借
方金額・貸方科目・貸方補助科目・貸方金額・摘要などから
なります。

たとえば、売上を計上する仕訳データは、「日付」は売上計
上日、「借方科目」は売掛金、「借方補助科目」は売掛金を計上
する得意先、「貸方科目」は売上、「貸方補助科目」は計上部門、

「摘要」は、売上に関するその他の情報になります。
このうち、受注入力の段階で決定できるのは、借方補助科

目、貸方補助科目、金額です。金額は、後々で数量×単価の
計算が行われますが、単価があらかじめ定まっているのであ
れば、受注段階で実質的に確定します。また、自動仕訳機能
があれば、受注入力よりも先に借方科目、貸方科目も決定さ
れています。

次に、売上計上基準が出荷基準であれば、出荷日が「計上
日」となります。これらの情報が、洩れなく、正確にコンピュー
タ・システムに入力されることで、売上に関する仕訳データが
正しく作成されますから、受注情報と出荷日の入力データの正
確性を担保する統制活動が重要な統制活動ととらえられます。
もちろん出荷実績日データが入力されているという事実に基づ
き、受注データと単価マスターから売上金額を計算し、売上
データが計上されるプログラムとなっているかどうか、すなわ

図表1　売上計上

各担当者に必要な
メニューを表示する。
担当者・部門間の相互
牽制を意識する。

受注入力

営業部門

出荷入力

販売システム

出荷部門
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ち売上計上データの作成対象の抽出条件として適切であるこ
とも求められます。

Ⅳ 新システム導入時の留意点

新システムの導入は、業務プロセス全体に大きく影響を及
ぼす事象であり、内部統制評価の観点でも留意すべきポイン
トです。ここでは、経営者評価、監査手続上の問題について
概説し、新システム導入に合わせ内部統制の改善を試みる場
合の留意点についても述べていきます。

1. 経営者評価、監査手続上の問題

新システムの導入は大きなイベントとなるため、通常、プロ
ジェクトを立ち上げます。プロジェクトは、計画、要件定義、
設計・開発、テスト、本番稼動準備、本番稼動等のフェーズ
に区切られます。

内部統制の評価のうちIT全般統制の側面からは、プロジェ
クト全体計画書類の閲覧やこれらのフェーズ関係の資料閲覧
を通じ、新システム導入に向け適切なプロジェクト運営がな
されているかの確認が行われます。新システム導入において、
適切なプロジェクト運営なしに成功することはないと考えられ
るためです。

一方、IT業務処理統制の側面からは要件定義、設計等の
フェーズで作成される新業務フローや業務マニュアルの閲覧
を通じ、会計基準・会計方針に従った会計処理を行うことが
できるかについて確かめます。新システム導入に絡んで最も
生じやすい問題は、内部統制報告制度の基準日と財務諸表監
査における期間担保の点にあります。すなわち前者は期末日
時点で稼働するシステムを対象とすればよいのに対し、後者
は会計期間を通じて評価の対象とすべきとしています。

新システムは必ずしも期首から稼働するわけではなく、旧シ
ステムに代わって会計期間の途中から稼働するケースもありま
す。この場合、内部統制報告制度においては新システムのみ
評価すればよいですが、財務諸表監査のためには旧システム
も評価する必要があります。

そこで、IT統制評価を効率的かつ効果的に実施するには監
査人とよく協議することが必要です。たとえば、旧システムの
利用期間が短い場合には、旧システムに関するすべての内部
統制を評価しなくとも済むケースがあります。具体的には、期
末時点でのみ機能するIT統制であればその評価は不要となり、
旧システムに対する変更を行っていないのであれば、提示可
能な資料によっては評価を簡略化することも可能と考えられ 
ます。

逆に、新システムの利用期間が短い場合には経営者評価自
体の実施期間を十分確保しうるかも考慮する必要があります。

この場合、導入プロジェクトにおいて実施されているテストを
うまく活用できるケースもあります。

2. 新システム導入時に内部統制を改善する場合の留意点

新システム導入の背景には、現在使用しているシステムの
老朽化を中心に様々な理由が挙げられますが、内部統制の脆
弱性の解消も新システム導入の目的の1つに掲げることができ
ます。新システムの導入は、業務プロセスの変革も期待でき
るイベントですので、内部統制の脆弱性を改善する絶好の機
会となります。そこで、新システム導入時に合わせ、内部統
制の脆弱性に取り組む場合の留意点を見ていきます。

コンピュータ・システムの更新にあたり、まずシステム利用
者の要望の洗出しと整理をします。次に、内部統制の不備や
問題がある場合にはその因果関係の分析をします。その分析
結果から、機能として新たに付加するか否かの取捨選択を経
て、構築へと進みます。

この業務要件確定はもちろん、各段階で陥ってならないの
は、コンピュータ・システムにおけるデータのイン・アウト情
報や画面等のプログラム機能にのみ執着してしまうことです。
ここでは、更新後のコンピュータ・システムによって、人間系
の業務の流れをどのように変えるのかにまで目配りをする必要
があります。この目配り能力は、先に検討した重要な統制活動
を把握できるようになっていれば、十分に高いものになってい
るはずですので、新しいコンピュータ・システムの仕様を決定
する場に内部監査部門も関与することが望ましいと考えられ 
ます。

コンピュータ・システムはあくまでもツールであり、企業の
ビジネスや業務をより効率的に進めるためのものです。業務の
中のどのタイミングでシステムを操作し、また何らかの異常が
ある場合に適時にアラートを生じさせることを通じ、ビジネス
や業務に不測の事態を招かない、あるいは経営者に誤った意
思決定をさせないために、必要な情報を適時に出力すること
など、業務とシステム仕様との関係を詳細に検討する必要が
あります。

3. ERPパッケージ利用時の留意点

最近の企業向けコンピュータ・システムは、いわゆるERP
パッケージの導入が多いと思います。パッケージシステム導入
にあたりシステムの手直しがある場合には、その手直しがデー
タに与える影響を確認する必要があります。また、パッケージ
に合わせて業務処理の流れを変更するのであれば、それによっ
て、既存の統制活動にどのような影響があるのかを検討する
必要があります。仕様検討の場で業務の利便性が極端に優先
された場合、内部統制の観点が抜け落ちる危険があり注意が
必要です。

業務フローを適切に整理しつつ、必要不可欠な手直しのみ
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を加えることによって、業務の有効性と効率性、財務報告の
信頼性等の内部統制の本来の目的を、無理・矛盾なく達成で
きると考えられます。

一方、ERPを含むパッケージシステムを利用する場合、特
に標準機能にかかわる内部統制評価において、簡便的な方法
を模索することができるという点に特徴があります。図表2
において、パッケージと自社開発のそれぞれの特徴を比較し 
ます。

ここで、注意すべきは ｢パッケージだから何もせず、ベン
ダーに任せることができる」わけではないという点です。パッ
ケージシステムを利用する場合の内部統制の評価における特
徴的な点は、業務処理統制においては詳細なシステム仕様の
把握が不要になる可能性がある点と、システム処理の実行結
果を検証することが不要となる可能性がある点です。後者は
さておき、前者は不要というよりも標準機能である場合には開
示されておらず不可能と言えるかもしれません。この場合、シ
ステムのマニュアルと設定とによってシステム仕様を把握し、
必要に応じ標準機能の実行結果検証を行うこととなります。

また、全般統制では、開発・保守自体を自社で行うことが
できないため、アクセス管理や運用管理が主体となります。ま
たその一方で外部委託先の管理が重要となってくるケースが
あります。

これらの特徴はパッケージシステムを利用するすべての場
合で適用しうるわけではなく、カスタマイズ範囲や、その範囲

が明確に立証できるかなどによって大きく異なりますから注意
が必要です。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人
パートナー　松本　達之 
tatsuyuki.matsumoto@ jp.kpmg.com

図表2　パッケージと自社開発の特徴の比較

観	
点 パッケージ 自社開発

機	
能

各社共通的機能しか利用
できないため、独自の機能
を追加するには、カスタマ
イズが必要。

自社業務に合わせた機能を
作ることができ、必要な機
能を順次追加することも比
較的容易。

開	
発	
・	
保	
守

開発（テスト）期間は短く、
導入にはパッケージベン
ダー、コンサルティング会
社等に外部委託するケース
が多く、各社共通的なバー
ジョンアップサービスが提
供されることがある。

開発期間は長い。自社が
主体的に導入・保守する
ケースが多く、機能の追加・
変更にも比較的多くの時
間、コストを要する。

理	
解	
度

パッケージベンダー等への
依存割合が高く、詳細仕
様が一般公開されていない
ケースも多いことから、自
社内にパッケージに精通し
た要員を有さないことがあ
る。

自社が主体的に導入・保守
する場合は、保守に必要な
スキルを有した技術者を配
置し、仕様ドキュメント等
の保管がなされていること
が多い。

品	
質	
・	
安	
定	
性

導入実績の多いものは、品
質は比較的安定している。

安定稼働までに時間がかか
ることが多い。

IT統制評価全書

2013 年 4 月刊
【編】 有限責任 あずさ監査法人 

IT 監査部
同文舘出版
584 頁　6,825 円

様々な業務領域でITの利用がますます進む現状では、リスク・
アプローチに基づくIT統制の評価実務を十分に理解し、その
進化も踏まえたリスク評価・対応手続をとることが求められま
す。本書は、ITそのものの理解、基礎知識、評価を行う際の留
意点、実務において特に頭を悩ませるクラウドや統計的サンプ
リング等の個別論点を網羅し、ITに関連した監査全般の領域
を解説しています。
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中国子会社のこれからの管理 第2回
有限責任 あずさ監査法人　
GJP 部　中国事業室 シニアマネジャー 増田　進
IT 監査部  マネジャー 一ノ瀬　光裕
KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
  ディレクター 足立　桂輔

「中国子会社の位置付けの再検討」を迫られている状況においては、「中国子会
社の現状（管理状況と問題点）を正確に把握しておくこと」が的確な経営判断
のためには大切です。本稿においては、「中国子会社の設立、購買、販売、撤退」
等の経営プロセスの局面ごとに、「中国の会計、税務、IT システム、リスク管
理」の視点を組み合わせた整理を試み、「これからの中国子会社管理の方向性」
を考えます。
7月号（KPMG Insight Vol.1/Jul 2013）では前半の「会計、税制の全体像」、「会
社設立時・新規連結時」および「購買・在庫管理時」の留意点を取り上げました。
本稿 9 月号では「販売・与信管理」および「資金・固定資産管理」、「工場移転・
持分譲渡・撤退時」の留意点について取り上げます。
なお、文中意見に関する部分は、筆者の私見であることをお断りいたします。

（注） 本稿は、2013 年 3 月より「週刊　経営税務」（税務研究会）にて全 6 回
にわたり連載されていた内容を再編集したものです。

 

【ポイント】
◦  税務上の「発票基準」を採用している場合には、期末を跨ぐ「期ズレ」の影 

響額を把握し、会計の売上計上基準にいかに調整するかがポイントである。
◦  売掛金の滞留について、いかに債権管理を適切に行い、会計上の手当てを

するかが大切になる。
◦  単なる税務対応ではなく、移転価格税制は販売政策の一環として、過少資

本税制は資金調達政策の一環として捉えるべきである。
◦  外貨建債権債務の相殺、立替金の決済、外貨借入制限のように、外貨管理

上は制限が多く、実務上困難に直面することがある。
◦  休止固定資産の扱いには日本と中国の会計と税務では違いがある。
◦  工場移転時に発生する移転補償金や経済補償金につき中国独自の処理が 

ある。
◦  撤退時に留意すべき中国独自の法律上、税務上の留意点がある。
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中国子会社のこれからの管理 第2回
有限責任 あずさ監査法人　
GJP 部　中国事業室 シニアマネジャー 増田　進
IT 監査部  マネジャー 一ノ瀬　光裕
KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
  ディレクター 足立　桂輔

「中国子会社の位置付けの再検討」を迫られている状況においては、「中国子会
社の現状（管理状況と問題点）を正確に把握しておくこと」が的確な経営判断
のためには大切です。本稿においては、「中国子会社の設立、購買、販売、撤退」
等の経営プロセスの局面ごとに、「中国の会計、税務、IT システム、リスク管
理」の視点を組み合わせた整理を試み、「これからの中国子会社管理の方向性」
を考えます。
7月号（KPMG Insight Vol.1/Jul 2013）では前半の「会計、税制の全体像」、「会
社設立時・新規連結時」および「購買・在庫管理時」の留意点を取り上げました。
本稿 9 月号では「販売・与信管理」および「資金・固定資産管理」、「工場移転・
持分譲渡・撤退時」の留意点について取り上げます。
なお、文中意見に関する部分は、筆者の私見であることをお断りいたします。

（注） 本稿は、2013 年 3 月より「週刊　経営税務」（税務研究会）にて全 6 回
にわたり連載されていた内容を再編集したものです。

 

【ポイント】
◦  税務上の「発票基準」を採用している場合には、期末を跨ぐ「期ズレ」の影 

響額を把握し、会計の売上計上基準にいかに調整するかがポイントである。
◦  売掛金の滞留について、いかに債権管理を適切に行い、会計上の手当てを

するかが大切になる。
◦  単なる税務対応ではなく、移転価格税制は販売政策の一環として、過少資

本税制は資金調達政策の一環として捉えるべきである。
◦  外貨建債権債務の相殺、立替金の決済、外貨借入制限のように、外貨管理

上は制限が多く、実務上困難に直面することがある。
◦  休止固定資産の扱いには日本と中国の会計と税務では違いがある。
◦  工場移転時に発生する移転補償金や経済補償金につき中国独自の処理が 

ある。
◦  撤退時に留意すべき中国独自の法律上、税務上の留意点がある。

Ⅰ 販売・与信管理時の留意点

1. 中国の売上計上基準

税務基準である発票基準を採用している場合に会計上の売
上計上基準にいかに調整するか、さらに与信管理と債権管理
に関して説明します。

（1） 発票基準と売上計上
７月号（KPMG Insight Vol.1/Jul 2013）で使用した仕入れの

ケースを利用し、本稿では売上サイドであるＢ社の処理を検
討することにします。なお、ここで使用した出庫伝票、増値税
専用発票、会計伝票はいずれも理解のために簡略化し日本語
訳したものです。

【ケース・スタディー 1の検討】
ここで問題になる点は、「2012年12月20日の時点において

b品は出荷されているが売上計上をしておらず、2013年1月10
日の入金確認時に発票起票し売上計上している」点です。これ
は「発票基準」といわれる処理です。発票基準が採用されるの
は、増値税法上「掛売りの物品販売は、契約書の約定に基づく
代金受領日とする。銀行委託取立方式を採用した場合の物品
販売は、物品を出荷し、代金取立委託手続きを完了した日と
する。直接代金受取方式を採用した物品販売の場合は、物品
の出荷にかかわらず、売上代金の受領日または売上代金取立
証憑を受領し、かつ貨物引渡証を購入者に渡した日とする。」

（増値税暫行条例第33条）と規定されているためです。あえて
簡潔に言えば「現金基準」に概ね近似する基準と言えます。ま
た脱税防止の目的もあると言われています。

税法で規定されている以外に発票基準が実務上多く行われ
る理由として、納税資金負担の関係があります。すなわち増
値税は、売上に係る未払増値税から仕入に係る仮払増値税を
控除した残額を納税するため、これに納税資金の支払いのタ
イミングを合わせようとします。特に税率が17％であれば、
資金繰りに及ぼす影響も大きくなります。

このケースの場合、「2012年12月末にＢ社の倉庫の棚卸を
する際に、現物は出荷しているにもかかわらず、会計記録上
は出荷・売上計上処理をしていないので、当該b品について期
末を跨ぐ期ズレ分が棚卸差異として認識されてしまう」という
会計上の問題が発生します。時系列でＡ社とＢ社の関係を記
載すると、図表１のとおりです。

【発票基準への会計、連結、ＩＴシステム上の対応】
発票基準から派生する会計期末を跨ぐ「期ズレ」については、

図表1　期末日前後のＡ社とＢ社の関係

A社

B社

2012年
12月20日

2013年
1月10日

支払い
B社より発票受領
仕入計上

入金確認
発票起票・A社に送付

売上計上

期末
12月31日

入庫

出荷

【ケース・スタディー1 −売上計上−】
中国にある日本の外商投資企業であるＢ有限公司（Ｂ社）は、
中国企業であるＡ有限公司（Ａ社）に対して、中国においてｂ品
を販売することを決定した。2012 年 12 月 20 日にｂ品 100kg
はＢ社の倉庫を出荷し、当日中にＡ社倉庫に到着した。Ｂ社が
起票した出庫伝票は以下のとおりである。なお会計方針としては
Ｂ社は出荷基準を採用している。

出庫伝票　　第×××番

2012 年 12 月 20 日

送付先 品目 数量

Ａ社 ｂ品 100kg

2013 年 1月10 日にＡ社は注文書のとおり、10,000 人民元を
Ｂ社に支払った。Ｂ社は同日中に入金を確認し、以下の「増値
税専用発票」（以下「発票」とする）を起票しＡ社に送付した。

増値税専用発票
第×××番　	　開票日時　2013年1月10日

購買会社：Ａ有限公司

貨物名 b 品、規格、数量 100kg　金額 10,000 元
　税率 17%　税額 1,700 元

販売会社：Ｂ有限公司

開票人：　　　　　　　　　　販売会社印

2013 年 1月10 日にＢ社は売上計上の会計伝票（中国語「计账
凭证」）を以下のとおり起票した。なお貸方の「未払増値税」（中
国語「应交增值税－销项」）は販売時に発生する勘定科目である。
増値税申告は基本的に、この売上時の貸方科目（未払増値税）
から仕入時の借方科目（仮払増値税）を控除して未納分を申告
納付する。

会計伝票　　通貨：人民元

2013年1月10日　　第××番

会計科目 数量 単位 借方金額 貸方金額

（現金預金） 11,700

（売上） 100kg 100 10,000

（未払増値税） 1,700

財務主管者：　作成者：　　確認者等：
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会計の立場からは現地の財務諸表レベルで修正すべきもので
す。すなわち、できるだけモノの動きと会計を合わせるような
処理を行うべきです。売上の会計方針として「出荷（庫）基準」
を採用するとした場合、出荷時点では売上サイドであるＢ社
では発票は未起票ですが、注文書等があるので見積相当額で
仮の売上計上を起票することは可能と思われます。この場合、
売掛金は「見積売掛金」勘定科目（中国語「应收款款－ 暂估」）
を使用することが考えられます。入金確認を経て、B社は発
票を起票した時点で、仮の金額で計上した仕訳を取り消して、
売上確定金額とこれに伴う増値税金額を計上する方法があり
ます。このようなＢ社の仕訳例を示すと図表2のとおりです。

会計システムの観点からは、たとえば「用友」といった中国
国産のERPパッケージソフトにおいては、出荷済みで発票が
未起票のもの、さらに、発票起票済みで未入金のものについ
て、「受注実行統計表」（中国語「订单执行统计表 」）の画面
で、状況を確認できる機能があります。

このような機能を活用することにより、日本の連結決算へ
の対応上、「期ズレ」の金額を把握することもできるでしょう。
ただし当該表の正確な作成については、発票の発行実績や出
荷情報に係る情報が、適時かつ適切にシステムに反映されて
いることが前提となります。いくつかの事例においては、毎月
は発票基準での処理を許容し、四半期末、少なくとも期末は、
発票基準からたとえば出荷基準等の会計基準に修正するよう
に、日本本社が指導しているケースもあります。

なお、このケースにおける増値税の申告については、2012
年12月分は見積金額に基づき暫定計上した分は、「増値税納
税申告表附列資料（表一）」に発票未起票の売上分につき記載
する欄があるので、一旦ここに記載して、申告します。2013
年1月分の申告では、先の12月の申告分を取消し、確定金額
で増値税申告を行うという方法が一例として考えられます。

【発票基準と企業所得税との調整】
以上のような増値税の申告を行うと、「企業所得税の申告で

調整が必要になるのでは？」との疑問が生ずるかもしれません。
これには企業所得税の収益・費用の認識基準を確認する必要
があります。「企業所得税法実施条例」第9条においては、「企
業の課税所得額の計算は発生主義を原則とし、当期に帰属す
る収益及び費用は、その受け払いにかかわらず、当期の収益
及び費用としなければならない」としています。

収益の認識基準については国家税務総局が2008年10月30
日に公布した企業所得税の通達（国税函［2008］875号）が参
考になります。

仕入の計上基準に関しては、企業所得税法の第8条で、「企
業で実際に発生し、かつ取得した収益に関係する合理的な支
出（原価、費用等）は課税所得の算定にあたり控除できる」と
規定されており、前述の「企業所得税法実施条例」第9条にお
いて、費用も発生主義によるとしています。

このように、中国の企業所得税法では、実現基準や発生基
準に基づく所得計算を行うことを求めているので、先の疑問
においては、上記のような増値税の申告をした場合でも、企
業所得税の計算上は特に申告上の調整を要しないと考えられ
ます。

（2）与信管理と債権管理
与信管理および債権管理のシステム上の対応、滞留債権に

対する会計および税務上の規定、貸倒引当金の設定について
取り上げます。

① 与信情報の管理
会計システム上の観点からは、たとえば「用友」といった中

国国産のERPパッケージソフトにおいては、得意先ごとに与
信額（中国語「信用額度」）を登録する画面があり、顧客の与
信額や入金条件等が入力できるようになっています。この他に
も、得意先ごとの与信残高の照会画面において、起票した発
票日ごとに与信限度額と売掛金残高が照会できる機能があり
ます。なお、受注金額を入力する画面である「販売受注」（中
国語「销售订单」）では、あらかじめ設定した与信限度額を超
過した場合は、エラーメッセージが表示され、登録できないよ
うになっていますので、このような機能の利用を活用するのも
良いかと思われます。

