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紛争鉱物規制　初年度の実務対応 第 3 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、第 2 回では、EICC/GeSI テンプレート（以下「調
査票」という）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した。第 3 回目となる本稿で
は、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
いて解説いたします。
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】
◦  集計のタイミングやエラーのフォローアップの仕方で作業工数は大きく変

わる。
◦  有効回答率は結果報告の品質に大きく左右される。
◦  リスク評価がキーである。次回以降の調査を容易にすることができる。
◦  DRC および隣接国であると判明した場合、追加調査やリスク評価が必要

となる。
◦  製品との回答結果の紐付けには相当の作業工数を要する。
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ディレクター

Ⅰ 調査票の集計手順

サプライヤーから回収した調査票は、集計し内容を分析す
る必要があります。分析結果は最終的な開示につながるので、
慎重に集計・分析を行わなければなりません。

調査票をある程度回収した段階で、集計作業を開始します
が、ここでは効率化の観点から、無償で提供されている集計
ツール1を使用することを前提としています。

調査結果と製品との紐付けが分析の目標となりますが、そ
こまでに６つのステップが必要となります。もっとも工数がか
かるフェーズなので、効率的な作業を実施することで時間とコ
ストを軽減することができます。ここからは各ステップの作業
概要と留意点について解説していきます（図表1参照）。

【ステップ1：集計・形式チェック・フォローアップ】
集計ツールには必須項目が記入され、内容に不整合がない

調査票のみが取り込まれます。空白回答や不整合のある調査
票は警告メッセージが表示されエラーレポートが出力されま
す。その場合、正しい回答を入手すべくサプライヤーへのフォ
ローアップをしなければなりません。

また、集計を全社一括でやるのか、あるいは、事業部で一
旦集計してから統合するのかという集計単位を決定する必要
があります。その際、集計ツールへの取込みについても誰が
いつ実行するのかというデータ処理の網羅性と煩雑性も考慮
しなければなりません。膨大なデータを一度に処理できないこ
とや、エラーがあった場合のフォローアップを一度には行えな
いことがその理由に挙げられます。

1	 	無償の集計ツールや調査票は、日本自動車工業会（http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html）や CFSI（Conflict-Free	Sourcing	Initiative、
htpp://www.conflictfreesmelter.org/）の Web ページよりダウンロードすることができます。
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【ステップ2：リスクカテゴリ分類・回答の整理】
集計ツールから一覧表を出力し、調査票の回答内容（質問

1～ 6、SML）を確認しながら、サプライヤーからの回答をカ
テゴリに分類します。たとえば、回答を①対象鉱物使用なし、
②対象鉱物使用あり＆精錬所不明、③対象鉱物使用あり＆精
錬所特定（CFS 2リストに記載あり）、④対象鉱物使用あり＆精
錬所特定（CFSリストに記載なし）、⑤回答なし、の5つのリス
クカテゴリに分類します。ここで分類されたリスクに応じた対
応（追加調査の実施等）がステップ5で必要となります。

一方、別の回答内容（質問A～ J、備考欄）や回答状況（返
答有無、タイミング、3TG使用状況等）も整理しますが、これ
らがサプライヤーリスクプロファイルの基礎情報となります。
たとえば、質問A：「DRCコンフリクトフリー調達に関する方
針を定めていますか？」の回答がYESの場合、企業としての取

組みをコミットしているとして、リスクが低いとみなされます。
このようにA～ Jまでの質問を定量的／定性的に評価（A＋～
Z）していきます。回答によってはサプライヤーに追加の質問
が必要になります（図表2参照）。

【ステップ3：サプライヤー評価】
サプライヤーの基本情報（事業規模、取引量、財務情報、信

用度等）を収集し、さらに外部情報（NGO、業界団体等の情報、
他社事例等）を収集します。これらに回答状況を加味して、サ
プライヤーの評価を行います。評価軸、評価基準は実データ
を元に検討する必要があります。最終的には、これらの情報
とステップ2で入手した情報をベースにサプライヤーのリスク
プロファイルを作成し、評価マトリックスに落とし込んでいき
ます。

2	 	CFS（Conflict	Free	Smelter）：コンフリクトフリー製練業者

図表１　調査集計のステップ（例）

ステップ１ ステップ 2 ステップ 3

サプライヤー評価リスクカテゴリ分類・回答の整理集計・形式チェック・フォローアップ

ステップ 4 ステップ 5 ステップ 6
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【ステップ4：真偽チェック】
正規化した製錬所一覧表とCFSリストを照合し、エラーが

ないことを確認します。製錬所であるか判断できない場合、
業界団体、NGO、コンサル会社などから情報を収集すること
が有効です。

次に回答内容と自社内のデータ（BOM、MSDS、成分表等）
を照合します。照合の結果、不正確なデータを発見した場合
は、速やかにサプライヤーに問い合わせて回答を確認します。
確認後、再度ツールにデータを取り込みます。このプロセスを
繰り返すことになりますが、最後は有効回答率をどこまで求め
るかによって、このプロセスをどこまで続けるかが決まります。

【ステップ5：リスクの特定・対応策検討】
製錬所の一覧表、分析結果、追加調査等の調査票ベースの

情報、および業界団体、NGO等の外部情報、サプライヤーリ
スクプロファイルを加味して、サプライヤーに係る危険信号、
鉱物の原産地や経由地に係る危険信号がないかを検討し、リ
スクを特定します。また、CFSリストに掲載されていない製
錬所については、DRCコンフリクトフリーの可能性を分析し、
リスク評価を行うことになります。特定されたリスクに関して
は、各リスクに応じて具体的な対応策を決定します。特に重
要なのは非協力サプライヤーへの対応です。