② 債権管理
前述の「用友」においては、「売掛金滞留分析」（中国語「应

收账龄分析）という得意先ごとの債権の回収と滞留状況を示
す画面があります。ただし適切に滞留状況を明示するために
は、システム上において、売上実績を適時に計上し、債権の
消し込みを発票ごとに正確に行っておく必要があります。たと
えば、資金繰りに窮した特定の得意先で、資金のある時払い
で少額を入金してくるような場合があります。いつ時点に計上

図表2　売上仮計上と確定計上の仕訳例（単位：人民元）

日時 借方 貸方

2012年12月20日
出庫・売上仮計上

（見積売掛金）
11,700

（売上）
10,000

（未払増値税）
　1,700

2013年1月10日
仮計上の取消

（売上）　　　
10,000

（未払増値税）　
1,700

（見積売掛金）　
11,700

2013年1月10日
発票起票・売上	
確定計上

（売掛金）　
11,700

（売上）　　　　
10,000

（未払増値税）　
1,700

2013年1月10日
入金確認

（現金預金）　
11,700

（売掛金）　　　
11,700
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した売掛金に対しての入金なのかを把握して、古い年度の債
権から先入れ先出し的に適時に消し込みをする必要がありま
すが、回収予定日がはっきりしない場合、債権管理に苦労し 
ます。
「売掛金滞留分析」は不正対応にも役立ちます。すなわち長

期滞留先に関しては販売担当者が責任をもって債権残高の確
認と入金の催促を行う必要があり、会社経営陣はこの状況を
適時にモニタリングする必要があります。この過程で営業ノル
マを達成するため、もしくは粉飾するために計上した架空売
上が発覚することがあります。

③貸倒引当金の設定
適切な「売掛金滞留分析」を作成することが必要です。こ

れができていないと会計上の貸倒引当金の設定も適切にでき
ません。滞留債権に対して貸倒引当金をどのように設定する
かですが、会計基準および税務基準での規定から検討いたし 
ます。
「企業会計制度」（いわゆる2001年公布の「旧基準」）では、

期末に債権の回収可能性を分析し、発生すると見込まれる貸
倒損失相当額を見積り貸倒引当金として計上します。貸倒引
当金の繰入率は過去の経験、債務者の財務状況およびキャッ
シュ・フロー等の情報に基づき評価します。回収の可能性が
低いことを示す確実な証拠がある場合（たとえば、解散、破産、
債務超過、深刻なキャッシュ・フローの欠乏、自然災害の発
生等による生産停止で短期間に債務を返済できない等、およ
び3年超の未収債権）を除き、貸倒引当金を全額計上すること
はできません（企業会計制度第53条）。 100％の引当金を計上
できない例として以下のような場合があります。

・  当年度に発生した未収債権 
・  未収債権に対して再編を計画している 
・  関連当事者間で発生した債権 
・  期限が経過し回収不能であることを示す確実な証拠がない未収

債権 

「企業会計準則」（いわゆる2006年改正の「新基準」）では、
売上債権を金融資産の一種である「貸付金及び未収債権」に
分類しています（企業会計準則第22号第7条）。金融資産の評
価において客観的な証拠として債務者が重大な財務的困難に
陥った、支払不履行等の契約条項に違反した、債務者が倒産
した等の場合（同号第41条）には貸倒引当金の設定を検討しま
す。回収可能性の判断では見積将来キャッシュ・フロー予測
の割引現在価値法を採用します。一定の条件に合致すれば減
損の戻入れは可能です。
「企業所得税法」では、貸倒引当金は基本的に有税引当にな

ります。ただし、例外的に以下のような税務上の条件を具備
したものは、貸倒損失として課税所得計算上控除できます（企
業所得税法第8条、企業所得税法実施条例第32条参照）。

たとえば債務者が破産、閉鎖、解散、撤退を宣言した場合、
法により登記が取り消されている、債務者の返済期限より3年
以上超過し、かつ確実な証拠で返済不能を証明できる場合等

（たとえば回収催促した交渉記録、債務者の欠損の状況、債務
者の事業停止の状況等）は貸倒損失として課税所得計算上は控
除できます（財税［2009］57号）。 国家税務総局の2011年の第
25号公告では、１件あたり5万元を超過せず、収入総額の1万
分の１以下で、未回収期間が1年以上、かつ会計上貸倒損失処
理済みの場合は課税所得計算上は控除可能とされています。 

2. 中国の移転価格税制対応上の留意点

移転価格税制（Transfer Pricing Taxation）とは、関係会社
との取引の場合に実際の取引価格が経済的に独立した企業間
価格と異なる価格等で取引されることにより、たとえば中国
子会社に計上されるべき企業所得が海外に移転していると見
なされる場合に適用される税制です。ここで取り上げたのは、
以下のような事例に遭遇するにあたり、販売管理や与信管
理の一環としても移転価格税制を考慮すべきと思われるため 
です。

①  関係会社間取引が年々増加し、以下で記載する「同時文書」の
作成対象になっていることに気がつかないケース。

②  中国子会社設立以降、企業所得税上は欠損続きで税務調査の
可能性が低いと油断していた時に、移転価格税制の税務調査
に入られたケース。

③  関連者取引と非関連者取引が同時にあり、非関連者取引の方が
大幅に儲かっている状況を放置しているケース。

④  コストプラス法で価格設定している場合で、何をベースとなるコ
ストに含めるか明確にしていなかった、もしくはコストベースが
合理的でないケース。

⑤  子会社に落とす利益率を長年にわたり見直していないケース。
⑥  価格改定の頻度が低すぎ、たとえば原材料価格が大きく変動し

ているのに、それを反映すべき販売価格が適時に変更されてい
ないケース。

⑦  関連者取引に適用する為替レートを合理的に設定していない、
たとえば長期間固定レートなどのために、どちらかに大きな損が
出ているケース。

中国のすべての企業は「関連者取引年度報告表」（年度申告
フォーム）を、関連者取引があった年度の翌年5月31日までに
企業所得税の確定申告書とあわせて税務当局に提出しなけれ
ばなりません。年度申告フォームは9つのフォーム（関連関係、
関連取引総括、売買、役務、無形資産、固定資産、融資、対
外投資、海外への支払い）からなります。

また「同時文書」というものがあり、納税年度の翌年の5月
31日までに準備し、税務当局から要求された場合には20日以
内に提出しなければなりません。同時文書は5つのカテゴリー

（組織機構、生産経営状況、関連者取引に関する情報、比較性
の分析、移転価格算定方法と適用）と26のサブカテゴリーか
らなります。同時文書は以下のいずれかの条件に合致する場



66

© 2013 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.
© 2013 KPMG Business Advisory 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.

KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

海外トピック① − 中国

合はその作成を免除されます。 

・  関連者仕入および販売取引年額が2億人民元以下、かつ、そ
の他の関連者取引年額（役務受取または支払利息等）が 4 千万
人民元以下の場合 

・  事前確認対象年度である場合 
・  外資持分が 50％未満、かつ、中国国内関連者とのみ関連者取

引を行っている場合

移転価格税制については、少なくとも中国子会社が同時文
書の作成対象となっていないか、関係会社間での取引価格が
適正で税務当局にも説明できるものなのか等の確認を進める
べきでしょう。

Ⅱ 資金・固定資産管理時の留意点

1. 資金管理上の留意点

実務上問題になりやすい外貨決済、コミッション送金、立替
金の決済、外貨借入、過少資本税制について説明します。

（1） 外貨決済と送金
①  外貨管理上の債権債務相殺と決済

具体的に以下のケースをもとに検討を進めることにします。

【ケース1　−外貨建債権債務相殺−】
日本本社は中国子会社にソフトウェアの開発を委託し、開発代金
を米ドルで中国子会社に支払う契約を締結している。一方、中国
子会社はソフトウェアの販売を行うと共に、日本本社に販売代金
の一部をロイヤルティとして人民元で支払う契約の締結を準備中で
ある。このケースにおいて、外貨管理上、米ドルと人民元の債権
債務の相殺は可能なのかが問題になる。

まず異なる契約間で発生する債権債務の相殺が基本的に可
能であるかを検討し、次に異種通貨間での相殺が可能かを検
討します。最後に参考までに同一通貨間の相殺についても触
れておきます。

異なる契約間で発生する債権債務の相殺についてですが、
異なる契約上の金額を相殺することは外貨管理上においては
難しいと思われます。ロイヤルティ契約については契約書なら
びにその関連資料を中国の商務主管部門（対外経済貿易部門）
に提出し、許可を受け、「登記証」を取得することが必要であ
り、この登記証を銀行に提示して初めて対外送金が認められ
ます。このロイヤルティ契約とソフトウェア契約での債権債務
を相殺するのであれば、当初から両契約が連動して一体であ
ることを当局に立証して認可してもらう必要があると考えられ
るからです。

異種通貨間の相殺に関しては、中国の外貨管理規定上は、

「人民元をもって収支を行うべき金員について外貨をもって収
支を行うこと」が禁止されていること（外貨管理条例第40条）
を考慮しますと、異種通貨間の相殺は禁止されていると解釈
できます。

なお同一通貨間の相殺に関しては、現時点では明確に禁止
した外貨管理上の法律は見当たりません。中国の他の制度の
施行状況を勘案すると、たとえば加工貿易形態の1つである

「進料加工」の取引における売上代金と仕入代金の相殺は通達
（汇発［2005］73号）で許可されていますが、中国ではこのよ
うに容認する場合は通達等が公布されることが多いです。こ
の反対解釈として、通達がないことをもって、同一通貨間の
相殺が可能と考えるのは、制度上は難しいのではないかと思
われます。

②  中国子会社からのコミッション料の送金
中国子会社から日本本社に送金できずに問題となりやすい

ケースとして、コミッション料の送金のケースがあります。

【ケース 2　−コミッション料−】
中国子会社の販売拡大のために日本本社が中国子会社に取引先を
紹介した際に、コミッション料（営業紹介手数料）を中国子会社
が送金しようとして送金できない状況。

このケースにおいて中国国内の取引先でなく、中国国外の
取引先を紹介する場合でないと、中国子会社からの送金は難
しいようです。中国国外の取引先を紹介する場合とは、たと
えば、日本本社が日本の取引先を紹介し、中国子会社からの
輸出に関する売上が計上され、その輸出金額の一定率をコミッ
ションとして徴収する場合が考えられます。

なお輸出にかかわるコミッションは、基本的に中国国内の役
務提供ではないので、源泉所得税および営業税に関しては負
担すべきか否かの判断が難しいところですが、実務上は納税
しないと送金できない場合もあるので、管轄の税務当局なら
びに金融機関への事前の確認が必要です。

③  立替金の決済
立替金の決済が難航するケースとして、異なる状況が考え

られるのでケースごとに検討しいたします。

【ケース 3　−中国子会社の立替金−】
中国子会社が日本本社の出張者の費用等を人民元で立替え（中国
子会社の立替え）、中国子会社が後日、日本本社から米ドル外貨
で回収しようとして銀行から引き出すことができない状況（日本本
社が送金）。

これは前述の外貨管理条例第40条において、人民元で立
て替え、外貨で回収する行為を禁止しているためと考えられ
ます。さらに外貨管理局の監視も強化され、銀行には外貨管
理局への報告義務を課しています。これを回避すべく、たと
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えば、立替金を役務提供の対価として回収しようとする場合
には、中国子会社で増値税が課税され、日本本社では、役務
提供費用に関して日本の税務上、合理的に説明できない場合
は「寄付金」として認定される可能性があります。また中国子
会社で売上に上乗せして立替金分を回収しようとする場合は、
移転価格税制上の税務調査で問題になる可能性もあり、立替
金の回収が長引くことになります。

【ケース 4　−日本本社の立替金−】
日本本社が中国子会社の出張者の費用等を日本円で立替え（日本
本社が立替え）、日本本社が後日、中国子会社から米ドルで回収し
ようとして、中国子会社から対外送金ができない状況（中国子会社
が送金）。

中国の外貨管理局の見解として、立替金の対外決済を送金
規制の対象としています。たとえば10万ドル以下の貿易外項
目の外貨支払いは外貨指定銀行に申請し、審査を行うことに
なっていますが、仮に送金許可が下りた場合でも、たとえば、
送金の名目として報酬費用とすれば、契約書の締結も必要に
なり、源泉税および営業税の納税も必要となると思われます。
また、支払いの妥当性について中国での税務調査を受ける可
能性もあります。

最近は【ケース４】の状況に関連して、以下のケースが発生
しています。

【ケース 5　−出向者 PE −】
中国子会社において従事している出向者の日本払い給与について、
本来中国子会社が負担すべきものであるから、出向者負担金との
名目で日本本社が立替払いした分を中国子会社に請求し、中国子
会社が本社の立替金を送金しようとした際に、税務当局から、出
向者が日本本社の事業のために貢献しており、日本本社の源泉所
得が中国で発生していると認定されて恒久的施設（PE）課税され
た状況。

これはいわゆる「出向者PE」と呼ばれるケースです。７月号
（KPMG Insight Vol.1/Jul 2013）の「Ⅰ2.（5）PE課税」の箇所に
おいて基本的なケースを取り上げていますので、併せてご参
照ください。

立替金の場合はいずれも決済が難しく長期化しやすくなり
ます。このため逆説的ではありますが、立替金の決済は難し
いということを認識し、可能な限り当初から立替金が発生しな
いような処理をすすめることしか根本的な解決策はないかと

思われます。

（2）  外貨借入制限
中国における外商投資企業が借入による資金調達を行う場

合としては、以下の方法が考えられます。

①  日本親会社からの外貨建て借入
日本の親会社から外貨建て（人民元以外）の借入を行う際に

は、事前に「外債登記」という外貨管理局で行う外貨債務（外
貨借入）登記の手続きをして「外貨債務登記証」を入手する必
要があります。借入枠は基本的に「批准証書」における投資総
額と登録（注冊）資本の差である「投注差」の範囲内であるこ
とが必要です。この関係は以下の図表３のとおりです。投資総
額10,000から登録資本金額4,000を控除した6,000が投注差で
す。中長期外債累計額2,000および短期外債残高500がある場
合、追加借入可能金額は3,500です。なお短期借入金について
は返済すれば外貨借入枠が復活します。

投注差は法律で規定されています。会社設立時や増資時に
検討を要することになるのが図表４です（「中外合弁企業の
登録資本金と投資総額の比率に関する暫定規定」（工商企字

［1987］第38号を参照）。

②  日本親会社からの人民元建て借入
先の①のケースでは、米ドル等の外貨の場合でしたが、人

民元建て借入については、日本等の海外からの借入であれば、
外貨建て借入額との合計額が投注差となり、外債登記が必要
になります。この場合は短期の借入を返済しても借入枠は復
活しません。中国における持株会社あるいは総括会社である

「投資性公司」の場合は投注差とは異なる規定がありますが、
ここでは省略いたします。

図表４−登録（注冊）資本と投資総額の関係−

投資総額 登録（注冊）資本金割合 最低登録（注冊）資本金額

300 万米ドル以下 投資総額の 70％以上 　　　　　−

300 万米ドル超～ 1,000 万米ドル以下 投資総額の 50％以上 210 万米ドル

1,000 万米ドル超～ 3,000 万米ドル以下 投資総額の 40％以上 500 万米ドル

3,000 万米ドル超 投資総額の 3 分の 1 以上 1,200 万米ドル

図表3　追加借入可能額と投注差

投資総額10,000

登録資本 
金額
4,000

中長期外債 
累計額
2,000

短期外債 
残高
500

追加借入 
可能金額
3,500

投資総額 10,000 −登録資本金額 4,000 ＝投注差 6,000
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③  中国国内の外資銀行からの外貨借入
国内の外資銀行からの外貨借入は「国内外資銀行の対外債

務管理弁法」（国家発展改革委員会、中国人民銀行、中国銀行
業監督管理委員会令第9号による公布）により外債登記の対象
外になっています。

④  日本親会社保証に基づく中国国内の金融機関からの人民
元建て借入

親会社保証に基づく中国国内の金融機関からの人民元建て
借入の場合は、外債登記は不要です。ただし子会社が返済不
能となり、日本の親会社が保証を履行する場合には、履行可
能額は投注差の範囲内に限定され、履行後15日以内に外債登
記が必要になります。

⑤  一般企業からの人民元建ておよび外貨の借入
中国では融資は金融行為であり、金融機関のみに認められ

ており、一般企業が融資を行うことは禁止されています（貸
付通則第61条、73条）。なお「委託貸付」という、一般的にグ
ループ内の関係会社間で、資金余剰企業から資金不足企業へ
資金を提供するものについては、銀行を経由させた間接的融
資のスキームが認められております。これは人民元や外貨で
の場合も可能です。

以上、①から⑤までのケースを整理すると、図表５のとおり
になります。実務的には地域ごとの規制もあるため、所管の
外貨管理局および金融機関に確認の上、手続きを進めるべき 
です。

（3）  過少資本税制
「過少資本税制」とは、企業が関係者からの「債権性投資」

（借入金）と「権益性投資」（払込資本）の比率である「負債資
本比率」が規定された基準値を超過する利息支出については課
税所得から控除できないとする税制です（特別納税調整実施弁
法第85条～第91条）。この税制は通常は「移転価格税制」の一
環で取り上げられることが多いですが、本稿では、資金管理
の箇所で取り上げたのは、以下のような事例が実際に発生し
ており、税務調査も考慮して資金調達政策を決定しなければ
ならないと考えたためです。

【ケース・スタディー２の検討】
上記の事例で、租税回避を行っていると判断された理由と

しては、資金調達にあたり、関連者からの「債権性投資（借入
金）」を高め、「権益性投資（払込資本）」を下げることで、債
権性投資（借入金）に係る利息は損金算入することができる
ため、企業は関連者に過大な利息を支払い、利益を移転させ、
意図的に課税所得額を減少させたと判断されたものと思われ
ます。
「負債資本比率」の税務上の基準値としての目安は、金融業

は5：1、その他企業は2：1です（財政部、国家税務総局「企
業関連者の利息支出の税前控除基準に関係する租税政策問題
に関する通知」、財税［2008］121号）。 この負債資本比率の基
準値を超過する利息支出については課税所得から控除できま
せん。

2. 固定資産管理上の留意点

ここでは中国で問題になりやすい休止固定資産を取り上げ、
減価償却計算や減損会計について説明します。

【ケース 6　−休止固定資産−】
中国の工場や設備保管庫に行くと生産ラインから外されて保管され
ている設備に出会うことがある。比較的大型の設備について、会
計上、減価償却の実施状況を確認すると、残存耐用年数があるに
もかかわらず減価償却を停止していることがある。財務担当者に事
情を聴くと、税法の規定により減価償却を停止しているとのことで、
恣意的に減価償却を停止しているわけでもなさそうである。

上記のケースを基に減価償却の開始時期と停止時期、休止
固定資産の扱い、減損の兆候の検討いたします。

【ケース・スタディー2　−過少資本税制−】

2011 年に陕西省国家税務局がある日本企業に税務調査に入っ
た。この会社は、負債資本比率が高く、関連者から多額の借入
金があり、親会社の連帯保証を利用して国外の銀行から多額の
借入れを行っており、長期にわたり欠損状態であった。陕西省国
家税務局は当該企業が過少資本を利用して租税回避を行ってい
ると判断した。これが中国初の過少資本調査案件として正式に
立件され、2011 年末に決着した移転価格調整の追徴税額は約
3,000 万人民元、各種優遇税制に関係する追徴税額は約 1,100
万人民元となった。

図表５　借入先と外債登記等の関係

中国国内から 中国国外から

一般企業から 金融機関から 金融機関から 親会社から

人民元建て 禁止　委託貸付可
⑤

外債登記不要
④親会社保証

外債登記必要 外債登記必要
②

外貨建て 禁止　委託貸付可
⑤

外債登記不要
③

外債登記必要 外債登記必要
①
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（1）  減価償却の開始時期と停止時期
固定資産の減価償却については企業所得税法実施条例第59

条において、以下のように規定されています。

・  定額法が原則である
・  固定資産の使用開始月の翌月から減価償却費を計上しなければ

ならない
・  使用を停止した固定資産は、使用停止月の翌月から減価償却を

停止しなければならない
・  残存価額は固定資産の性質および使用状況に基づき合理的に

確定する

最低耐用年数は企業所得税法実施条例第60条において、た
とえば、建物、構築物は20年と規定されています。

固定資産の使用開始月の翌月から減価償却を計上しなけれ
ばならないと税務上規定されており、実務上もこの処理を採
用している会社が比較的多いと思われます。この点について
日本の減価償却計算は使用開始月から償却計算を開始するの
で、中国の税務上の計算では1月遅れで減価償却費が計上さ
れる点が相違しています。たとえば、12月に大型の固定資産
を購入し使用を開始しましたが、12月分の減価償却費が12月
決算に織り込まれていない可能性がないか注意する必要があ
ります。この場合は、12月分の減価償却費の金額的重要性に
もよりますが、連結決算でこの分を織り込むことも考えられ 
ます。

（2）  休止固定資産の扱い
税法では使用停止の翌月からは当該資産に係る減価償却費

については、損金算入が認められていないため、上記の休止
固定資産のケースでは減価償却を停止する処理を行っている
と考えられます。ただし、一般的に固定資産として使用してい
なくても年度の経過とともに劣化等が進行するため、会計上、
減価償却は継続する必要があります。この点は日本の会計基
準と同様です。この旨を財務担当者に伝えても税務上は有税
処理になるためか、なかなか納得してもらえない場合がありま
すが、会計上は減価償却を計上する必要があります。数年に
わたり減価償却を停止している場合には、過年度の減価償却
費を含めて修正を行うと、金額的に多額になってしまう場合も
あります。

（3）  減損の兆候の検討
会計上はさらに固定資産自体が「遊休や使用停止の場合、処

分見込みの場合、時価を測定でき時価が簿価より大幅に下回っ
ている場合」等の「減損の兆候」がある場合には、その「回収
可能金額」を見積る必要があります。「資産の公正価値から処
分費用を控除した後の金額」と「資産の見積将来キャッシュ・
フローの現在価値」の高い方を「回収可能金額」とし、これが
資産の帳簿金額より低い場合、減損が発生していると判断し
ます。「回収可能金額」から資産の帳簿金額を控除して減損損

失を計算し、「資産減損引当金」を計上しなければなりません。
資産減損引当金は回収可能金額が回復した場合、「企業会計

準則」では戻入れ処理はできないと規定している点（第8号第
17条）は、日本の会計基準と同じです。「企業会計制度」上は、
すでに計上した資産減損引当金を修正する（戻入れ）と規定さ
れている点（第62条）で相違しています。

減損損失の借方の計上金額は、「企業会計準則」においては、
利潤計算書（損益計算書）上は、営業収入から営業原価を販
売費等の科目と共に控除する箇所で、「資産減損損失」という
独立の科目で控除する形式となっている点に注意が必要です。

「企業会計制度」上、「固定資産減損引当金繰入」の科目で「営
業外支出」の箇所に計上する点で相違しています。

Ⅲ 工場移転・持分譲渡・撤退時の留意点

1. 工場移転時の留意点

中国子会社が所有する工場に対して、市の開発計画等の
関係で主管の地元政府から立ち退きを命ぜられるケースが発
生してきています。以下のケースを基に留意点を検討いたし 
ます。

【ケース７　−工場移転−】
中国の外商投資企業であるＡ有限公司の工場の周辺には、進出し
た当時には想像もしなかったマンションやスーパーマーケットが建
設されるようになってきた。今年になって主管の地元政府の担当官
から工場の移転を命じられた。移転に際しては地元政府の予算か
ら移転補償金を支給するとのことである。工場は多数の設備を保
有し、土地は政府と「土地使用権」の契約を締結して使用している。
地元政府は移転先として同じ省の別の工業園区を指定しているが、
ここは現在の工場から車で 1 時間ほど離れており、中には通勤が
困難となるため、これを機に退職を検討している従業員もいること
がわかっている。

このケースにおいて中国の会計および税務の規定や従業員
の処遇はどのように対処すれば良いのかを検討いたします。

（1） 会計上の取扱い
移転補償金についての会計上の取扱いは「企業会計制度」と

「企業会計準則」で異なります。
「企業会計制度」においては、財政部が2005年に「企業が受

け取る政府移転補償金に関する財務処理問題の通知」を公布し
ています（財企［2005］123号）。通知の主なポイントは以下の
とおりです。

・  企業が受け取る政府からの補助金は、一旦、「専項未払金」勘
定（中国語「专项应付款」）に振り替える（筆者補足：当該勘定
科目は貸方勘定の未払金の一種で暫定的に使用する）。
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・  固定資産の売却や廃棄損失は「固定資産清理」勘定（中国語「固
定资厂清理」）に振り替える。

・  機械設備、運送、再据付、試運転等で発生する費用は直接「専
項未払金」勘定で処理をする。

・  土地使用権を失う場合は、「専項未払金」勘定で処理する。
・  従業員の移転配置等の転換費用は「専項未払金」勘定で処理

する。
・  最終的に「専項未払金」勘定が貸方残高となる場合は「資本剰

余金」に振り替える。「専項未払金」勘定が借方残となる場合は、
当期損益として処理する。

「企業会計準則」においては、財政部は2009年に「企業会計
準則解釈」第3号を公布し、政府の移転補償金に関する企業会
計準則上の取扱いを明らかにしています（財会［2009］8号第4
項）。その主なポイントは以下のとおりです。

・  企業が所属する地域等の整備計画、区画建設等の公共の利益
のために政府の財政予算で移転補償金が支給されて移転する場
合は、「専項未払金」勘定で処理する。

・  専項未払金の中で、企業が移転や再建過程で発生した固定資
産や無形固定資産損失、関係する費用支出、工場停止および
移転後の新規に建設される資産に対する補助金は「専項未払金」
勘定から「繰延収益」に振り替え、関連する資産の耐用年数期
間に均等に配分し、当期損益に計上するという「企業会計準則」
第 16 号「政府補助金」で規定する処理を行う。

・  移転補償金から繰延収益の金額を控除した残高は「資本剰余
金」に振り替える（筆者補足：残高が借方残となる場合は、上記、
財企 [2005]123 号と同様に当期損益として処理すると考える）。

（2） 税務上の取扱い
【ケース7】のように、地方政府の判断で支給した移転補償金

については、国務院レベルで批准した財政資金による補助金
ではないため、非課税収入（企業所得税実施条例第26条第１
項）とすることは難しいと思われます。「財政性資金、行政事
業性収入、政府性基金に関連する企業所得税政策の問題に関
する通知」によると、財政部と国家税務総局は「企業が取得す
る各種の財政性資金については、国家の投資資金を使用後に
返還が要求される金額以外は、企業の当期の収入とする」とし
て基本的に課税収入となる旨を規定しています（財税［2008］
151号1（1））。

（3） 従業員の処遇−経済補償金・社会保険料
【ケース7】は工場の移転に伴い、一部の従業員の通勤が物理

的に困難となりますが、これが「労働契約法」で規定している
労働契約の解除等に該当する場合には「労働契約法」第46条
が規定する「経済補償金」を労働者に支払わなければならない
可能性が高くなります。この規定をまとめると以下のとおり 
です。

・  労働者による労働契約を解除する場合（労働契約法第 38 条参
照）

・  労働契約の労使間での合意解除の場合（同法 36 条参照）

・  使用者による 30 日前までの労働契約の予告解除の場合（同法
第 40 条参照）

・  20 人以上の人員削減、または 20 人未満であるが全従業員の
10％以上を占める削減を行う場合（同法第 41 条参照）

労働契約の解除前には社会保険局による調査を受け、社会
保険料の未払いや過少支払い等を指摘される場合もあるので
留意すべきです。

それでは経済補償金を支給する場合について、以下の【ケー
ス8】をもとに金額の試算を行います。

【ケース 8　−経済補償金−】
Ａ有限公司に勤務する中国人従業員であるＡ氏は、工場移転を期
に労働契約の解除を 2013 年 5 月末にＡ有限公司に申し出た。Ａ
氏は 5 月末時点でＡ有限公司に 8 年 5 ヵ月間（2005 年 1月から
2013 年 5 月末）勤務している。Ａ氏の雇用契約解除前の 12 ヵ
月間の月平均賃金は 8,000 元である。同期間月平均の時間外勤
務手当等は月 2,000 元である。Ａ有限公司が所在する直轄市の人
民政府の公布する前年度の従業員月平均賃金は 7,000 元である。
2013 年 5 月末時点のＡ氏の経済補償金の金額の見積額はいくら
になるか。

【ケース8の検討】
ここで問題になるのは、Ａ氏の勤務期間中の2007年12月以

前の期間です。この期間は、「労働契約法」（2008年1月から
施行）が施行前であるため、当時の「労働法」規定に準拠する
ことになりますが、「労働法」においては経済的補償の算定方
法が具体的に規定されておらず、その時の関連規定に従い実
施することになります。実務上は会社が所在する地域の通達
等を基に計算する場合が多いようです。このため、以下のよ
うに計算基準値を2008年1月以前と以後の場合に分けて計算
します。

Ａ．計算基準値
月賃金とは労働契約解除前の12 ヵ月間の平均賃金です（労

働契約法条第3項）。

賃金 8,000 元＋時間外勤務手当等 2,000 元＝ 10,000 元

実務上は時間外勤務手当分について、労使関係での議論が
起きる可能性があります。このケースでは労働契約法施行前
の計算基準値も同様の計算を行うと仮定します。

Ｂ． 補償期間（2005 年1月から2007年12月末）の計算
当該期間の3年は計算上、3 ヵ月と換算されます。

計算基準値 10,000 元× 3 ヵ月＝ 30,000 元

旧基準および所在する地域の規定では、計算の上限金額基
準はないものとします。
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Ｃ．補償期間（2008 年 1 月から 2013 年 5 月末）の計算
当該期間における2013年1月から5月までの5 ヵ月間は、「１

年につき１ヵ月分の賃金として計算し、６ヵ月以上１年未満の
場合は１年として計算する。6 ヵ月に満たない場合は、半月分
とする。」（労働契約法第47条第1項）ため、計算上0.5 ヵ月と
換算します。2008年1月から2012年12月末までの5年は、計
算上5 ヵ月と換算します。

トータル期間は5 ヵ月＋0.5 ヵ月＝5.5 ヵ月となります。これ
にAの計算基準値を乗じます。

A 10,000 元× 5.5 ヵ月＝ 55,000 元（Ｃ−1）

直轄市の人民政府の公布する前年度の従業員月平均賃金は
7,000元ですが、労働契約法では「所管の地区の前年度の従業
員月平均賃金の3倍を上回る場合は、当該3倍の金額をもっ
て経済補償金の上限金額とする」（同法第47条第2項）とあり 
ます。

7,000 元× 3 倍× 5.5 ヵ月＝ 115,500 元（Ｃ− 2）

Ｃ－1とＣ－2を比較し、3倍値を上回らないためＣ－1が上
限となります。

なお、当該ケースでは該当しませんが、労働契約法上の年
数の上限基準としては、「最高でも12年を超えない」とされて
います（同条第2項）。

Ｄ．合計　経済補償金金額の計算
上記ＢとＣ－1の金額を合算します。

Ｂ 30,000 元＋（Ｃ−1）55,000 元＝ 85,000 元

なお、上記の計算は、労働契約法における経済補償金の計
算に関する条項を理解するための試算です。所管の機関に確
認する必要があります。実務上は、労働契約法を施行する前
の期間についての計算や時間外労働手当等の議論も多く、労
働者との交渉で法定の経済補償金以外に加算して支給する場
合も多いようです。

2. 持分譲渡時の留意点

最近の中国における日系企業には、中国市場から完全撤退
ではなく、中国での拠点も残しつつ、軸足を中国以外のアジア
諸国に移す動きが一部にあります。会社によっては独資企業
として設立した会社に、中国の出資を受け入れ、合弁企業と
し、将来は中国の合弁先に日本サイドの持分を譲渡していくこ

とを模索している会社もあります。ここでは合弁会社からの持
分を譲渡し徐々に撤退するケースを検討します。

【ケース 9　−持分譲渡−】
中国の外商投資企業であるＢ有限公司は、日本のＢ株式会社と中
国の民間企業であるＣ有限公司との合弁事業として15 年前に設立
された。近年の人件費の高騰や中国市場の競争激化に伴い、経営
は苦しく、最近は赤字決算が続いている。このためＢ株式会社は、
Ｂ有限公司の経営からの完全撤退も視野に入れて徐々に手を引く
べく、Ｃ有限公司に出資持分の一部譲渡交渉を行うことを考えて
いる。持分譲渡にあたり顧問弁護士から入手した持分譲渡手続き
一覧は以下のとおりである。

【持分譲渡手続き一覧（例）】　（所要期間：概ね 3 ヵ月から半年）
1．董事会による他の出資者の同意
2．持分譲渡価格等の条件の交渉と契約書締結
3．政府審査機関への申請
4．外商投資企業の変更・抹消登記
5．税務登記、税関登記、外貨登記の変更もしくは抹消申請　等

このケースにおいて留意すべき点として税務上のポイントに
ついて見ていきます。

（1） 持分譲渡にかかわる税金
持分譲渡に際して譲渡者である日本のＢ株式会社は「持分

譲渡所得」が発生し、企業所得税の源泉所得税の申告・納付が
必要になります。持分譲渡所得は持分譲渡金額から投資簿価
を控除した金額で、この所得に10％の税率を乗じて源泉所得
税金額を算定します。

（2） 優遇税制の取消しから派生する税金
持分を100％譲渡するような完全撤退の場合、Ｂ有限公司は

外商投資企業から中国の純粋企業である「内資企業」に法人形
態が変わることになります。変更時点において、外商投資企
業として享受していた、たとえば以下のような優遇税制の適
用期間満了前の場合には、優遇または免除されていた税金に
ついて、税金の納付等が必要になります。このため過去の優
遇税制適用に関する協定書や契約書等に関して確認しておく
ことが必要です。

持分譲渡の結果、外商投資企業とされる外国資本の出資割
合が25％を切った時点で、過去に享受していた優遇税制の適
用から外れる場合もあるので注意すべきです。

・  「2 免 3 減半」等のように企業所得税の課税所得が発生してか
ら 2 年目まで免税、3 年目から 5 年目までは企業所得税は半減
とする優遇税制において、経営期間が 10 年未満の場合には税
金の返還が必要になる。

・  「輸入設備免税」は、対象設備が輸入通関から 5 年未満で処
分される場合には課税される。

・  「政府補助金」のように進出時等に地元政府から誘致の目的で
 補助金を受けている場合には補助金の返還が必要になる。　
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3. 撤退時の留意点

持分譲渡について相手先と合意に至らず、最終的には会社
の解散・清算を検討しなければならない場合もあります。以
下のケースを例に留意点を検討します。

【ケース10　−解散・清算−】
中国の外商投資企業である D 有限公司は、日本の D 株式会社の
100％出資による独資企業である。D 株式会社は中国市場からの
完全撤退を決定し、D 有限公司の閉鎖を検討している。顧問弁護
士からは以下のような解散・清算の手続き一覧表を入手している。

【 解散・清算手続き一覧（例）】（所要期間：概ね1年から2年強）
 1. 董事会での解散についての決議
 2. 政府所管機関（商務局等）への解散の申請
 3. 清算組（清算委員会）の工商行政管理局への届け出
 4. 債権者への告知、公告、債権債務の整理
 5. 資産評価、清算処理案の作成
 6. 会計事務所による清算監査の実施
 7. 清算組による清算所得の計算と納税
 8. 税務登記、税関登記、外貨登記の抹消申請
 9. 清算終了公告
 10. 残余財産の分配
 11. 営業ライセンス等の抹消申請等

このケースで留意すべき点としては、解散や清算にかかわ
る制度の整理、政府機関に申請する上での問題点、不正経理、
従業員に対する処遇、税務上の問題点について説明します。

（1） 解散・清算にかかわる制度の整理
中国の「会社法」においては、会社は定款に定める解散事由

が発生した時、株主総会が解散の決議をした時、合併等によ
り解散が必要な時等、解散の事由が発生した場合には解散を
行うものとしています（会社法第181条）。解散事由が生じて
から15日以内に、清算組（清算委員会）を成立させ、清算を開
始しなければなりません（会社法第184条）。

中国では2007年6月1日に「破産法」が施行され、外商投資
企業も適用できるようになりました。ただし実務上、破産は
人民法院の管理下で厳密に行う時間と労力のかかる手続きと
言われており、外商投資企業が破産認定を受けた実例はまだ
少ないようです。仮に中国子会社が破産の認定を受けた場合、
信用低下のリスクは日本本社や同地区に進出している他の日
系企業にも及ぶ可能性があることまで想定しておく必要があり
ます。
「会社を休眠状態にしておき、営業再開の機会を探ることは

可能か」との質問をいただくことがあります。「休眠化」とは、
会社の経営活動を休止している状態のことです。中国の会社
法においては、「会社が開業後に自ら営業を停止し連続6 ヵ月
以上経過した場合、登記機関は営業ライセンスを取消すこと

ができる。」（会社法第212条）とあります。このため、基本的
に6 ヵ月を超える休眠は禁止されております。さらに会社は毎
年、工商行政管理局等による「年度検査」を受けることになっ
ており、営業ライセンス、会計監査の状況、資本金の払い込
み状況等について法律に準拠しているか否かの検査を受ける
ことになっています。この年度検査の際に問題点を指摘され
営業ライセンスを抹消される可能性もあります。以上のことか
ら、会社の閉鎖を行うには解散・清算の制度を採用すること
が多いと考えられます。

（2） 政府機関に申請する上での問題点
外商投資企業の撤退は地方政府にとっては税収の減少であ

り、地元の雇用機会の喪失であり、当該地域の経済成長率の
低下となります。このことは地元政府の行政上の評価ポイント
の低下となります。このため解散の申請の窓口となる主管の商
務局等の政府機関は、批准することに消極的なようです。

（3） 不正経理への対処
解散・清算に際して債権債務や資産の整理、処分を短期間

で行うことになります。このプロセスの中で、滞留債権や滞留
在庫、架空債権や架空在庫、過去の粉飾決算が発覚すること
があります。また設備や金型、部品等の横領、不正持ち出し
も発生しやすくなります。さらに資産の売却の局面では、買い
取り業者と会社担当者が共謀して会社に不当に損失を負わせ
るような売却価格を設定し、担当者が不当な差益を享受する
ような事態が発生する可能性があることにも注意すべきです。

（4） 従業員に対する処遇
会社の解散・清算は、「労働契約法」によると、労働契約の

解除を行い、経済補償金を支給することになる場合が多いで
す。また社会保険料に対する調査にも注意すべきです。この
点については前述「Ⅲ1．工場移転時の留意点」をご参照くだ
さい。

（5） 税務上等の問題点
優遇税制で規定していた期間満了前に会社の解散・清算を

行う場合には、優遇税制により享受していた免税分を返還す
る必要があります。この点に関しては前述「Ⅲ2．（2）」を参照
ください。また税務登記の抹消前に税務調査が入ることが想
定されます。「税務登記」とは、会社設立時に税務機関に申請
し「税務登記証」を入手する手続きです、解散の際には税務登
記を抹消する手続きが必要になります（税収徴収管理法実施細
則第15条）。税務上の欠損を計上している会社であっても、企
業所得税以外に増値税、営業税、印紙税等に関して追徴税を
要求されることがあります。移転価格税制に関する税務調査
を受ける可能性もあります。

土地に関しては契約に基づき「土地所有権」を国家に返還す
ることになりますが、工場の場合は土壌汚染等により土地の整
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備が必要で予想以上にコストがかかる場合があります。解散・
清算を選択する会社は本来、経営も苦しく、資金繰りの状態
も良くないのですが、最終段階で想定外の支出が必要となる
ため、前もって、資金の手当てをしておく必要があります。

Ⅳ おわりに

KPMG Insightの７月号と9月号の2回にわたり、「中国子会
社の現状を正確に把握すること」の重要性、および管理上のポ
イントや視点を提示し「これからの子会社管理」を検討いたし
ました。また、設立、購買、販売といった経営プロセスの局
面において、会計・税制・ＩＴ等の視点を組み合わせて、子
会社管理のノウハウの重層的な整理を試みました。本稿が読
者の皆様にとって有益なものとなれば幸いです。

【バックナンバー】
「中国子会社のこれからの管理　第 1 回」（KPMG Insight 
Vol.1/July 2013）

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。
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韓国進出時の留意点（FTA、進出形態、税制、労務等）
KPMG 韓国　ソウル事務所
シニアマネジャー　藤原　良介

韓国は国土面積 10.2 万平方キロメートル、人口 5,095 万人、2012 年の 1 人当
たりGDPは 2 万ドルを超えており、OECD加盟国の 1 つとなっています。
日本と地理的に近いことのみならず、近年はサムスン電子、現代自動車、ポス
コ等のグローバル企業が出現し、特に新興国市場を中心として日本企業の強力
な競争相手となっています。
こうしたグローバル企業の存在に加えて韓国政府による外国人投資誘致の後押
しもあり、日本から韓国への直接投資も活発です。電子電機および自動車産業
向けの部品・素材産業を中心に 2012 年は 38.4 億ドルの投資があり、日本は米
国を抜いて国別投資額で１位を記録しました。また所得水準の向上もあり、製
造業のみならず、小売・サービス業などの進出も盛んになっています。
本稿では、韓国進出の際に日系企業が留意する事項について、外国人投資関連
法、税法、労務を中心とした主要な制度について解説いたします。
なお本文中の意見は、筆者の私見であることをお断りいたします。

 

【ポイント】
◦  韓国は幅広い FTA ネットワークを構築しており、日本企業もメリットの

享受が可能である。
◦  付加価値税は税金計算書方式で計算・納付しなければならず、厳格なルー

ルが定められている。
◦  日本人駐在員の社会保険は申請手続により免除申請が可能である。
◦  法定退職金制度に見合う積み立てを進出企業は準備する必要がある。

	 	 藤
ふ じ わ ら

原　良
りょう

介
す け

KPMG 韓国　ソウル事務所
シニアマネジャー

Ⅰ 韓国経済概況と日本との経済交流

1. 韓国経済概況

韓国経済はリーマンショックで一時的に落ち込んだ2008年
および2009年を除くと直近10年はGDPの成長率で４～６％を
記録し、堅調な経済成長を続けてきました。EUおよび中国経
済の減速の影響で2012年は２％台の低成長を記録したものの、

新興国や米国経済の回復を背景に2013年は韓国経済も回復が
見込まれ、飛躍的な成長は見込まれないものの今後も安定し
た成長が予想されています（図表1参照）。 国家財政も比較的
健全で、外貨準備高も3,288億ドルと豊富で世界第7位の金額
を保有しています。

2. 日本と韓国の経済交流

韓国と日本との貿易は活発であり、2012年では日本から韓
国への輸出は643億ドル、韓国から日本への輸入は388億ドル

図表1　過去10年の実質GDP成長率推移（％）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013（予測）

実質 GDP 成長率 4.6 4.0 5.2 5.1 2.3 0.3 6.3 3.6 2.0 2.8
出所：韓国銀行
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易額の33.9％を占め、交渉中まで含むと81.1％に達しています。
同比率は日本の場合それぞれ18.6％および40.3％ですので、韓
国はFTA網構築で先進国と言えます。

2. 日本企業による韓国 FTA の利用事例

韓国自動車産業は国産比率が高いためEUおよび米国への輸
出時にFTAのメリットを多く享受したと言われていますが、
韓国のFTA網は日本企業も活用することが可能です。日本企
業の中にも韓国が締結したFTAのメリットを享受して取引を
実施している事例があります。

①  韓米 FTA および韓 EUFTA の利用
  従来日本の工場で生産していた製品を韓国工場での製造に切り

替え、FTA を利用して EU および米国への輸出を開始し、関税
のメリットを享受する事例。

② 韓米 FTA の利用
  従来日本の工場から韓国向けに輸出していた製品を、米国工場

から韓国向けの輸出に切替え、関税のメリットを享受する事例。

Ⅲ 進出形態の比較

1. 進出形態

日系企業の韓国への進出形態はその種類と特徴により、次
のように区分することができます。

となっています。韓国からみると日本は中国および米国に次ぐ
第三の輸出相手国、輸入では中国に次ぐ第2位の貿易相手国と
なっています。一方日本から見ても中国および米国に次ぐ第3
位の輸出相手、輸入では第6位の国であり、日韓双方で貿易相
手国として重要な位置を占めていると言えます。

日韓貿易は韓国の構造的な赤字が続いています。これは日
本から中間財および資本財を輸入し、それらを加工・組立し
て輸出するという韓国の産業構造に起因しており、日本からの
輸出品目金額上位は鉄鋼版、半導体、プラスチック等となっ
ています（図表２参照）。

ただし2012年の赤字幅は255億ドルと2年連続縮小してお
り、これは日本の部品素材に対する依存度の減少、日本企業
を含む外国企業の現地生産の増加、韓国企業による中核部品
の輸入先の多角化などが寄与したと思われます。

また日本からの輸出のみならず、スピードを重視してタイム
リーな供給を求める韓国のグローバル企業の要請を受けて多
くの部品・素材産業分野の企業がすでに韓国に大規模な投資
を行っています。 2000年代以降の韓国企業の成長に合わせる
形で、電子部品、半導体製造装置、石油化学製品、炭素繊維
等の分野で日本企業による大規模な投資が行われています。

Ⅱ 韓国の FTA ネットワーク

国内市場規模が小さい韓国経済は外需の取込みが経済成長
の重要な要素となっています。そのために近年韓国政府は世
界各国・地域とFTAネットワーク構築に力を入れてきました。

1. 韓国の FTA ネットワーク構築状況

韓国のFTAネットワーク構築状況は図表3のとおりです。 
EUおよび米国等の主要国とすでにFTAを結んでおり、中国と
も日本に先んじて交渉を開始しています。

韓国とFTA発行済みの国・地域との貿易額は、韓国の全貿

図表2　日本からの主要輸出品目

順位 品目 金額
（億ドル）

構成比
（％）

１ 鉄鋼板 46 7.2

2 半導体 45 7.1

3 プラスチック製品 39 6.1

4 半導体製造用設備 32 5.0

5 合金鉄、銑鉄およびスク
ラップ 25 3.9

合計額 643 100.0

出所：韓国貿易協会

図表3　韓国のFTAネットワーク構築状況

国・地域 状況 備考

チリ 2004 年 4 月発効 -

シンガポール 2006 年 3 月発効 -

EFTA（南米） 2006 年 9 月発効 -

ASEAN 2007 年 6 月発効 -

インド 2010 年 1月発効 -

EU 2011 年 7 月発効 -

ペルー 2011 年 3 月発効 -

米国 2012 年 3 月発効 -

中国 交渉中 2012 年 5 月交渉開始

日本 交渉中断 2012 年 5 月に最後の 
実務者協議開催

日中韓 交渉中 2013 年 3 月交渉開始

出所：JETRO 韓国経済情報
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①  韓国企業を代理店に指定し、事業を営む形態
② 連絡事務所を設置し、市場調査や事業妥当性を検討する形態
③ 支店を設置する形態
④ 韓国の法律に基づく子会社および合弁会社を新設する形態
⑤ 韓国既存会社の株式のすべてまたは一部を買収する形態

2. 進出形態の比較

日系企業の韓国への主な進出形態である現地法人、支店お
よび連絡事務所の特徴を比較すると図表４のように区分され 
ます。

設立所要日数は比較的短く、現地法人および支店で2 ～ 3週
間程度、連絡事務所の場合は1 ～ 2週間で可能となります。た
だし監督官庁の許認可が必要な事業を営む場合や、企業結合
申告が必要な場合は設立手続以外に別途申請受領までの日数
が必要となります。

連絡事務所は営業活動が禁止されているため市場調査や業
務連絡などの限定的な範囲での活動のみとなります。営業活
動を行う場合は現地法人または支店を設立する必要がありま
す。営業活動が可能な点では現地法人と支店との差異はあり
ませんが、設立時に要する時間とコスト、駐在員ビザ取得の
容易性、韓国における信用度等を考慮し、日本企業の場合実
務上は現地法人での進出を選択する場合が多いと言えます。

図表4　現地法人、支店、連絡事務所の比較

項目 現地法人
（株式会社） 支店 連絡事務所

根拠法 外国人投資促進法 外国為替取引法および外国為替取
引規程 

同左

事業活動範囲 原則として すべての事業が可能（外
国人投資が禁止された業種、また
は外国人投資に対する許容基準の
ある業種を除く）

申告された活動の範囲内だけで営
業可能。

申告された活動（業務連絡と市場
調査等の事業遂行においての予備
的で補助的な活動）のみを行うこ
とができる。

設立および設置手続 −  外国為替銀行への外国人投資
申告

−  商業登記所への設立登記
−  税務署への事業者登録
−  外国人投資企業の登録
−  個別法で要求される許認可申請

−  外国為替銀行への設置申告
−  商業登記所への設置登記
−  税務署への事業者登録
−  個別法で要求される許認可申請

−  外国為替銀行への設置申告
−  税務署への固有番号申請

出資方法あるいは 
資金調達方法

−  出資および増資の方法で可能で
あるが、別途の手続（外国人投
資申告および裁判所登記など）
が必要

−  最少出資金額は 1 億ウォン

−  本社からの営業資金導入の方法
で別途の申告無しに随時調達が
可能

−  導入金額の制限はない。

該当なし

銀行からの国内借入 可能 法律上の制限はないが、実務上は
困難。

同左

外国からの直接借入 可能 該当なし 同左

決算利益の送金 配当として源泉徴収後送金可能。 決算純利益を本店に送金可能。源
泉徴収対象外。

該当なし

税法上の課税対象 国内外所得に対して課税。 支店帰属韓国源泉所得に対して課
税。

本来法人税納税義務はないが、営
業活動を行う場合は支店とみなされ
て課税される。

韓国税法上の特典 可能
（高度技術随伴事業、産業支援サー
ビス業、外国人投資地域入居事業
等）

該当なし 該当なし

理事（= 取締役） 
の選任

代表理事（取締役）を含む 3 名以
上、監査役１名以上。
国籍不問、非常勤者も選任可能。
※  資本金が 10 億ウォン未満の会

社は取締役１名以上を選任すれ
ば足り、監査役の選任不要。

該当なし 同左
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Ⅳ 税務

1. 韓国の租税体系

韓国の税務体系は日本の税務と類似する部分も多く、比較的
理解しやすいものとなっています。日系企業が韓国内で事業を
行う際に関連する主な税法は図表5のとおりです。

2. 法人税法

（1） 法人税率
法人税率は図表6のとおりです。他のアジア諸国と同様に韓

国も段階的に法人税率を下げ2012年以降は以下の税率となっ
ています。国税である法人税に加えて地方所得税が別途10％
発生するため、実効税率は24.2％となっています。

（2） 申告納付期限
法人税は事業年度終了日から3 ヵ月以内に申告納付しなけれ

ばなりません。申告方法は書面申告と電子申告の選択が可能
ですが、実務上は電子申告が一般的です。

また、中間予納制度も定められており、直前実績基準と仮
決算基準のどちらかを選択して決算の中間時点で納付する必

要があります。

3. 付加価値税法

（1） 付加価値税制度の概要
韓国付加価値税は日本の消費税に相当し、個々の財貨や役

務提供に対して課され、生産・流通の各段階で発生し最終的
に消費者に転嫁される間接税であり、税率は1977年の導入以
来10％が維持されています。

生産・流通の各段階の販売者は、販売時に購入者から付加
価値税を徴収（売上税額）し、その徴収額から仕入時に支払っ
た付加価値税（仕入税額）を控除してその残額を国税として納
付することになります。

（2） 税金計算書制度
財貨または役務を提供する事業者は、提供時に税金計算書

（Tax invoice）を財貨または役務の提供を受ける者に対して発
給することが義務付けられています。請求書等保存方式を採
る日本の制度とは異なり、韓国では付加価値税計算に税金計
算書方式（Invoice方式）を採用しており、厳格な計算が必要で
す。税金計算書は単に取引資料としてのみ活用されるだけで
なく、付加価値税を徴収したことを証明する領収書としての
効力をもつ最も重要な書類となります。

また、紙の税金計算書の場合、事業者による作成、申告お
よび保管または当局による虚偽の税金計算書摘発のために多
くの時間とコストが発生していましたが、これを解消するため
2011年1月1日以降法人事業者に対しては電子的方法で税金計
算書を発給（電子税金計算書）することが義務付けられました。

（3） 申告納付期限 
韓国の付加価値税は年2回の確定申告とそれぞれの中間に予

定申告が定められています。下記申告期限は決算期にかかわ
らず定められているため注意が必要です。

① 第 1 期予定申告期限：4 月 25 日 
② 第 1 期確定申告期限：7 月 25 日 
③ 第 2 期予定申告期限：10 月 25 日 
④ 第 2 期確定申告期限：翌年 1月 25 日

（4） ゼロ税率 
国際的二重課税を防止して輸出を促進する目的で供給価額

にゼロ税率を適用し、自己が負担した仕入税額全額の還付を
受ける完全免税制度が設けられています。 財貨の輸出取引、
国外提供役務等が対象となります。

4. 個人所得税

韓国所得税法は国籍にかかわらず、居住者または非居住者
に区分してそれぞれの課税対象範囲を定めています。居住者

図表5　韓国租税制度体系

法人税        

所得税   

相続税・贈与税  

総合不動産税 

内国税 国際租税調整法 

国税 間接税
付加価値税 

個別消費税 

関税          

地方税          

租税 目的税 

直接税 

※添付データ（図表５）

図表６　法人税率表

課税標準 税率

2 億ウォン以下 10％

2 億ウォン超過 
200 億ウォン以下

2 千万ウォン 
＋ 2 億ウォン超過額の 20％

200 億ウォン超過 39 億 8 千万ウォン 
＋ 200 億ウォン超過額の 22％

※地方所得税が上記法人税（国税）に対して別途 10％発生する。
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に対しては全世界所得が、非居住者に対しては韓国内源泉所
得のみが、それぞれ課税対象となり韓国における納税義務が
発生します（図表７参照）。

（1） 所得税と納税制度
韓国では日本の所得税と類似した制度が設定されています。

① 源泉徴収制度 
使用者は「源泉徴収簡易税額表（国税庁）」に従って給与支

給額と扶養家族をもとに所得税を徴収し、徴収額を翌月10日
までに納付する必要があります。

② 年末調整 
課税期間（1月～ 12月）の所得を合算して、図表８に従って

税金額を決定し、毎月徴収された既納付税額合計と決定税額
の差額分を翌年度2月分の給与支給時に追加徴収もしくは還付
して調整を行う必要があります。

③ 確定申告制度 
給与所得以外の所得や日本など韓国国外で発生する所得が

ある場合、所得計算は年末調整で完結せず、別途確定申告を

行って所得税を計算・納付する必要があります。確定申告の
期限は 課税期間終了後の、翌年5月末日となります。

（2） 日本人駐在員の所得税計算
前述（１）のように、所得税は図表８の所得税率表を利用し

て計算するのが原則ですが、外国人である日本人駐在員の場
合は租税特例制限法を適用して単一税率（17％）での計算と図
表８の累進税率（6 ～ 38％）での計算のうち有利な方法を選択
して計算・納付を行うことができる税務上の恩典が与えられ
ています。

5. 日韓租税条約

日韓両政府は、「所得に対する租税の二重課税回避と脱税防
止のための条約（以下「日韓租税条約」という）」を締結してお
り、同条約は一方または両締約国の居住者である個人・法人
その他団体に適用されます。

日韓租税条約の課税方法は図表9のとおりです。

6. 移転価格税制

（1） 移転価格税制制度の概要と現況
韓国の移転価格税制は1997年に制定された「国際租税調整

に関する法律（以下「国租法」という）」に基づいて運用されて
います。原則としてOECD移転価格ガイドラインを参考にし
て作成されており、日本の移転価格税制と韓国の移転価格税
制は概ね類似した規定となっています。 

韓国は比較的移転価格の執行に積極的な国であることに加
え、2013年に誕生した朴槿恵政権は社会福祉財源確保のため
に税務調査を強化する方針を打ち出しています。経営環境が
厳しいとされる中小企業に対する税務調査は前年並みの水準
で抑える一方で国内財閥系企業や外資系企業に対する税務調
査が強化されています。外資系企業に対しては中でも移転価
格課税が重点項目とされており、2013年に入って日本企業お
よび欧米企業に対して多額の追徴事例が発生しています。

（2） 正常価格算出方法
国租法および同施行令では以下の方法により正常価格を算

出することを定めています。また各取引の状況に応じて最適
な方法を採用するいわゆるベストメソッドルールが2010年以
降適用されています。

① 比較可能第三者価格法（CUP）
②  原価加算法（CPM）
③  再販売価格法（RPM）
④ 利益分割法（PSM）
⑤  取引純利益率法（TNMM）
⑥  その他取引の実質と慣行を勘案して合理的であると認定される

方法

図表７　居住者・非居住者の区分

納税義務者 定義 課税対象所得の
範囲

居住者

韓国内に住所を有するかま
たは 1 年以上居所を有す
る者、次の各号の 1 つに
該当する者は国内に住所
を有する者とみなされる。
イ）  継続して 1 年以上居

住を必要とする職業者
ロ）  家族、職業および資

産状態からみて引続き
1 年以上居住すると認
められる者

全世界所得

非居住者 居住者以外の者 国内源泉所得のみ

図表8　所得税率表

課税所得金額 税率

1,200 万ウォン以下 ６％

1,200 万ウォン超 
4,600 万ウォン以下

72 万ウォン 
＋1,200 万ウォン超過額の 15％

4,600 万ウォン超 
8,800 万ウォン以下

582 万ウォン 
＋ 4,600 万ウォン超過額の 24％

8,800 万ウォン超 
3 億ウォン以下

1,590 万ウォン 
＋ 8,800 万ウォン超過額の 35％

3 億ウォン超過 9,010 万ウォン 
＋ 3 億ウォン超過額の 38％

※住民税（地方税）が上記所得税（国税）に対して別途 10％発生する。
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（3） 文書化規程
米国、中国の同時文書化規定同様に、法人税申告期限（決

算日後3 ヵ月以内）までに作成しなければならないこととされ
ていますが、申告時の提出義務はありません。ただし税務当
局から移転価格文書の提出を要請された場合、資料提出依頼

日から原則として60日以内に提出する必要があります。 提出
資料未提出の場合のペナルティも定められており、最高1億
ウォンのペナルティが追徴されます。

図表9　日韓租税条約上の所得種類別課税方法

所　　得 区分 課税方法

不動産などの所得
（第 6 条）

−  不動産などの所在地国で課税

事業所得
（第 7 条）

原則 −  居住地国で課税

特例 −  固定事業場を通じて事業を遂行する場合、固定事業場に帰属される所得に限り固定事業場の所
在地国で課税が可能

船舶・航空機等の所得
（第 8 条）

−  居住地国で課税

受取配当
（第 10 条）

原則 −  配当支払法人所在地国で課税
−  制限税率
 ・配当支払法人持分を 25%以上所有する場合：5%
 ・その他の場合：15%

特例 −  配当受取法人所在地国で課税が可能

受取利息
（第 11 条）

原則 −  利息支払法人所在地国で課税
−  制限税率： 10%

特例 −  利息受取法人の所在地国で課税が可能

使用料所得
（第 12 条）

原則 −  使用料所得を支払法人所在地国で課税
−  制限税率： 10%

特例 −  使用料所得受取法人所在地国で課税が可能

不動産等の譲渡所得
（第 13 条）

−  不動産等資産所在地国で課税

有価証券譲渡所得
（第 13 条）

原則 −  居住地国で課税

特例 −  有価証券発行法人所在地国で課税
 ・資産が主に不動産である法人の株式
 ・25%以上所有法人の株式
 ・法人持分 5%以上を譲渡する株式

独立的人的役務所得
（第 14 条）

原則 −  居住地国で課税

特例 −  役務遂行地国で課税
 ・固定施設を保有し、人的役務が固定施設に帰属する場合
 ・当該課税年度のうち計 183 日を超過して滞留する場合

従属的人的役務所得 
（第 15 条、第 16 条）

原則 −  役務遂行地国で課税

特例 −  取締役
 ・取締役所属法人所在地国で課税
− 外国航行船舶などの乗務員
 ・国際運輸企業の所在地国で課税
 ・乗務員の居住地国で課税

その他所得
（第 22 条）

原則 −  居住地国で課税

特例 −  固定事業場を通じて事業を行うことにより支払われる所得に関連する権利等が、固定事業場と実
質的に関連する場合は、固定事業場の所在地国で課税

−  特殊関係者間の取引により発生した所得が、特殊関係のない者間の取引で発生したであろう金額
を超過する場合、超過金額に対してはその所得が発生した国家で課税
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（4） 事前価格承認制度（APA）
事前価格承認制度とは、納税者と課税当局との摩擦を除い

て課税の安定性を提供する制度です。居住者である企業は、
特定の正常価格算出方法を適用しようとする一定期間の課税
年度中、最初の課税年度終了日までに国税庁に承認申請をす
ることができます。

事前価格承認制度には韓国の課税当局が租税条約の締結相
手国と相互協議を経て決定する方法（バイラテラル APA）と韓
国の課税当局が単独に決定する方法（ユニラテラル APA）の2
つがあります。

Ⅴ 労務

1. 社会保険

（1） 社会保険制度の概要
韓国では1人以上の勤労者を雇用する事業を営む場合、事業

主の意思、業種、売上規模、個人事業または法人形態である
かを問わず、すべての事業者が社会保険制度に加入しなけれ
ばならないとされています。法人の場合は勤労者（使用者）が
存在せず代表取締役一人のみが存在する会社であっても義務
加入対象となります。韓国で定められている社会保険制度は
以下のとおりです。

① 国民年金
② 国民健康保険 （老人長期療養保険を含む）
③ 雇用保険
④ 産業災害補償保険

（2） 日本人駐在員の場合
前記（１）の原則的な既定があるものの、外国人である日本

人駐在員の場合、一定の手続により免除を受けることができ
ます。

各保険制度の取扱いは以下のとおりです。

① 国民年金 
日韓社会保障協定により、以下の3要件を満たす場合には、

韓国での国民年金加入対象から除外することが可能とされて
います。

ⅰ） 日本の厚生年金保険の被保険者であること 
ⅱ）  日本の事業主との雇用関係が継続すること（日本事業主に勤

労を提供し、その事業主が労務管理をして給与を支払うこと） 
ⅲ）  派遣期間が 5 年を超えないこと 

② 国民健康保険（長期療養保険を含む） 
国民健康保険は外国人駐在員も加入対象とされていますが、

在外国民および外国人駐在員のうち、以下に該当し、国内で

も国民健康保険に準ずる医療保険の恩恵を受ける者は別途の
申請により健康保険の加入が除外されます。

ⅰ） 所得の種類
 -  海外会社が負担する勤労所得（いわゆる乙種勤労所得）のみ

発生する場合 
ⅱ） 健康保険適用基準第 3 条第 5 項による除外事由
 - 外国の法令により医療保障を受ける場合 
 - 外国の保険により医療保障を受ける場合 
 - 使用者との契約等により医療保障を受ける場合 

③ 雇用保険 
ただし日本人駐在員は、D-7（駐在）、D-8（企業投資）、D-9

（貿易）のビザを有する場合雇用保険制度の加入対象外とされ
ています。したがって保険料支払いは発生しません。 

④ 産業災害保険 
代表者を除く日本人駐在員も加入義務（会社負担のみで、従

業員負担はなし）があります。ただし海外会社が負担する乙種
勤労所得のみ発生する日本人駐在員は加入除外となります。

（3） まとめ
韓国現地拠点のみ負担する給与（いわゆる甲種勤労所得）が

発生する日本人駐在員の社会保険の加入義務をまとめると図
表10のとおりとなります。

2. 退職給付制度

（1） 退職給付制度の概要 
韓国の退職給付制度では法定退職金（退職給付保障法第8条） 

が制度化されている点に特徴があります。 使用者は下記①～
③の「退職金」または「退職年金制度」のうち1つ以上を設定し
て退職給付として退職者に支給しなければなりません。

① 退職金制度 
② 確定給付型退職年金制度
③ 確定拠出型退職年金制度

政府は2005年に導入した退職年金制度への長期移行を推進
しており、2012年7月26日以降に新設された事業場（現地法
人等）については、設立後１年以内に退職年金制度の設定を義

図表10　日本人駐在員の社会保険

日本人	
駐在員の	
役職区分

国民年金 国民健康
保険 雇用保険 産業社会

保険

代表者 免除可能 免除可能 保険 
対象外

保険 
対象外

勤労者 免除可能 免除可能 保険 
対象外

加入義務
あり
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務付けています。これによりこれまで十分とはいえなかった国
民の老後生活資金の安定化を図ろうとしています。

（2） 退職金の算定方法 
退職金は以下の計算式で算定します。

退職金 ＝ 継続勤労年数（在職日数 /365）× 30日分の平均賃金

平均賃金とは「算定事由が発生直近3 ヵ月間に勤労者に対し
て支給した賃金の総額をその期間の総日数で除した金額」とさ
れています。 すなわち退職直前の従業員の給与水準が退職金
支給に大きく影響することになります。

なお、平均賃金には「定期的または一律的に支給される固定
的給与」を含めることとされており、基本給以外に支給される
諸手当の一部も含めることになります。

また、従業員の継続勤労年数が1年未満の場合には退職金支
給義務は発生しませんが、1年以上継続勤労をした場合は、1
年未満の勤続日数に対しても退職金を算定して支払わなけれ
ばなりません。

（3） 退職金の退職前給付（中間精算） 
韓国では企業が積み立てた退職金について１年以上勤務し

た従業員が要請し、これに会社が同意すれば、退職以前であっ
ても支給を受けることが可能とされており、これを退職金中間
精算と呼んでいます。

以前は理由に関係なく中間精算が可能でしたが、2012年7
月26日以降は大統領令に定められた事由（無住宅者の住宅購
入、病気療養、天災等）に限り、退職金中間精算が認められる
ことになりました。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMG 韓国　ソウル事務所
シニアマネジャー　藤原　良介
TEL：+82-2-2112-0263
ryosukefujiwara@ kr.kpmg.com
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ロシアにおける事業・投資環境
KPMG ロシア　モスクワ事務所

シニアマネジャー 長田　洋樹
マネジャー 岩田　茂

2013年4月に、安倍晋三首相のロシア訪問および日ロ首脳会談が行われました。
今回の訪問においては、財界等より総勢約 120 名の経済関係者が同行し、活発
な経済外交がなされました。今後、日露ビジネス関係は、従来の資源・エネルギー
に集中した経済関係に加えて、医療・インフラ分野等での経済連携が検討され
ており、改めてロシア市場への注目が高まってきています。
本稿では、すでにロシア市場に参入されている企業およびこれからロシア市場
に参入することを検討されている企業の双方に、有用な情報を提供することを
目的として、ロシアの経済環境、進出形態、税制・会計制度および投資環境に
ついて解説します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見である点をあらかじめお断りし
ます。

 

【ポイント】
◦  ロシアは豊富な天然資源に恵まれているだけでなく、近年は旺盛な個人消

費を背景として、消費市場としても重要なマーケットとなっている。
◦  法人税率は 20%（連邦税 2%、地域税 18%）であり、付加価値税率は原

則として 18%である。なお、法人税率については、投資優遇措置の一環
として、州政府が独自に軽減税率を設定している場合がある。

◦  個人所得税は、税務上の居住者資格に応じて課税される。税務上の居住者
とみなされる場合は、原則として 13%の税率が適用され、非居住者とみ
なされる場合の税率は原則として 30%である。

◦  2012 年より OECD ガイドライン・国際慣行に類似した移転価格税制が導
入されている。

◦  2013 年より上場企業の連結財務諸表に対して IFRS が適用されている。
◦  2012 年において 400 件超の M&A が成立しており、ロシアにおける事業

拡大および進出にあたっての 1 つの選択肢となる。
◦  M&A の実施にあたっては、ロシア特有の事情を理解した上での適切な

デューデリジェンスが必要となる。
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Ⅰ 概要

1. ロシアの概要

ロシアは、世界最大の国土を誇り、世界9位となる約1億4
千万人の人口を有しています。ロシアは、豊富な天然資源に
恵まれていることに加え、近年は旺盛な個人消費に支えられ、
ロシアはヨーロッパ地域における主要な消費市場として、広く
認知されています。

ロシアの経済・産業動向等の概要は、図表1、２のとおりです。

2. ロシアにおける日系企業の動向

現在ロシアに進出している日系企業は、商社・自動車・電
機等をはじめ、様々な業種がロシア市場に参入しており、現
在モスクワ近郊で約200社、サンクトペテルブルグ地域で約

50社程度の日系企業がビジネスを展開しています。近年では、
ロシアにおける自動車市場の伸長および日系自動車メーカーの
現地生産の拡大等に伴い、自動車メーカーだけでなく、自動
車部品メーカーの活動が活発化していることなどが、足元に
おける日系企業動向の特徴と言えます。

Ⅱ ロシアにおける事業環境

1. 進出形態

ロシアで事業を開始する際には、以下の形態で事業を行う
ことができます。

・直販および販売代理店契約
・駐在員事務所または支店の設立
・法人設立

（1） 直販および販売代理店契約
ロシア国内の顧客に対し海外から直接物品を販売する外国

法人は、ロシアでの課税対象にはならず、いかなる形態の拠
点もロシアに設立する必要はありません。輸入した物品の通
関手続や、関税および税金（輸入付加価値税、物品税）ならび
に通関関連費用はロシアの顧客によって支払われます。なお、
輸入関税率は、ロシア・ベラルーシ・カザフスタン間で締結さ
れている統一関税率表により設定されており、日本からの輸入
品に対する関税率は一般的に5%から20%の範囲で設定されて
います。

また、外国法人は、ロシア企業と販売代理店契約を締結し、
ロシアで物品を販売することができ、この場合、外国法人はロ
シアでは課税されません。また、輸入した物品の通関手続、関 
税および輸入付加価値税は、販売代理店により支払われます。

直販および販売代理店契約ともに、ロシア国内に拠点を設
立する必要がなく、他の事業形態に比べ事業開始に係る手続

図表１　ロシアのマクロ経済

首都 モスクワ

国土 17,098,200 平方キロメートル

人口（2012年） 143 百万人

百万人都市 14 都市

大統領 ウラジミール・プーチン

通貨 ルーブル（RUB）

実質GDP成長率（2012 年） 3.4％

名目 GDP（2012 年） 2,021 bln 米ドル

インフレ率（2012 年） 6.6％

失業率（2011年） 5.5％

出所：Doing business in Russia 2013 (KPMG in Russia and the CIS)
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図表２　ロシアGDPに占める各産業の割合
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等が簡易であるため、新たにロシア国内で物品の販売を行う
場合には、当該形態が利用されているケースが多いものと思
われます。

（2） 駐在員事務所または支店の設立
外国法人は、駐在員事務所または支店という形式でロシア

に拠点を設置することが可能です。支店および駐在員事務所
は、外国法人の部門、事務所を指しており、支店や駐在員事
務所は外国法人から独立した法人格を有していません。課税
対象となる駐在員事務所や支店は、通常、法人と同様の税目・
税率が適用され、 支店の活動から発生する所得は常に課税対
象となりますが、駐在員事務所の場合、その駐在員事務所の
事業活動が「準備的かつ補助的」であり「商業」活動ではない
場合には課税されません。ただし、特定の税目（例、資産税、
源泉徴収税）については、適用対象となります。ロシア市場に
係る情報収集および日本本社の業務補助が、ロシア拠点にお
ける業務の中心となる場合には、駐在員事務所または支店の
形態でロシア拠点を設立することが一般的と思われます。

（3） 法人設立
外国法人は、子会社を通じてロシアで事業展開を行うこと

ができます。ロシアでの最も一般的な法人形態は、有限会社
（LLC, ロシア語ではOOOと表記）および株式会社（JSC）です。
有限会社の出資持分はロシア証券法のもとでは有価証券とは
みなされませんが、株式会社の持分は有価証券とみなされ、
連邦金融市場局への登録が必要となります。実務上、外国企
業がロシアで全額出資事業を行う際には、有限会社（LLC）が
用いられるケースが一般的です。法人形態の場合は、自社名
義で通関を行い物品を輸入することが可能となります。なお、
法人の場合は、管理業務の増大に伴い、他の形態に比べ一般
的に経費が高くなります。

2. ロシア税制の概要

（1） 法人所得税（CIT）
① 課税標準

課税所得は、1月1日から12月31日までの暦年をベースとし
て、税務上の収益から損金を控除した額となります。一般的
に、税務上の収益は、発生主義に基づき計上され、費用につ
いては、収益を稼得するために費やされたもので、かつ、経
済的に合理的であり、そして適切に文書化（契約書、請求書
等）されている場合にのみ、損金算入することができます。

なお、企業は、法人所得税額を算定するにあたって、税務
会計方針を策定および明示しなければならず、一旦選択され
た税務会計方針は、法律の改正による場合を除き、会計年度
中に変更することは認められていません。

② 税率
法人所得税の税率は20％で、その内訳は連邦税2％と地域

税18％です。地域税率については、投資優遇措置導入等を目
的として、地域当局の裁量により13.5％まで引き下げることが
認められています。

③ 申告および納付
四半期ごとに法人所得税の申告をする必要があり、年度末

における法人所得税の申告期限は、報告対象年度の翌年の3月
28日と定められています。

④ 欠損金の繰越
税務上の繰越欠損金は10年間繰越可能となっています。

（2） 付加価値税（VAT）
① 課税対象品および課税標準

付加価値税の対象取引は以下のとおりです。

・物品の販売
・役務・サービスの提供（無償提供や自己費消のための譲渡を含む）
・財産権の譲渡
・自己利用目的での建設
・ロシア連邦への物品輸入

ロシア税法は、ロシアの付加価値税の課税対象となるかど
うかを判断する際に適用する特定の「提供地」に関するルール
を定めています。原則として、役務（サービス）の提供者の事
業所がロシアにある場合、かかる役務（サービス）はロシアで
提供されたとみなされます。

日系企業のロシア拠点においては、通常の日本本社へのレ
ポーティング業務のほかに、ロシア市場の調査結果報告や、
日本本社とロシア企業との交渉サポート等を行っている場合
があり、この際、ロシア拠点は、日本本社とインターナル・
サービス・アグリーメントを締結することによって、関連コス
トを回収しているケースが多く見受けられます。この場合、上
記アグリーメントに基づく様々な本社サポート業務に、VAT
の対象となるサービス、ならないサービスが含まれていること
があります。もし、十分な文書・証憑書類等がない場合には、
税務当局によるVAT対象サービスであるか否かの判断が困難
となり、税務当局より指摘を受ける可能性がある点に留意が
必要です。

② 税率
一般に、物品（役務、サービス）の販売について課せられる

付加価値税の標準税率は18%となっています。特定の種類の
医薬品、書籍、雑誌、食料品および子供向け製品（ロシア連邦
政府が設定したリストに記載）の付加価値税の税率は10%に軽
減されており、このほか、付加価値税率が0%となる物品、役
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務、サービス等もあります（ロシア連邦政府により別途定めら
れています）。

③ 申告および納付
付加価値税の対象となる販売取引について認識された付加

価値税と、付加価値税の対象となる購入取引から生じた付加
価値税との差額を付加価値税として納付する必要があります。
付加価値税申告書は、四半期ごとに対象となる四半期終了後
の翌月の20日までに提出する必要があります。 

（3） 個人所得税（PIT）
① 税法上の居住者資格

ロシアの個人所得税（PIT）は、納税者の税法上の居住資格
によってその取扱いが異なります。個人が連続する12 ヵ月間
に183日以上ロシア連邦に滞在している場合、当該個人はロ
シア税法上の居住者とみなされます。税法上の居住者は、全
世界所得に関して個人所得税の対象となりますが、非居住者
はロシアの国内源泉所得に関してのみ個人所得税が課せられ 
ます。

② 課税所得および税率
課税所得には、現金、現物の他にみなし所得（受贈益）の形

態で受け取った収入が含まれます。現物に係る所得は、受け
取った物品または消費したサービスの市場価格に基づき評価
されます。個人が、市場水準以下の価格で金融商品を取得し
た場合や有利な金利水準により借入を行った場合などは、み
なし所得が発生します。

適用される税率は、税務上の居住者資格により異なります。

【税務上の居住者】
すべての種類の所得に対して13%の個人所得税率が適用さ

れますが、以下の例外規定が設けられています。

・  配当による所得（ロシア法人と外国法人のどちらからの場合でも）
および特定の債券に関する利子所得については 9%

・  特定の種類の雇用以外による所得（例：借入金に対する有利な
金利によるみなし所得）については 35%

【税務上の非居住者】
税務上の非居住者のロシア国内源泉所得については30%の

税率が適用されますが、以下の例外規定が設けられています。

・  ロシア企業から受け取った配当所得については 15%　
・  税務上の非居住者が、高技能専門家※の地位を持つ外国人であ

る場合、ロシアでの雇用所得については 13%
※  高技能専門家とは、高度な技能を持つ外国人の専門家で、特定分野での仕事の経

験および能力または実績を有しており、年間給与が通常 2,000,000 ルーブル（約
67,000 米ドル）を超過する人を指している。

③ 申告および納付
個人に報酬を支払っている個人事業主、ロシア法人、ロシ

アに登録されている外国法人の駐在員事務所および支店は納
税代理人とみなされ、個人に支払う給与から個人所得税を源
泉徴収し、ロシア当局に納付する義務を負います。

個人所得税の申告は、課税対象年度の翌年の4月30日まで
に行う必要があります。

（4） 移転価格税制
① 概要

移転価格税制が2012年より適用されており、移転価格取引
の当局への報告義務および文書化義務が導入されました。新
たに導入された移転価格税制はより詳細なものとなり、国際慣
行およびOECDの移転価格ガイドラインに類似したものとなっ
ています。

② 対象取引
以下の取引がロシアにおける移転価格税制の対象とされて

います。ロシアでは、国外取引だけでなく、一定の基準を満
たす国内取引も移転価格税制の適用対象となります。

【クロスボーダー取引】

・  関連当事者取引−数値基準なし※

・  取引所相場のあるコモディティー（石油、鉄、非鉄、希少金属
および無機質肥料）を含む取引− 60 百万ルーブル超

・  「ブラックリスト」として登録されるオフショア国（BVI、香港、
UAE 等）在住者との取引− 60 百万ルーブル超

※  なお、2012 年および 2013 年の取引においては、経過措置が設けられている。具
体的には、同一の取引先との取引総額が下記に該当する場合のみ、移転価格対象
取引の情報を税務当局に報告するとともに、移転価格税制に基づく文書化が求め
られる。

 2012 年：100 百万ルーブル超
 2013 年：80 百万ルーブル超

【国内取引】

・  関連当事者取引−10 億ルーブル超※

・  取引の相手方が（i）鉱物資源採掘税の適用対象、（ii）法人税率
が 0％または法人税の免除の適用対象および（iii）特別経済区の
居住者であり法人税の免除対象となっている先との間の関連当
事者取引− 60 百万ルーブル超

・  取引の相手方が特別税制を適用する場合のすべての関連当事者
取引−100 百万ルーブル超

※  なお、2012 年および 2013 年の取引においては、経過措置が設けられている。具
体的には、同一の取引先との取引総額が下記に該当する場合のみ、移転価格対象
取引の情報を税務当局に報告するとともに、移転価格税制に基づく文書化が求め
られる。

 2012 年：30億ルーブル超
 2013 年：20億ルーブル超

③ 税務当局への報告および文書化義務
納税者は、移転価格税制に基づき、以下の義務を負います。

【移転価格税制対象取引の情報を税務当局に通知】

・ 2012 年 – 2013 年 11月 20 日まで
・ 2013 年以降 – 翌年の 5 月 20 日まで



86 KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

海外トピック③ − ロシア

© 2013 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.

【移転価格税制対象取引の価格の正当性を示す文書の作成】

・ 2012 年 - 2013 年 12 月1日まで
・ 2013 年以降 – 翌年の 6 月1日まで

④ 罰則規定
2012年および2013年については、移転価格税制に準拠しな

かったことに起因する納税不足額に応じた罰則はありません
が、2014年から2016年については、納税不足額の20％がペ
ナルティとして課され、2017年からは、納税不足額の40％が
ペナルティとして課せられます。なお、移転価格税制の対象
取引について、税務当局へ報告・届出しなかった場合は、5,000
ルーブルがペナルティとして課せられます。

3. ロシアの財務報告制度および会計監査制度の概要

（1） ロシアにおける財務報告制度
ロシア企業は、ロシア国内法に基づき暦年（1月から12月）

に基づき、年次財務諸表を作成する必要があります。ロシア
会計基準に基づき作成された年次財務諸表は、翌年度の3月
31日までに作成し、関係当局に提出することが義務付けられ
ています。また、年次財務諸表は株主総会において、承認さ
れなければなりません。年次財務諸表には、以下のものが含
まれます。

・  貸借対照表
・  損益計算書
・  上記 2 表の添付資料として、資本の変動、キャッシュ・フロー、

借入金の推移、売掛金と買掛金の変動等に関する追加情報
・  注記事項
・  監査意見（法律で規定されている場合は発行される）

ロシア会計基準においては、発生主義、会計方針適用の継
続、実質優先および期間帰属の適切性等の原則が定められて
いますが、実務上は、ロシア会計は取引実態より形式に重点
が置かれることが多く見受けられます。これは、税務上、損

金算入にあたって、十分な根拠資料を整備することが求めら
れており、当該税務の要請に引きずられる形でこのような実務
運用がなされているものと思われます。そのため、上記のロ
シア会計原則はしばしば形骸化していると言われることがあり 
ます。

（2） ロシアにおけるIFRSの動向
ロシアにおいては、IFRS適用に関する法律が2010年に成立

し、ロシアの上場会社に対して2013年よりIFRSに基づく連結
財務諸表（2012年の比較情報含む）の作成が義務付けられまし
た。ロシアにおけるIFRSの適用状況は図表3のとおりです。

なお、ロシアにおける日系企業の多くは、ロシア法定基準に
基づく財務諸表に加え、親会社報告目的のため、IFRSに基づ
く財務諸表も作成しているケースがほとんどです。ロシア基準
とIFRSの間には、多くの会計基準差がありますが、主要なも
のは図表4のとおりです。

図表3　ロシアにおけるIFRSの適用状況

カテゴリー 適用状況

上 
場 
企 
業

連結
決算

2013 年度の連結財務諸表より IFRS による作
成が義務付けられている。

単体
決算

現在は IFRS の適用は求められないが、財務省
は上場会社のすべての財務諸表に IFRSが適用
される可能性を示唆している。

非 
上 
場 
企 
業

連結
決算

金融機関および保険会社には IFRS が強制。
その他の会社は、法令や定款により連結財務
諸表の作成が求められているかによる。

単体
決算 保険会社は IFRS の適用が強制。

図表４　ロシア会計基準とIFRSとの主要な差異

項目 内容

減損 IFRS とは異なり、ロシア会計基準では、時価のな
い金融商品、債権、棚卸資産および非継続事業に
係る資産に対してのみ減損が規定されており、のれ
んや無形資産には適用されない（ただし、改定済み
の無形資産に係る会計基準（PBU 14/2007）では
IFRS に基づく減損テストを容認）。有形固定資産
の公正価値の減少については、再評価の会計方針
を採用した場合にのみ簿価修正が可能。

従業員
給付

IFRS では、年金だけでなく、従業員給付のすべて
の種類に対して会計処理が規定されている。従業員
給付に対する負債は法的または推定的債務に基づ
いて認識される。IFRS とは異なり、ロシア会計基
準では、従業員給付のための会計ガイダンスがなく、
一般的にすべての制度は IFRS に規定される確定拠
出制度と類似の方法により処理される。リストラま
たは非継続事業に係る場合を除き、従業員給付債
務は法的債務のみに基づいて認識される。

税効果
会計

IFRS では、一時差異とは、当該一時差異が解消す
る将来の期間において当該差額が課税または損金
算入される場合における資産および負債の税務上の
簿価と会計上の簿価との差額である。これに対して、
ロシア会計基準では、費用・収益項目の課税計算
上の認識期間と会計上の認識期間とが異なることか
ら生じる時間的差異として認識される。

リース
会計

IFRS では、リース取引に係る会計処理は、当該リー
ス資産の法的所有権ではなく、そのリース資産の所
有に伴うリスクと経済価値の負担・享受に基づいて
行われる。一方、ロシア会計基準では、リース分類は、
法的形式や契約条項により決定される。例えば、あ
るリース資産が貸手または借手のいずれの貸借対照
表に計上されるかは、当該取引の経済的な実態では
なく相互間の契約に基づき決定される。

研究開
発費

IFRS では研究費は発生時費用処理され、無形資産
が開発段階にて自己創設された場合には直接要し
た支出は資産計上される。これに対して、ロシア会
計基準では、研究と開発の区分はなく、すべての研
究開発費は資産計上される。
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（3） 会計監査制度
監査に関する連邦法において、以下のロシアの事業体は年

次法定監査を受けることが義務付けられています。

①  上場企業
②  銀行、保険等の金融機関
③  国が 25%以上を保有する会社、国有組織、国有企業
④  前会計年度の売上が 4 億ルーブル超、または前会計年度末の

貸借対照表上の総資産が 60 百万ルーブル超の会社
⑤  連結財務諸表を作成し、公表している会社
⑥  その他連邦法で監査が義務付けられている会社

日系企業の多くは上記の会計監査要件のうち、④に該当す
ることに起因して、ロシア法定監査を受けています。

Ⅲ ロシアにおける投資環境

日本企業のロシア事業進出および拡大にあたり、事業買収
および資本参画といったM&Aは1つの選択肢となります。日
本企業にとって比較的なじみが薄いと考えられるロシアにおけ
るM&Aマーケットの状況と、デューデリジェンス時のロシア
特有の事情を主として財務および税務の観点から解説します。

1. ロシア M&A マーケット概況

国有石油会社RosneftによるTNK-BP買収案件（約560億ド
ル（公表ベース。以下すべての案件情報同様））を含めた427
件、約1,400億ドル のM&Aが2012年に成立しています。当

TNK-BP買収案件はロシアのM&Aマーケット規模と比して巨
額の案件であることから、傾向を理解しやすくする目的で、以
降の説明では特に断りのない限り当案件を除外した数値を記
載します。

リーマンショックによりロシアのM&Aマーケットは大きく
冷え込みましたが、その後特に案件ベースで回復基調となっ
ており、2012年では420件を超えています。グローバルベー
スでは案件数は2010年以降減少傾向となっていることとの比
較で、現在比較的活発なM&Aマーケットであると言えます

（図表5参照）。

2. ロシア M&A マーケットの特徴

ロシアのM&Aマーケットはいくつかの特徴があり、参加者
およびインダストリーの観点から簡潔に説明します。

・  国内企業同士の M&A が中心となっています。2012 年では
案件ベースで 301 件（全体の約 71%）、金額ベースで全体の
60%を占めています。

・  国営企業によるM&A が活発です。Sberbank, VTB, 
Rosnfet および Inter RAO UES といった企業による案件が
2012 年で 41 案件あり、金額ベースで全体の 21%を占めてい
ます。

・  国外投資家によるロシアへの投資案件は、2012 年の案件ベー
スで 74 件（全体の約 17%）、金額ベースで全体の 20%を占め
ています。国別には、米国、英国、中国および日本からの投
資が比較的多く、これら 4 ヵ国で 22 件が成立しております。
2012 年の日本企業が関連する投資案件としては、公表ベース
で三井物産、日産ルノー連合および澤田ホールディングスによ

図表5　ロシアにおけるM&Aマーケット
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る投資案件がみられます。
・  伝統的に資源関係の案件が中心でしたが、通信、メディアお

よび金融といった事業の案件が増えてきております。資源関
係の投資案件は金額ベースで 2012 年 31%（2011 年：43%）
にとどまる一方、通信・メディアの投資案件が金額ベースで
19%（2011 年：13%）、金融が 19%（2011 年：15%）となって
おり、インダストリーの多様化が進んでいます（図表 6参照）。

現在ロシア政府では企業の事業環境の改善に努めています。
ヨーロッパとの比較での旺盛な消費マーケットおよび脆弱なイ
ンフラ環境が存在することから、非資源インダストリーでの案
件が拡充してきています。今後、多様なインダストリーへの日
本企業の参加が期待されます。

3.  デューデリジェンスにあたっての留意点－財務および
税務の観点から

ロシアにおいても、デューデリジェンスプロセスの必要性の
認知度が高まりつつあり、全体プロセスとしては概ね諸外国と
同様のプロセスを経ることになります。しかしながら、ロシア
では諸外国との比較で留意すべき特徴があり、これらの点の
マネジメントが重要となってきます。以下、ロシア企業を対象
としたデューデリジェンスにあたり、特に留意すべき事項を説

明します。

（1） 複雑および不透明な資本関係
ロシアにおいては、機能別、事業別および地域別に複数の

法人が設立されるなど、事業規模に比して法人数が多い傾向
がみられます。また、頻繁な資本関係の変更がみられるほか、
名目株主の存在、租税回避地の活用といった点から実質的な
オーナーの特定が難しいといった点がみられます。

このような資本関係がみられる背景としては、税務上の理
由（税務訴訟リスクの軽減、簡易課税制度の活用および節税策
等）が大きいですが、結果として事業実態の把握が難しくなっ
ている可能性があります。デューデリジェンスを通じた正確な
資本関係（名目および実体）および事業実体の把握が重要とな
ります。

（2） 租税回避目的の取引、汚職・不正等
ロシアにおけるコンプライアンスに対する意識は一般的な日

本企業と異なることがあり、法制度の解釈の幅および抜け道
を利用した行為が存在します。また、一定の範囲での有利な
取扱いを受けることを目的とした贈賄行為も存在しないとは言
えません。

税務不正行為としては、過去と比較して減少する傾向にあ
りますが、現時点においても実質的な関連当事者を通じた不

図表6　ロシアM&Aマーケットの特徴
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透明な取引（架空取引の偽装等）による支払税額の削減を図る
ことがあるほか、税務当局との間での不透明な関係がみられる
ことがあります。また、キプロスを中心としたオフショア企業
を通じたロシア企業への投資も多くみられ、税率軽減のため
の所得移転といった租税回避行為がみられることがあります。
対象会社のタックスプランニングについての慎重な調査を行う
と共に、投資後のコンプライアンス体制の見直およびこれらに
伴うコスト増（税率上昇等）を織り込んだ上での投資の意思決
定が必要となります。

（3） 財務情報の信頼性の欠如
① 財務会計

ロシア会計基準に基づき作成される財務情報は国際的な会
計基準および会計慣行に基づき作成される財務情報と異なる
可能性があります。ロシア会計基準は国際的な会計基準との
間で引き続き一致がみられない部分があります（例：減損会計
の適用等）。加えて、ロシアでは形式を重視する税務会計の影
響が強く残っており、形式主義に基づく財務会計実務が存在
します（II.3.（1）参照）。たとえば、実態は完了している取引で
あったとしても、当該取引の存在を裏付ける書類が整備され
るまで税務処理ができないことがあり、これに同調する形で財
務会計においても処理がなされないことがあります。そのた
め、実態を反映した財務情報を把握するために、追加すべき
費用の存在を確認することが重要となることがあります。

② 管理会計
前記の財務会計上の限界から、業績を把握するために管理

会計情報が用いられることがあります。管理会計情報作成前
提の正しい理解および財務会計との間の乖離について理解を
することが重要となってきます。また、財務会計においては
連結会計が必ずしも十分に浸透しておらず、管理会計情報に
おいて簡易の連結決算がなされているのみの場合があります。
対象会社は複数の法人を保有していることが多く、開示され
る連結財務情報についてはその作成前提の調査・確認が重要
となってきます。

このような留意点は、ロシアにおける特有のポイントであ
り、投資の検討にあたっては、ロシアの事情に精通した専門
家のアドバイスを受けることが重要になると考えられます。一
方で、他の新興国であっても類似の留意の状況が存在すると
考えられます。適切な調査プロセスを経ることによる実態把握
およびリスク管理が重要となる点は、他の新興国と同様です。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡下さいます
ようお願い致します。
 
KPMG ロシア
モスクワ事務所
 
シニアマネジャー　長田　洋樹
TEL: +7-495-933-2775
hirokinagata@ kpmg.ru
 
マネジャー　岩田　茂
TEL: +7-495-937-2961
shigeruiwata@ kpmg.ru
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ブラジルへの人員派遣に係る個人所得税等
KPMG ブラジル　サンパウロ事務所　

シニアマネジャー　赤澤　賢史

世界経済の牽引役であるBRICs の 1 つとして挙げられているブラジルは、豊
かな国土を背景とした鉱物資源・農産物の順調な輸出や、来年開催予定のサッ
カー・ワールドカップ、2016 年開催予定のリオデジャネイロ夏季オリンピック
を控え、近年、日本から派遣される人数も増加傾向にあります。人員派遣に伴っ
て、まず問題となるのは、その派遣者に係る個人所得税等の取扱いです。
本稿では、皆様方の理解の一助となるべく、法令の試訳をベースに、特に疑問
を持たれる部分を中心に解説しています。
皆様方が個別案件等で実務において適用される場合には、必ず税務専門家への
相談が必要です。
なお、本文中の意見は、筆者の私見であることをお断りいたします。

 

【ポイント】
◦  通常、ブラジルでの労働査証取得後初めてブラジルに入国した日の翌月末

を初回として、全世界所得の申告と納付を開始しなければならない。
◦  駐在員に対する国外源泉所得に係る個人所得税の申告・納付は毎月行われ、

暦年を単位とした年次確定申告と納付を翌年 4 月末までに行う。
◦  18 歳以上の家族を扶養者として控除するには、それら家族自身の CPF（納

税者番号）登録が必要である。
◦  海外で要した医療費や教育費が控除可能であるかどうかを税務顧問に相談

しておく必要がある。
◦  最高税率は 27.5％であり、その他、社会保険（INSS）が別途 8％～ 11％

課される。
◦  10 万米ドルを超える資産をブラジル国外に有する場合、ブラジル中央銀

行に対して、年度末の当該資産の状況等を翌年 4 月頃までに報告しなけれ
ばならない。
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Ⅰ はじめに

ブラジルの個人所得税は、連邦憲法第153条第Ⅲ号および国
家租税法である第5,172/1966号第43条および44条をその根拠
として、具体的には法令第3,000/1999号第1巻（第2条から第
145条まで。相続税の一部も規定。以下「所得税法」という）
および規範的指針等の追加的な規定で定められている連邦税
です。

ブラジルの個人所得税は、その構造自体、他国の制度と比
べて決して複雑ではありませんが、頻繁な法令改正やその解
説等がほぼポルトガル語のみである点、さらに高額な罰金等
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が伴う点等で、日本企業の担当者にとって悩ましいものとなっ
ています。

本稿では、ブラジルの個人所得税について、納税義務者
（Ⅱ）、課税総所得（Ⅲ）、免税・非課税所得項目（Ⅳ）、課税
所得の控除項目（Ⅴ）、申告方法（Ⅵ）、計算方法（Ⅶ）、税率

（Ⅷ）、更正・罰金・遅延利息（Ⅸ）および実務上の考察（Ⅹ）
について解説します。なお、相続関連、事業所得および農牧
畜業従事者（Atividade Rural）の規定については解説を省略し
ます。

Ⅱ 納税義務者

ブラジルの所得税法第1条では、いかなる所得や利益につい
ても、同法の規定に準拠して個人所得税が課され、調査され
ると定められています。その課税の方法は、ブラジル居住者
と非居住者とに大別されます。

1. ブラジル居住者・非居住者の定義

ブラジルの所得税法では、その納税義務者として、まず、
ブラジル居住者と非居住者に分けて定義しています。

・ ブラジル居住者（所得税法第 2 条）
  国籍、性別、年齢、婚姻状況および職業を問わず、利潤または

資本利得を含む、いかなる性質の収入または利益に係る法的ま
たは経済的な使用権を有したブラジルに居住する自然人は、個
人所得税の納税者となる（同条本文）。また、有効な法令に従っ
て所有している資産から得た収益を受領した個人も同様となる

（同条第 1 項）。
  なお、所得税法第 85 条に規定されている計算方法（ブラジル

レアルでの計算、暦年かつ総額基準）によって損失が認められ
ない場合に、受領した収益や資本利得に従って納税することと
なる（同条第 2 項）。

・ ブラジル非居住者（所得税法第 3 条）
  ブラジル以外の国に居住しているまたはそれと同等の状況にあ

る者により、国内で受領されたいかなる性質の収入または利益
は、同法 22 条第 1 項および 682 条により、源泉徴収税（同
法第Ⅲ巻、第 620 条から786 条）の規定に応じて課税される。

すなわち、非居住者の所得はすべて源泉徴収税として課税
され、源泉徴収後の所得で受領することとなりますが、居住
者は原則として年次確定申告が必要となります。

2. ブラジル居住者となる事象

ブラジルの居住者となる事象は、所得税法第18条から21条
および規範的指針第208/2002号第2条において定められ、主
に派遣される方のビザの種類によります。

①  永住査証（所得税法第 18 条）
  到着日（査証取得後最初の入国日）から、ブラジル居住者となる。
②  一時滞在査証（所得税法第 19 条）
  雇用契約の有無で以下のような違いがある。ただし、資本利得

や金融所得については、ブラジル入国日からブラジル居住者と
同様に取り扱われる（同条第 2 号）。

 ・ ブラジル居住者と雇用関係がある場合（同条本文第 1 号）
   到着日（査証取得後最初の入国日）から、ブラジル居住者と

なる。
 ・ ブラジル居住者と雇用関係がない場合（同条本文第 2 号）
   直近 12 ヵ月の間に、連続しているか否かにかかわらず、累計

して 183 日以上ブラジルに滞在した場合には、到着日にかか
わらず、184日目からブラジル居住者となる。なお、この場合に、
非居住者期間である183 日もしくは永住査証取得日のどちら
か早い日までの期間に係るブラジル国内所得は、源泉徴収税
の規定で取り扱われる（同条第 1 項）。通常、日本法人とブラ
ジル法人とが交わした技術援助契約等に基づいて当該日本法
人の従業員が派遣されるような場合に当てはまる。

③   ブラジル国籍者
  恒久的な形での帰国の場合の到着日。

ここで、居住者となった月のブラジル国外で受領した給与
の取扱いですが、ブラジルの個人所得税は支払者からの支払
がなされた月に課税される、いわゆる現金主義であり（規範的
指針第208/2002号第16条）、たとえば当該給与支給後その月
の月末までに居住者となった場合には、その月の日割計算およ
び納税をする必要がない代わりに、当該給与支給前に居住者
となった場合には、支給額全額課税対象となって納税義務が
発生することにご留意ください。

3. ブラジル居住者ではなくなる事象

ブラジルの居住者ではなくなる事象は、所得税法第16条お
よび17条、および、規範的指針第208/2002号第3条において、
前記2に定める事象が消滅し、かつ、恒久的な形で出国した場
合、最終出国申告を提出している際には、出国日にブラジルの
居住者ではなくなると定められています。

ブラジルの居住者が、恒久的な形でブラジルから出国する
場合、過年度の収入に関する申告の他に、出国する年の1月1
日から、同法855条（最終出国申告）に従い同法第879条本文
第Ⅰ号の連邦税課税免除証明書が必要となる日までの期間に
受領した収益や資本利得に関する、最終出国申告の提出が必
要となります（同法第16条本文）。

ブラジルを一時的に離れ最終出国申告を提出しない方は、そ
の収入についてブラジル居住者と同様に課税されますが、出国
後の最初の12 ヵ月間は居住者として、13 ヵ月目からは、非居
住者として取り扱われます（同条第3項）。ただし、その12 ヵ
月間は連続してブラジルに入国しない必要があり、もし入国 
すると、入国時からまた12 ヵ月数え直す点にご留意ください。

なお、同じ暦年中に、ブラジルの居住者となった後に、恒
久的な形で出国する場合にも、最終出国申告は必要です（同法
第20条）。
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4.  納税者番号（CPF-Cadastro de Pessoas Físicas）に
ついて

ブラジル国内で、以下に該当する活動を行う自然人は、CPF
の取得が必要です（同法33条、規範的指針第1,042/2010号第
3条）。

①  個人所得税年次確定申告（DIRFP;Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica）を提出する者

②  相続財産承継者等
③  収入に対する源泉徴収税の割引を受けるまたは税金支払義務を

有する者
④  従事者が周知され、雇用関係もないが、専門家の管理団体にお

いてその活動が登録されている自由業者
⑤  不動産の賃貸者
⑥  不動産に対する物的担保の設定も含む、不動産取引の参加者
⑦  源泉徴収税が必要となる者
⑧  銀行口座、定期預金および金融商品口座の所有者
⑨  有価証券、商品、先物およびそれらと同等の商品を市場で取引

する者
⑩  個人支払者または INSS（社会保険）の各種の年金受給資格の

申請人として登録する者
⑪  DIRFP で扶養家族（配偶者も含む）として扱われる１８歳以上

の家族
⑫  非居住者で、ブラジル国内に以下のいずれかの公的登録された

資産を持っている者
  a）不動産、b) 車輌、c) 船舶、d) 航空機、e) 法人持分、f) 銀

行普通預金口座、g) 金融市場投資、h) 資本市場投資

CPF登録の義務は、ブラジル連邦歳入庁の制定した規定に
従い、ブラジル国内に財や権利（企業への出資や、金融および
資本市場への投資を含む）を有する海外居住者である自然人に
も及びます（同法同条第１項）。なお、CPFの登録が必要では
ない個人も、その登録を申請することができます（同法同条第
2項）。

CPFに関する詳細な規定については、同規範的指針に定め
られています。

Ⅲ 課税総所得

ブラジルの個人所得税における課税総所得は、資本、労働
およびそれら両者で構成された収益、現金で受領した食料手
当および年金、いかなる性質の利益、および、申告済収入に
対応していない認識された資産の増加、のすべてで構成され
ます（同法第37条本文）。通常、ブラジルで支給される給与所
得は、源泉徴収税の対象となります。

なお、共有資産から生じた所得を有する者は、その状況に
ついて詳細に申告する必要があります（同条単項）。

その課税は、税の発生要因としての所得の名称、名義や権
利、場所、源泉国やその法的状況、収入を生じた財の源泉ま
たは収入および利益の受領形態等、納税者にとって、どんな
形態や名義の収益であるかを問いません（同法第38条本文）。

駐在員個人の総所得で考えられる項目は、事業所得等を除
くと、給与所得のほかに、以下、1および2の形式があります。

1. 源泉分離課税項目

図表1の項目等は、源泉分離課税とされます。

図表1　源泉分離課税項目

主な項目 概要

コンクール、くじ引き
などによる賞品

賞品やサービスを受領した場合には、
受領した物品等を市場価額で評価
し20％の税率で源泉分離課税される

（法令第3,000/1999 号第677条）。

宝くじの賞金 30％の税率で源泉分離課税される
（同法第 676 条）。

コンクール、くじ引き
などによる賞金

30％の税率で源泉分離課税される
（同法第 676、678 条）。

利子配当に伴う支払 ブラジル法人税法特有の制度である
利子配当（財務的には配当の性質を
有するが、法人税上損金算入可能）
は、15％の税率で源泉分離課税され
る（同法第 668 条）。

業績連動型報酬 Ⅲ 3（図表 3）参照

図表2　分離課税項目

主な項目 概要

金融・資本市場取引
から生じる所得

規範的指針第 1,022/2010 号に定められる、株式市場、商品市場、先物市場等、デイ・トレード等の投機的な
市場取引から生じる所得には 15%、17.5%、20%および 22.5% （投資の期間および種類によって異なる）の個
人所得税が課され、納税義務者は当該利益が生じた翌月の最終日までに支払わなければならない。

キャピタル・ゲイン 同法 117 条から143 条に定められた、第三者に対する財産または権利の売却、交換、競売、収用、代物弁済・
委任・売買予約等の取引により実現した利益をいう。また、金融商品や為替商品等の償還や解約で発生したものや、
相続した財産等も含む。
通常これらの利益には 15%の課税がされる ( 同法第 142 条 )。キャピタル・ゲインに係る税金の支払期限は、当
該キャピタル・ゲインに係る取引の翌月末となる（同法第 143 条）。
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2. 分離課税項目

図表2の項目等は分離課税とされ、他の所得とは別に申告・
納付が必要です。なお、非居住者が図表2の所得を得た場合に
は、居住者と同様の扱いとなる可能性がある点にご留意くだ
さい。

3. 留意事項

なお、給与所得およびその他の収入について、図表3のよう
な留意点があります。

Ⅳ 免税・非課税所得項目

所得税法第39条および規範的指針第15/2001号第5条にお
いて免税・非課税所得の項目を定めています。主要な項目は
図表4のとおりです。

なお、2013年コンフェデレーションズ・カップおよび2014
年ワールド・カップに関係する人員の個人所得税に対しては、
所定の免税措置があります（法律12,350/2010号第10条、11
条、法令7,578/2011号、規範的指針1,289/2012号）。

Ⅴ 課税所得の控除項目

所得税法第73条から82条にかけて、課税所得の控除項目を
定めており、73条では通則規定、74条から79条までは月次で
の調整（源泉徴収税等での調整）による控除項目、80条から
82条にかけては年次申告時の調整による控除項目に分けて定
めています。図表5、6、7は主な控除項目の概要です。特に、
扶養控除、医療費控除および教育費控除については、控除が
可能であるか否かを含め、事前に検討しておくことが望まれ 
ます。

図表3　給与所得およびその他の収入の留意事項

留意点

給与所得 ・  業績連動型報酬・・・暫定措置第 597/2012 号により、従業員に対してなされた利益分配としての業績連動型報酬につ
いては、他の収入とは合算せずに源泉分離課税扱いとされる。下表はその累進課税表（法律第 10,101/2000 号付表）。

利益分配額 (R $) 税率 控除額 (R $)

0.00 以上 6,000.00 0.0% -

6,000.01 以上 9,000.00 7.5% 450.00

9,000.01 以上 12,000.00 15% 1,125.00

12,000.01 以上 15,000.00 22.5% 2,025.00

15,000.00 超 27.5% 2,775.00

・  フリンジ・ベネフィット
  間接給与の名目でのスーパー・マーケットやクレジット・カードでの支出、学校、クラブや団体等への年間料金の支払等、

会社によって与えられる恩典や便宜および費用肩代わりを含む、報酬の性質を有するすべての支出について、他の給与と
合わせて源泉徴収税の対象として計算される。

  また、不動産の賃貸料や私的利用時における個人の交通に利用される車両の維持費、保守費、燃料費、減価償却費およ
び各々の通貨価値修正、リースまたはレンタルの価値も含めて、これらに支払われたまたは負担した費用についても同様
に受益者の間接給与として報酬に合算される（法律第 8,383/1991 号第 74 条、法令第 3,000/1999 号第 622 条）。

  もし、受益者が特定できない場合には、法人に対して 35％の税率により所得の修正がなされる（法律第 8,981/1995 号
第 61 条本文）。

・  現物給与
  動産または不動産、約束手形、信用または譲渡可能な証券等でなされた支払は、課税所得とされるが、認識時の貨幣価

値での評価額をもって、カルネ・レオン（本稿Ⅵ.2 参照）を用いて月次で評価されます（法律第 7,713/1988 号第 3 条
第 4 項、法令第 3,000/1999 号第 994 条）。もし、雇用関係にない個人が受領する場合には源泉徴収されるとともに、
法人によるまたは雇用関係にある個人に対する支払の場合には、その分年次申告時に修正することとなる。

その他 ・  旧従業員に対する FGTS（勤続期間保障基金）の支払
  FGTS の規定により、貯蓄部分、利息部分、通貨価値修正部分および罰金について、限度額までは免税扱いとなる（法律

第 7,713/1988 号第 6 条第 5 号、法律第 8,036/1990 号第 28 条、所得税法第 39 条第 20 号）。
・  会社の清算配当
  清算配当については、法人に対する配当金支払と同様の規定（源泉徴収税）に従って取り扱われる（法律第 9,430/1996

号第 60 条、法令第 3,000/1999 号第 146 条第 2 号）。
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図表4　免税・非課税所得項目

主な項目 概要

食費・交通費・ 
被服手当

雇用者から従業員に対して無償支給された、または市場価格との差額を補填された場合の、食費、交通費、制服
または専用の作業服等の被服費に関する受取手当

出張日当 海外も含む当人の業務の本拠地ではない場所において役務を提供するための、もっぱら食費や宿泊費の支払に向
けられる、あらかじめ決められた出張日当

転勤手当 納税者により証拠書類が揃えられた、本人および家族の転勤に伴う交通費や引越荷物の運賃等の補填手当で、合
理的期間中における1 回のみの支払

労働災害手当 業務上の災害に対する補償手当

重病による年金収入 労務中の災害によって引き起こされた、結核、精神異常、多発性硬化症、悪性腫瘍、失明、ハンセン病、神経麻
痺による後遺障害および労働能力喪失、重度心臓障害、パーキンソン病、硬直性脊椎炎、重度腎臓障害、進行し
たページェット病（骨変形）、放射能汚染、AIDS、嚢胞性線維症に関して、その職業病の保有者が受領した年金
または退職金収入

失業保険・ 
各種補助等

連邦、州または連邦直轄区、市政府の公的福祉制度または民間福祉団体によって支払われた、失業保険、出産給付、
疾病給付、死亡給付、災害給付の収入

労働契約および 
FGTS 解消による 
補償

労働契約の解除または退職により、労働法または集団労働訴訟および労働裁判所によって認可された労働者協約
によって保証された限度額まで、同様に、FGTS（勤続期間保障基金）の法令に従った預金、利息および関係する
口座の通貨価値修正に関して、従業員または取締役、および、それらの扶養家族もしくは相続人が受領した総額
まで支払われた、労働契約解除予告手当および補償

PIS および PASEP PIS（社会統合基金。民間財形計画）および PASEP（公務員財形計画）による預金、利息、通貨価値修正およ
び個人口座の契約者持分に係る債務の総額

傷害補償金 恩典の継続的な支払がなされる場合を除く、裁判での判決による限度額までの、事故による重度障害、事故後遺
障害または死亡等の身体的な被害に対する補償金

生命保険等の 
受領・解約 被保険者の死亡により支払われた保険金または貯蓄、および、解約を含むあらゆるケースにおける保険料の返還

保険による物件補償 保険対象物件の損害、窃盗または強盗により受領した補償

利益配当 ・  1993 年度の暦年決算において実質利益法により計算された、ブラジル居住者である自然人に対して支払われた
または未払計上された利益または配当

・  出資社員または個人企業オーナーが実際に受領した、または、利益に関して契約条項が存在する場合における、
法人税控除後で推定利益の合計額に至るまでの 1993 年および 1994 年の暦年度に計算された、出資比率に
応じた利益

・  推定利益法によって課税された法人所得税額を超えず、対応する税金が控除された後の、出資社員、株主、個
人企業所有者に対して実際に支払われた利益または配当

・  実質利益法、推定利益法または裁定利益法により課税された法人により支払われたまたは未払計上された、
1996 年 1月以降に計算された利益または配当

貯蓄預金収入 貯蓄預金（Cadernetas de Poupança）から生じた収入

抵当証券利息 抵当証券から生じた利息

年金収入 65 歳以上の方がブラジルの国、州または連邦直轄区、市、公社等から受領する年金のうち、本稿Ⅴに記載した限
度額までの収入

小額資産譲渡益 単一または同種の資産または権利の 1ヵ月間に実現した譲渡額が 2 万レアル以下の場合の譲渡益（売却収入総額）

小額不動産譲渡益 納税者が保有する唯一の不動産で、譲渡価額が 44 万レアル未満、かつ、直近 5 年以内に他の不動産譲渡を行っ
ていない場合の譲渡益（売却収入総額）

親族間等不動産 
賃貸収入 所有者による占有、または、配偶者または一親等以内の親族に無償で建物を賃貸している場合の賃貸収入

贈与・相続 贈与または相続で承継した財または権利の価値。相続の場合は相続または遺留分の生前贈与を含む
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図表5　主な課税所得の控除項目１（社会保険料、扶養控除、年金収入）

主な項目 概要

公的社会保険料
（月次）

連邦、州または連邦直轄区、および市に対する社会保険料。なお、上限はない。

私的年金保険料
（月次）

年間課税所得の 12％を限度とした、ブラジル国内の民間社会福祉団体への年金保険料

扶養控除
（月次）

扶養控除については、配偶者もしくは同居人の任意のどちらか一方のみが控除可能であり、また、被扶養者の居住地
は国内・外を問わない。なお、被扶養者 1人当たりの月次（年次）控除限度額は 2013 年度が 171.97（2,063.64）
レアル、2014 年度が 179.71（2,156.52）レアルとなる（法律第 12,469/2011 号）。
被扶養者となる方は、以下に該当する方になるが、本稿Ⅱ．4 ⑪に記載のとおり、18 歳以上の扶養家族の場合 CPF
が必要となる。
 i.  配偶者
 ii.  5 年超の同居もしくは子女をもうけた同居人（同性愛者も含む）
 iii.  21才以下※または心身が労務不能な全年齢の実子または継子
 iv.  24才以下※で大学学士課程相当（ensino superior ou escola técnica de segundo grau）に通っている実子また

は継子
 v.  配偶者と離婚後に判決または法的承認を経て納税者が扶養義務を有するⅲおよびⅳの実子
 vi.  21才以下※で納税者が養育、教育し法的扶養義務を有する者（以下「養護に欠ける児童」という）
 vii.  その父母の支援がなく、納税者が法的扶養義務を有している 21才以下※または心身が労務不能な全年齢の兄妹、

孫、ひ孫
 viii.  その父母の支援がなく、納税者が法的扶養義務を有していた 21才以上 24才以下※の大学学士課程相当に通っ

ている兄妹、孫、ひ孫
 ix.  課税・非課税にかかわらず年収 20,529.36(2013)、 21,453.24(2014) レアル以下の父母、祖父母、曾祖父母
 x.  納税者が後見人または財産管理人を務める完全行為無能力者
※ 申告基準日（12 月 31日）現在の満年齢

離婚扶養料
（月次）

判決または法的承認を経たブラジル家族法に従い支払った（仮払も含め）離婚扶養料。ブラジル国外での判決等の場
合は、上級司法裁判所（STJ:Superior Tribunal de Justiça）の承認が必要となる。なお、上限はない。

65 才超の 
年金収入

（月次）

月次を基礎とした税金計算では、納税者が 65 才になった月から、連邦、州または連邦直轄区、および市の公的社会
保険、いかなるブラジル国内の法人や民間社会福祉団体からの受取、未払報酬または退職に由来した資金振替、年金
または恩給による収入部分について、免税になる。なお、月次控除限度額は 2013 年度が 1,710.78 レアル、2014
年度が 1,787.77 レアルとなる（法律第 12,469/2011 号）。

図表6　主な課税所得の控除項目２（医療費控除）

主な項目 概要

医療費控除
（年次）

確定申告において、暦年中に納税者およびその被扶養者に対して実現した、医師、歯科医師、心理療法士、物理療法士、
言語療法士、作業療法士および病院への支払や、臨床検査、放射線治療、人工補整器および義肢・装具および義歯
に要する費用も同様に控除することができる。上限はない。なお、心身の健康の回復と維持、予防を目的とした形成
外科も含むが、シリコンによる整形手術は、医師が精神的な回復のために必要と認めて診断書がある場合に限る。
・  付添人に係る費用・・・付添人が利用したベッドの費用は控除できない。
・  DNA 検査・・・父性を検査するための DNA 検査は控除できない。
・  自宅入院・・・医療機関が発行した請求書に含まれている場合のみ控除できる。
・  義肢・装具・・・義足・義手、車椅子、歩行補助具、足底装具およびその他すべての背骨矯正、身体の一部また

は関節の欠陥を補正する整形外科用具となる。
・  ペースメーカー・・・医療機関または専門家による請求書が必要となる。
・  ネジ・プレート・・・整形外科または歯科手術で使用したネジ・プレートは、医療機関または専門家による請求書

に含まれていれば控除可能となる。
・  義歯・・・入れ歯、歯冠、ブリッジ等、歯の代わりとなる用具となる。
・  歯科矯正用具・・・専門家による請求書が必要となる。
・  眼内レンズ・・・外科手術費用の一部としてみなされ、医療機関または専門家による請求書が必要となる。
・  輸血および臨床検査・・・法的に認められたプロフェッショナル（医師・歯科医師）またはそれらによって設立され

た会社によって実施されていることが必要となる。
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図表6　主な課税所得の控除項目２（医療費控除）つづき

主な項目 概要

医療費控除
（年次）つづき

・  介護福祉士、マッサージ師、看護師・・・医療機関により発行された請求書に含まれることと、納税者またはその
扶養家族の入院のために要していることが必要となる。

・  医療保険・・・医療保険（Plano de Saúde）に参加している月次の、納税者本人またはその扶養家族の医療費を
対象とした支払であれば、控除可能となる。

・  薬・・・医療機関または専門家による請求書に含まれていない限り、控除できない。
・  交通費・・・控除できない。
・  海外診療費・・・証明されていれば可能となる。

図表7　主な課税所得の控除項目３（教育費控除、弁護士・訴訟費用）

主な項目 概要

教育費控除
（年次）

確定申告において、納税者またはその被扶養者が学ぶために教育機関に支払った就学前教育、初等教育、中等教育
（日本の中学から高校までを含む）、高等教育（大学学部、修士・博士課程を含む）、および専門または職業教育に係
る授業料について、控除することができる。なお、納税者または扶養者 1人当たりの年次控除限度額は 2013 年度が
3,230.46 レアル、2014 年度が 3,375.83 レアル（法律第 12,469/2011 号）。
・  授業料の範囲・・・月間または年間授業料をいい、制服、交通費、教材費、計算機やコンピューターの購入費等

は含まれない。
・  幼児教育・・・0 歳児から 6 才児までを対象とした、基礎段階の義務教育に先立って行われる、児童教育に要した

費用を含む、保育園および類似の施設や幼稚園で提供されるもの。
・  専門教育・・・高等教育（大学・大学院）終了後になされ、教育機関の条件に該当するもの。たとえば、大学院の

Lato Sensu(MBA 等の社会人大学院課程のようなものであり、ブラジル教育省の定義では最低 360 時間の課程が
必要となるが、必ずしも修士学位や博士学位の取得を目指すものではない )。

・  職業教育・・・職業教育とは、以下の 2 つのレベルを含んでいる。
  i -  Técnico（専修学校の専門課程に対応）・・・一定の学歴があるか中等教育を修了し、11 年の基礎的教育を受

けた学生が専門的資格を与えることを目的とした教育課程
 ii -  tecnológico（高等専門学校に対応）・・・中等教育または専修学校の専門課程を修了することを目的とし、科

学技術分野の高度なレベルに対応した教育課程
・  実子および継子・・・実子および継子の教育費は、彼らが 21 才以下、または、高等教育課程もしくは職業教育課

程の第 2 レベルにある場合には 24 歳以下までにかかる教育費が控除対象となる。なお、彼らに収入がある場合に
は、納税者の年次確定申告の際に加算することとなる。

・  離婚前の教育費・・・離婚後に実子および継子の養育義務を有しなくなる場合には、離婚前の期間に要した教育
費についてのみ年次控除額まで控除できる。

・  孫、ひ孫、兄弟、従兄弟、甥姪・・・孫、ひ孫および兄弟については、それらの親が教育費の負担に耐えられな
い事情があり、21 歳以下で養育義務を有し被扶養者となっている、または、年齢に関係なく仕事に対して心身に障
害を有し、納税者の被扶養者となっている場合にのみ教育費の控除が認められる。なお、それらが２１歳以上 24
歳未満で、高等教育課程もしくは職業教育課程の第 2 レベルにある場合には、21 歳まで養育義務を有していた場
合に控除できる。従兄弟または甥姪については、それらが 21 歳以下の「養護に欠ける児童」であり、納税者が養育
義務を有する場合にのみ控除が認められる。

・  養護に欠ける児童・・・それらが 21 才以下かつ納税者が養育義務を有する場合には、それらに対する教育費は、
控除できる。

・  裁判所の宣告・・・裁判所の宣告に基づく教育費の支払については、年次控除額まで控除が認められる。
・  修士・博士課程進学選考の論文のための費用・・・これらに関して要した費用の控除は認められない。
・  百科事典、書籍、刊行物、専門書・・・これらの取得費用の控除は認められない。
・  入試予備校費用、語学、音楽、ダンス、スポーツおよび裁縫教室費用、PTA 費用・・・これらに関して要した費

用の控除は認められない。
・  海外で支払われた被扶養者の教育費・・・あくまで、前述の各課程に準じた通常の教育課程に従い、法的に認め

られた文書に従って証明された費用のみ控除が認められる。なお、外貨で支払われた教育費の換算については、所
定の換算方法でブラジルレアルに換算された後に控除される。

・  国内または海外留学費用・・・これらに関して要した費用の控除は認められない。
・  教育ローンの支払・・・あくまでこれらは借入金の返済であり、教育費以外にこれらに関して要した利息等、費用の

控除は認められない。

弁護士・ 
訴訟費用 

（年次）

ブラジルでの離婚訴訟等の判決によって収入が生じた場合には、当該宣告があった年度に支払われたブラジルでの弁
護士・訴訟費用等について、確定申告において控除可能となる。
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Ⅵ 申告方法

以下に述べる年次確定申告義務者は、その年間総所得、所
得控除および税額控除項目等について、オンラインで申告す
るとともに、不足金額の納付を翌年4月最終営業日までに済ま
せなければなりません。また、国外で稼得している所得につ
いては、後述するカルネ・レオンという制度により、毎月申
告・納税しなければなりません。

1. 年次確定申告の義務について

2012年度の個人所得税に関し、2013年4月末までに確定申
告をする必要があったのは、以下の条件に該当する方々です

（規範的指針第1,333/2013号第2条（2013年2月18日公布））。

①  年間課税所得合計が 24,556.65 レアル超の者
②  免税、非課税および源泉分離課税所得合計が 4 万レアル超の

者
③  資産譲渡によるキャピタル・ゲイン、課税要因となる株式、コ

モディティ商品、先物等の取引を行った者
④  2012 年 12 月末現在で、更地も含め、30 万レアル超の財産を

有する者
⑤  その年にブラジル居住者となった者
⑥  居住用不動産の買換特例（180 日以内の取引による免税措置）

を利用した者

2. カルネ・レオン（Carnê-Leão）について

ブラジルでは、以下に該当する所得を有している居住者は、
所得等を受領した翌月末にカルネ・レオンと呼ばれる月次国外
等所得申告を提出するとともに、計算された前払税額をDARF 

（Documento de Arrecadação de Receitas Federais、納付書）に 
よって納付しなければなりません（規範的指針第15/2001号第
21条）。

①  ブラジル国内源泉所得が課税されていない、個人から受領する
所得

②  ブラジル国外を源泉とした所得またはその他の経済価値
③  司法機関の補助者（公証人、書記等）の受取報酬等
④  ブラジル法の判断に基づく扶養手当の現金収入
⑤  ブラジル居住者が受領した、大使館等へのサービス提供による

収入
⑥  貨物運送収入、および、トラクター、土木作業機械および収穫

用機械等によるサービス収入
⑦  旅客運送収入

すなわち、日本等ブラジル国外で給与、賞与や留守宅手当
等を受領した場合には、カルネ・レオンおよびDARFによっ

て、その月に受領した他のブラジル国外所得等と合算して、
所定の換算方法でブラジルレアルに換算されて、月次所得源
泉税率表に基づき、翌月末の最終営業日まで申告・納付しな
ければなりません。この場合、ブラジル国内源泉所得は源泉
所得税の規定に従って処理されるため、カルネ・レオンでは合
算して申告されずに、年末の確定申告の際に、期中の換算を
修正することなく合算調整されます（規範的指針第208/2002
号第16条）。

3. 夫婦等の合算申告

その他、ブラジルの個人所得税では、夫婦や5年超同棲して
いるパートナー等については、合算して申告することも選択
できます（所得税法第8条、法律第8,971/1994号及びPGFN/
CAT第1,503/2010号）。

4. ブラジル中央銀行申告

税務上のブラジル居住者で、12月31日現在におけるブラジ
ル国外に保有する資産等の市場価値合計が10万米ドルを超え
る方は、この報告を提出する必要があります（2001年11月29
日決議第2911号）。

これは、原則として、すべてのブラジル国外の資産を含まな
ければならず、年次で提出することとなります。当報告は、課
税対象となる暦年の翌年４月５日まで（毎年変わる）に提出す
る必要があります。また、資産が報告されていないケースの
場合、最大25万レアルを限度とした罰金が科されることとさ
れています。

留意すべき点として、このブラジル中央銀行に対する報告
は情報提供目的に過ぎず、課税徴収の性質を持たない報告に
よっていかなる追加的な税金支払義務を引き起こすこともない
とされていますが、当該情報は、税務当局により、正味保有
資産の増加が所得税申告書で申告されている所得を裏付けて
いるかどうかについて確かめることに、利用されるおそれもあ
ります。

Ⅶ 計算方法

年次確定申告を行うにあたっては、総所得のうち、前述Ⅲ
の源泉分離課税項目および分離課税項目を除いた後、前述Ⅴ
の課税所得控除項目もしくは後述する簡易控除申告による控
除額を控除した後の所得額に対して税率を乗じ、さらに税額
控除および源泉徴収やカルネ・レオンによる前払税額を控除
して、最終納付（還付）額を計算します。
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1. 簡易控除申告

すべての納税者は、ここで述べている原則的な所得控除等
の計算に代わって、簡易控除申告制度（Desconto Sinplificado）
を選択することができます。この制度は、年間15,197.02（2013
年）、15,880.89（2014年）レアルを上限として、課税所得の
20％を所得控除項目として取り扱うものですが、海外での納
税額の控除や各種税額控除の利用はできなくなります。また、
申告期間を過ぎた後に申告方法を変更することはできません。

2. 税額控除

所得税法第90条から102条にかけて、税額の控除項目を定
めており、図表8は主な税額控除項目です。これらも、納付す
べき所得税額から控除することが認められます。

特に、図表8のⅠからⅤまでの項目の合計額は、年間要納税
額として計算された金額の6％、図表8のⅦおよびⅧはそれぞ
れ1％を上限として控除することができます。また、図表8の
Ⅵの項目については、年間要納税額からⅥを除いた他の控除
額を除いた額以下であり、かつ、毎月の上限が法定最低給与
額の12％と定められています（例‐2013年度、月81.36レア
ル）。

3. INSS（社会保険）従業員負担分

参考までに、社会保険に関する従業員の負担金は、特定の
累進表に基づき、雇用主よりも低い負担率（8％～ 11％）で
拠出され、毎月雇用主による源泉徴収手続を経て納付されま
す。たとえば、月に4,159.00レアル以上の給与を受け取る従業
員等が支払う毎月のINSSは、給与金額の11％を限度とします

（MPS/MF命令第15/2013号）。

図表8　主な税額控除項目

主な項目 概要

Ⅰ.  青少年保護基金 連邦、州または連邦直轄区、および市
が監督する青少年保護基金への寄付

Ⅱ.  老齢者基金 連邦、州または市が運営する老齢者基金
への寄付

Ⅲ.  文化振興 国立文化基金（FNC）を通じた、ブラジ
ルの伝統文化を保護することを主な目的
とした文化振興への寄付

Ⅳ.  映画活動振興 ブラジルでの映画活動に対する投資等

Ⅴ.  スポーツ振興 スポーツ省によって事前に承認されたス
ポーツ事業に対する寄付等

Ⅵ.  家事ヘルパーの
社会保険料

家事ヘルパーとして雇用している者に対
する雇用主負担分の社会保険料の一定
額までの控除が認められる

Ⅶ.  障害者の健康の
ための国家 
プログラム

Pronas-PCD と呼ばれるプログラムへの
寄付等

Ⅷ.  がん患者等への
国家プログラム

Prononと呼ばれるプログラムへの寄付等

図表9　2013年度および2014年度の月次および年次（カッコ内）の所得税

（2013 年度）

所得－下限
　　　　　　　　	（レアル）

所得	–	上限	
　　　　　　　　　（レアル）

税率
　	（％）

控除可能金額
　　　　　　 	（レアル）

　　　　　　　 0.00 1,710.78 (20,529.36) 0.00％    　　　　　0.00

1,710.79 (20,529.37） 2,563.91 (30,766.92) 7.50％ 128.31 (1,539.70)

2,563.92 (30,766.93） 3,418.59 (41,023.08) 15.00％ 320.60 (3,847.22)

3,418.60 (41,023.09） 4,271.59 (51,259.08) 22.50％ 577.00 (6,923.95)

4,271.60 (51,259.09） − 27.50％ 790.58 (9,486.91)

（2014 年度）

所得－下限
　　　　　　　　	（レアル）

所得	–	上限	
　　　　　　　　　（レアル）

税率
　	（％）

控除可能金額
　　　　　　 	（レアル）

　　　　　　　 0.00 1,787.77 (21,453.24) 0.00％    　　　　　0.00

1,787.78 (21,453.25） 2,679.29 (32,151.48) 7.50％ 134.08 (1,608.99)

2,679.30 (32,151.49） 3,572.43 (42,869.16) 15.00％ 335.03 (4,020.35)

3,572.44 (42,869.17） 4,463.81 (53,565.72) 22.50％ 602.96 (7,235.54)

4,463.82 (53,565.73） − 27.50％ 826.15 (9,913.83)
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Ⅷ 税率

2013年度および2014年度の月次および年次の所得税は、
図表9の税率で源泉徴収および申告納付されます（法律第
12,469/2011号第1条およびブラジル財務省HP）。

Ⅸ 更正・罰金・遅延利息

1. 更正

ブラジル税制上、納税者は直近5年分の更正を請求する権利
がありますが、法令第3,000/1999号第898条の定めにより、申
告書提出日から数えて5年間は請求できることになります。な
お、後述の延滞金の対象にはなりません。

2. 罰金・遅延利息

納税申告義務を有する者が期限後に申告、または無申告で
あった場合には、以下の計算式で、罰金を支払うこととなりま
す（法令第3,000/1999号第963条）。

・  年間要納税額の 20％を最高限度額、165.74 レアルを最低限
度額として、毎月あたり当該金額の 1％分

・  要追加納税額がない場合には、165.74 レアル

また、支払期限日を過ぎて納税した場合には、要納税額
の20％を最高限度額として、納付期限日の翌日から1日あた
り要納税額の0.33％の罰金を支払うこととなります（法令第
3,000/1999号第950条）。

さらに、上記の罰金とは別に、遅延利息として要支払月の
翌月から毎月要納税額にSELIC（ブラジル政府政策金利）金利
を乗じて計算された遅延利息を支払う必要があります。なお、
最終月は常に要納税額の1％で計算されます（法令第3,000/1999
号第953条）。最高で8回まで可能な分割払の際も同様の金利
が適用されます（法律第9,250/1995号第14条）。

Ⅹ 実務上の考察

1. 実務手続の流れ

まず、Ⅵ. ２.で述べたとおり、駐在者がビザ取得後に最初

に入国した月から申告義務が生じ、入国した月の翌月末には、
納税義務が生じます。また、Ⅵ.1.に述べたとおり、ブラジル
居住者となった最初の年は、年次申告義務もあり、月次申告
調整情報等も必要となりますので、CPF取得後、速やかにブ
ラジルでの税務顧問にご相談することをお勧めします。また、
その後は、年次申告時の情報アップデートだけではなく、扶
養家族の変更や投資資産の異動等があった場合にも同様です。
帰任される際の最終出国前にも、特にブラジル子会社の代表
者として赴任されている方の手続は、定款変更手続等も伴い
ますので、なるべく早めに相談されることをお勧めします。

なお、ブラジル国外にいる扶養家族のCPFを取ることも可
能ですが、ブラジル大使館での公証手続等が必要となります
ので、ご本人が赴任される前にご相談されることをおすすめ
します。

2.  ブラジル国外で雇用されたブラジル国籍者の 
ブラジルへの派遣によるリスク

ブラジルのビザを取得するのは時間や費用がかかり、ビジ
ネスのスムーズな展開を阻害する要因にもなりますが、このよ
うな問題等を避けるために、ブラジル国籍を有する方をブラジ
ル国外で雇用し、その方がブラジルに帰国する形で国外にあ
る会社の支援を行うケースが一部で見られます。また、独占
的排他的な契約形態でブラジル在住の個人と販売代理店契約
を結ぶ行為も見られます。

これらの行為は、ブラジルでの個人所得税の申告が確実に
なされているかを監視できないだけでなく、労働者保護の強
いブラジルにおいて訴訟になった場合、ブラジルでの労働者
とみなされるばかりか、過去に遡って未払の労働保険や個人
所得税を国外の会社が支払うことになる、またはPEとして認
定されて企業所得税等が追加で認定されるリスクが存在する
ことに留意が必要です。

【バックナンバー】
「ブラジルの移転価格税制」（AZ Insight Vol.56/Mar 2013）

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

KPMG ブラジル
サンパウロ事務所
グローバル・ジャパニーズ・プラクティス
シニアマネジャー　赤澤　賢史
TEL: +55-11-2183-6269
sakazawa@ kpmg.com.br
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紛争鉱物規制で変わるサプライチェーン・リスクマネジメント
～人権問題とグローバル CSR 調達～

2013年3月刊
【著】KPMG ／あずさ監査法人
東洋経済新報社・256頁・A5判　4,410円（税込）

第 1 章　 サプライチェーンにおける人権問題への関心の高まり
第 2 章　 人権問題に係る国際的な取り組みの動向
第 3 章　 米国金融改革法を中心とした法規制の動向
第 4 章　 サプライチェーンの人権問題に係る企業の取り組み
第 5 章　次世代サプライチェーンの方向性
第 6 章　 紛争鉱物等に対する各業界団体等の取り組みの動向
第 7 章　日本企業にとっての実務対応
第 8 章　紛争鉱物の開示

ドット・フランク法の紛争鉱物規制が2013年１月より
実務適用され、今後新たな人権問題が企業経営に影響を
及ぼすことが想定されます。本書では、サプライチェー
ンにおける人権問題を理解し、法規制および国連や
OECD等による国際的なイニシアティブを紹介したうえ
で、紛争鉱物の問題、先進国の動向、具体的対応、開示
における将来の統合報告に至るまで解説しています。

国際税務　グローバル戦略と実務

2013年１月刊
【編】KPMG税理士法人
東洋経済新報社・288頁・A5判　4,410円（税込）

第1章　グローバル税務マネジメント
第2章　グローバル税務戦略と移転価格
第3章　 グローバル税務に関する主要な税制
第4章　 グローバル税務プランニング− TESCM
第5章　 グローバル税務プランニング−グローバル・ 

キャッシュ・マネジメント
第6章　 グローバル税務戦略と関税・間接税
第7章　海外勤務者とグローバル税務実務
第８章　グローバル M&A とタックスプランニング

昨今の日本市場を取り巻く環境下において、企業のグ
ローバル化は従来にも増して重要な戦略となっていま
す。本書は、企業のグローバル成長戦略に平仄を合わせ、
地域統括会社の活用、サプライチェーンマネジメントの
考え方、関税・間接税プランニングの重要性、グローバ
ル・キャッシュ・マネジメント、移転価格税制、クロス
ボーダー M&Aに関する税務など、経営に必須のグロー
バル税務戦略を詳しく解説しています。

企業不正の調査実務

2012年12月刊 
【編者】 株式会社 KPMG FAS フォレンジック部門
中央経済社・384頁・A5判　3,990円（税込）

序　章　不正対応の重要性
第1章　不正の実態
第2章　不正の手口
第3章　不正の徴候
第4章　不正発覚後の初動対応
第5章　不正調査の手続
第6章　不正調査の技術
第7章　不正調査のケーススタディ
第8章　不正調査後の対応
第9章　企業不正リスクの最新動向

本書は、企業不正にいかに対応するかを、調査面を中心
に網羅的に詳述しています。
徴候の検知からデジタルフォレンジックを含む最先端の
調査技術、事後処理まで、ケーススタディを多く織り込
みながら、詳細に解説しています。

不正・不祥事のリスクマネジメント
－ Managing the Risk of Fraud and Misconduct

2012年6月刊
【著】 リチャード・H・ジジェンティ、ティモシー・P・ヘッドリー
【監訳】知野雅彦【訳】KPMG FAS フォレンジック部門
日本経済新聞出版社・368頁・A5判　3,990円（税込）

第 1 章　資産の不正流用
第 2 章　財務報告不正
第 3 章　贈賄および汚職
第 4 章　マネーロンダリングと貿易制裁
第 5 章　政府に対する不正とインサイダー取引
第 6 章　 持続可能な価値のための総合的・包括的なコンプライ

アンス・プログラム
第 7 章　予防：リスク評価
第 8 章　予防：行動規範、コミュニケーションと研修
第 9 章　予防：コーポレート・インテリジェンス
第10章　発見：不正・不適切な行為の報告のメカニズム
第11章　発見：監査とモニタリング
第12章　対処：調査
第13章　対処：政府和解合意
第14章　対処：電子保存情報の復元、再現および分析

本書は、米国KPMGのフォレンジック (企業不正)専門
家が、実務的な観点から、不正・不祥事に関する概説と、
これらの防止のためのガバナンスや内部統制の整備、実
際にこれらが発生した場合の実態について、説明し、行
動規範の策定、研修の進め方、通報制度の設計と運用、
電子情報の収集・分析手法など、不正を防止・発見し、
対処するための具体的な知識や手法を紹介しています。



© 2013 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.

101KPMG Insight  Vol. 2 / Sep. 2013

経営戦略としての事業継続マネジメント

2013年3月刊　
【著】 KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
東洋経済新報社・336頁・A5判　3,570円（税込）

第1章　 企業活動のグローバル化と事業継続マネジメント
第2章　 全社的リスクマネジメントと事業継続マネジメント
第3章　 経営戦略と事業継続マネジメント戦略
第4章　事業継続を支える人事戦略
第5章　事業継続に強い財務戦略
第6章　 事業継続に強い情報システムと危機対策
第7章　事業継続と情報開示
第8章　事業継続マネジメントの内部監査
第9章　事業継続マネジメントと内部統制
第10章　 金融機関における事業継続マネジメントの 

実効性向上の取り組み
補　章　 事業継続マネジメント（BCM）サーベイ 2012

本書は、リスクマネジメントの一領域である「事業継続
マネジメント（BCM）」について、KPMGが実施した調
査結果、企業の実態、ケーススタディを踏まえ、様々な
角度から説明しています。また、経営を支える、組織、
サプライチェーン、情報システム、人材、財務について、
戦略のあり方についても提示しています。

Q&A　株式上場の実務ガイド
2013年9月刊

【編著】有限責任 あずさ監査法人
中央経済社・384頁・A5判　3,780円（税込）

第 1 章 株式上場の基礎知識
第 2 章 上場準備活動の実務
第 3 章 資本政策の実務
第 4 章 業種別上場審査のポイント
第 5 章 上場後のリスクマネジメント平成25年1月1日、東京証券取引所グループと大阪証

券取引所が合併し、日本取引所グループが誕生しました。
最近の市場環境の変動を受け、活性化や信頼性向上のた
め取引所の規則は大幅に改正され、また、会計や税制な
ど諸制度も大幅に改正されています。本書は、取引所規
則の改正や制度改正を網羅するとともに、改正のもとと
なった背景や実務に及ぼす影響を平易に解説することを
目的に、『Q&A株式公開の実務ガイド（第3版）』（平成
20年7月発行）を改訂・改題したものです。

IT 統制評価全書

2013年4月刊　
【編者】 有限責任 あずさ監査法人 IT監査部
同文舘出版・584頁・A5判　6,825円（税込）

序　章　ITとは何か　
第1章　統制の理解
第2章　リスク・アプローチの理解 
第3章　プランニング 
第4章　業務処理統制 
第5章　全般統制 
第6章　CAAT
第7章　外部委託 
個別論点

様々な業務領域でITの利用がますます進む現状では、リ
スク・アプローチに基づくIT統制の評価実務を十分に理
解し、その進化も踏まえたリスク評価・対応手続をとる
ことが求められます。本書は、ITそのものの理解、基礎
知識、評価を行う際の留意点、実務において特に頭を悩
ませるクラウドや統計的サンプリング等の個別論点を網
羅し、ITに関連した監査全般の領域を解説しています。

出版物に関し、さらに詳しい情報については、各グループ会社の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合せください。

http: / /ww w.kpmg.or.jp/knowledge/publication

NEW

http://www.kpmg.or.jp/knowledge/publication
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メールマガジンのご案内
KPMG のホームページ上に掲載しているニューズレターやセミナー情報などの新着・更新状況を、テーマ別に E メールにより随時お知らせ
するサービスを実施しています。現在配信中のメールニュースは下記のとおりです。配信ご希望の方は、各メールニュースのページよりご
登録ください。　　
http://www.kpmg.or.jp/mailmag

セミナーのご案内
国内および海外の経営環境を取り巻く様々な変革の波を先取りしたテーマのセミナーやフォーラムを開催しています。
最新のセミナー開催情報、お申込みについては下記 Web サイトをご確認ください。
 
KPMG ジャパン http: / /ww w.kpmg.or.jp/events
あずさ監査法人 http: / /ww w.azsa.or.jp/events

あずさアカウンティング	
ニュース　

企業会計や会計監査に関する最新情報のほか、国際財務報告基準（IFRS）を含む財務会計にか
かわるトピックを取り上げたニューズレターやセミナーの開催情報など、経理財務実務のご担当
者向けに配信しています。

あずさ IPOニュース　 株式公開を検討している企業の皆様を対象に、株式公開にかかわる最新情報やセミナーの開催情
報を配信しています。

KPMG	Risk	Advisory	News 企業を取り巻く様々なリスクとその管理にかかわるテーマを取り上げたニューズレターの更新時
情報やセミナーの開催情報をお知らせしています。

KPMG	Sustainability	Insight 環境・CSR 部門のご担当者を対象に、サステナビリティに関する最新トピックを取り上げた
ニューズレターの更新情報やセミナーの開催情報などをお届けしています。

KPMG	Integrated	Reporting	
Update（統合報告）

Integrated Reporting ( 統合報告 ) にかかわる様々な団体や世界各国における最新動向、取組み等
を幅広く、かつタイムリーにお伝えします。

KPMG	FATCA	NEWSLETTER 米国 FATCA 法の最新動向に関して、解説記事やセミナーの開催情報など、皆様のお役に立つ情
報をメール配信によりお知らせしています。

KPMG海外ニューズレター 米国、欧州やアジア各国の税制・税法に関する最新ニュースなどの更新情報を、海外で事業展開
する企業の実務担当者の方々向けに配信しています。

企業成長応援通信
企業成長応援通信は、成長指向する企業の皆様を対象に海外進出、事業拡大、事業承継、組織再
編、株式上場等の多様な経営課題解決に役立つニューズレターやセミナーの開催情報など、皆様
のお役に立つ内容をメール配信によりお知らせいたします。

http://www.kpmg.or.jp/mailmag
http://www.kpmg.or.jp/events
http://www.azsa.or.jp/events
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-qfm-41970fe2041cbed1673f300eb8369f00
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-qfm-41970fe2041cbed1673f300eb8369f00
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-mgoe-fdbfe3f862fbeb7774b23c9ff2578b67
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qct-rinj-fbdff2f54e98a276f7ca3a96c4fbe4ef
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ri-lgoj-2d44393f9c28f3456ff73014fbd56ed4
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-lhsgq-87ed0ff63ad8bfbf3c83c632eee44277
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-metd-886cd5952cf085c9f3b367b2a9304a76
https://regist11.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfo-liqgp-46dd00127a963d2ed8daa02fb5f3c470
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有限責任 あずさ監査法人

全国主要都市に約5,300名の人員を擁し、監査や各種証明業務をはじめ、
財務関連アドバイザリーサービス、株式上場支援などを提供しています。
また、金融、情報・通信・メディア、製造、官公庁など、業界特有のニー
ズに対応した専門性の高いサービスを提供する体制を有しています。

東京事務所  TEL 03-3266-7500

大阪事務所  TEL 06-7731-1000

名古屋事務所 TEL 052-589-0500
札幌事務所 TEL 011-221-2434 盛岡オフィス TEL 019-606-3145

仙台事務所 TEL 022-715-8820 新潟オフィス TEL 025-227-3777

北陸事務所 TEL 076-264-3666 富山オフィス TEL 0766-23-0396

北関東事務所 TEL 048-650-5390 高崎オフィス TEL 027-310-6051

横浜事務所 TEL 045-316-0761 柏オフィス TEL 04-7142-8120

京都事務所 TEL 075-221-1531 静岡オフィス TEL 054-652-0707

神戸事務所 TEL 078-291-4051 岐阜オフィス TEL 058-264-6472

広島事務所 TEL 082-248-2932 三重オフィス TEL 059-223-6167

福岡事務所 TEL 092-741-9901 岡山オフィス TEL 086-221-8911

下関オフィス TEL 083-235-5771

松山オフィス TEL 089-987-8116

KPMG 税理士法人

国内企業および外資系企業の日本子会社等に対して、各専門分野に精通し
た税務専門家チームにより、多様なニーズに対応した的確な税務アドバイ
ス（税務申告書作成、調査立会、M&A関連、組織再編／企業再生、連結
納税制度、国際税務、移転価格、関税／間接税、事業承継等）を提供して
います。

東京事務所  TEL 03-6229-8000

大阪事務所  TEL 06-4708-5150

名古屋事務所 TEL 052-569-5420

KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社

国内やグローバルに事業展開する企業のグループマネジメント態勢の最適
化に向けたアドバイザリーサービス（ガバナンス・リスクマネジメント・
コンプライアンス関連支援、内部監査関連支援、ITガバナンス関連支援、
海外事業リスク管理・海外進出関連支援、プロジェクトマネジメント関連
支援、情報セキュリティ関連支援、危機管理・事業継続マネジメント関連
支援、組織・人材マネジメント関連支援、経営管理態勢改善支援、業務プ
ロセス改善支援等）を提供しています。

東京事務所  TEL 03-3548-5305

名古屋事務所 TEL 052-571-5485

株式会社 KPMG FAS

再生・再編対象企業（事業）の実態調査および戦略立案と実行サポート、
事業・財務改善スキームの策定と導入アドバイザリー、企業不動産（CRE）
関連アドバイザリー、ホスピタリティ関連アドバイザリー、ローントラン
ザクションアドバイザリー、財務デューデリジェンス、セルサイド・サー
ビス、Ｍ＆Ａアドバイザリー（買収・売却・クロスボーダーＭ＆Ａ、グルー
プ再編・統合、事業統合・合併、合弁・アライアンス）、バリュエーション（株
式・事業・無形資産の評価、合併・株式交換・株式移転・会社分割等の比
率算定、減損会計目的評価）、フェアネスオピニオン、不正会計･粉飾決
算の調査、情報漏洩・情報流出の調査、知的財産侵害の調査および関連サー
ビス、不正リスク診断サービスを提供しています。

  TEL 03-5218-6700

株式会社 KPMG BPA

ビジネス構造改革、コスト適正化、ソーシングおよびIT導入にかかわるア
ドバイザリー、事業計画策定、キャッシュマネジメント、業績管理効率化
にかかわるアドバイザリー、デューデリジェンス（サプライチェーン、ビジ 
ネス、IT等）、M&A後の統合アドバイザリーサービス等を提供しています。

  TEL 03-5218-6331

KPMG マネジメントコンサルティング株式会社

多様化する経営課題の解決に向けたさまざまなコンサルティングサービス
を総合的に提供しています。新規事業参入支援、M&Aおよび合併後の統
合支援をはじめ、海外展開に対する支援、IFRS導入や規制対応に向けた
財務部門改革アドバイザリーなど、事業戦略策定、業績改善、プロセス・
テクノロジーの改革に焦点を当てた実行可能なコンサルティングサービス
を提供し、解決を支援しています。

  TEL 03-3548-5111

KPMG あずさサステナビリティ株式会社

CSR報告書に対する第三者保証業務、CSR報告支援、温室効果ガス排出
量に対する検証業務、環境・安全コンプライアンス調査、人権デューデリ
ジェンス、環境デューデリジェンス、ISO26000に基づくCSR経営診断、
SRIコミュニケーション支援等を提供しています。

東京事務所  TEL 03-3548-5303

大阪事務所  TEL 06-7731-1304

KPMG ヘルスケアジャパン株式会社

医療・介護を含むヘルスケア産業に特化したビジネスおよびフィナンシャ
ルサービス（戦略関連、リスク評価関連、Ｍ＆Ａ・ファイナンス・事業再
生などにかかわる各種アドバイザリー）を提供しています。

  TEL 03-5218-6450

KPMG BRM株式会社／ KPMG社会保険労務士法人

記帳・経費支払代行、日米会計基準による財務報告書等の作成、給与計算・
社会保険・労働保険手続代行、会社登記全般にわたる定款・議事録の作成
代行、会社法務関連文書の保管代行等、幅広い分野において、ワンストッ
プでサービスを提供しています。

  TEL 03-5447-0700

KPMG ジャパン グループ会社一覧
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