リスク評価はOECDガイダンスで要求されているステップで
あるのと同時に、次回以降、自社の調査を簡易化するのに役
立つので、とても重要です。

【ステップ6：製品との紐付け】
最後は顧客への回答や紛争鉱物報告書作成のために、入手

した製錬所情報と自社の製品を結び付ける必要があります。
ここで気を付けなければならないのは、社内でのBOMのデー
タ管理方法と調査方法です。製品を構成する部品データが整
備されていなければ、その製品がDRCコンフリクトフリーか
否かの判断は困難になります。

サプライヤーに会社別の申告を要求している場合、製錬所
情報と部品がうまく繋がらない恐れがあります。一方、部品
別に申告を要求している場合、部品との紐付けは容易ですが、
すべての部品の回答を入手できる保証はありません。製品と
製錬所情報の紐付けにあたっては大量のデータマッピング作
業を覚悟しなければなりません。

いずれにせよ適用初年度は入手可能なレベルの情報を最大
限収集し、開示データの基礎とすることになります。最善の努
力を示すことが、本調査の最大の目的でもあるからです。

Ⅱ おわりに

紛争鉱物の調査もいよいよ山場ですが、最終的には報告書
の作成や開示方法を見据えたデータ収集・分類、評価が必要
になります。SEC上場企業は、Form	SDと紛争鉱物報告書の
準備を、非上場企業は、顧客への回答や外部に公開する場合、
開示の準備をする必要があります。SEC上場企業にとっては、
監査可能なレベルの紛争鉱物報告書の作成が要求されるのと
同時に、NGOの視点にも耐えうる開示要求をする必要があり
ます。2014年5月末の最初のファイリングまでは、様々なチャ

図表2　サプライヤーリスクプロファイル

サプライヤーリスク評価マトリスクの例

紛争フリー調達への取組みに基づく分類
（方針策定の有無・調査への協力度合いなど）

未回答・非開示

精錬所の特定なし

3TG不使用

原産国
不明

CFS

回答内容に不整合
（あいまい）

Poor Needs
Improvement Good

Z

A A+

C
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リ
ス
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合
い

高

低 A+  紛争フリー調達に向けての関係を維持。

A

B
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W

X

Y

Z 当社の方針に対しても協力的でなくサプライチェーンの
把握が困難。改善要求に応えない場合は取引中止を検討。

アクションプラン（DD深度、改善要求）の強さ

・・
・・
・・

・・
・・
・・

・・
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・・
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レンジがあることでしょう。
コンゴ東部の紛争根絶を目指した法律ではありますが、企

業にとって既存のサプライチェーンを見直し、リスク管理を
改善する良い機会となるでしょう。サプライチェーンの持続
可能性の向上を求める規制は、EUのみならずアフリカやアジ
ア、南米の地域まで普及しつつあります。ケニアでは、炭など
のエネルギーの持続可能性な生産を規定する法律が制定され
ています。持続可能性の原則は今や中国の会社法にも登場し、
ブラジルでは固形廃棄物の持続可能な管理に関する国の方針
が規定されています。そして、紛争鉱物に関する規制は全世
界に広がりつつあります。

企業にとっては、サプライチェーンのコンプライアンスに
おいて、グローバルなアプローチを取り、対象が紛争鉱物で
あれ強制労働であれ、特定の法域で最も厳格な規則に準拠し、
それを他の国々にも応用するのが最善の策でしょう。サプライ
チェーンの最適化に総合的なアプローチで臨むことにより、企
業はコンプライアンスをより円滑に実現し、さらにその経済活
動の範囲を大きく広げることができるでしょう。この取組みに
対する初期投資は高いかもしれませんが、今後の企業成長に
よい影響を及ぼすものと考えられます。

【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）
「第 2 回」（KPMG Insight Vol.2/Sep 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

※  紛争鉱物規制に対応するセンター・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。

http://fas-group.kpmg.or.jp/services/others/supplychain-due-diligence
http://fas-group.kpmg.or.jp/services/others/supplychain-due-diligence
http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/conflict-minerals-provision-dodd-frank.aspx
http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/conflict-minerals-provision-dodd-frank.aspx
http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/conflict-minerals-provision-dodd-frank.aspx
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平成 25 年改正企業結合会計基準等の解説
有限責任 あずさ監査法人　東京事務所
第 2 事業部　パートナー　前田　啓

企業会計基準委員会（ASBJ）は、平成 25 年 9 月13日に改正企業会計基準第 21号 
「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等（以下 ｢本会
計基準等｣ という）を公表しました。本会計基準等では、少数株主持分から非支
配株主持分への変更、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分
変動による差額を資本剰余金に計上するなど、我が国において長年定着してき
た連結実務を大きく変更する内容が含まれています。本稿では、改正点を中心に、
本会計基準等の概要および実務上の留意点について解説します。
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し
ます。

 

【ポイント】
◦  従来の「少数株主持分」は、本会計基準等では「非支配株主持分」に変更

される。
◦  子会社株式の追加取得、一部売却のほか、子会社の時価発行増資等の場合、

改正前の会計基準では損益を計上する取引としていたが、本会計基準等で
は、親会社の持分変動による差額を資本剰余金に計上する。

◦  連結損益計算書において、従来の「少数株主損益調整前当期純利益」は、
本会計基準等では「当期純利益」に変更される。また、従来の「当期純利益」
は、本会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更される。

◦  取得関連費用のうち一部について、改正前の会計基準では取得原価に含め
ていたが、本会計基準等では発生した事業年度の費用として処理する。

◦  暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、改正前
の会計基準では企業結合年度に当該確定が行われたとしたときの損益影響
額を、企業結合年度の翌年度において特別損益に計上していたが、本会計
基準等では、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを
企業結合年度の財務諸表に反映させる。

Ⅰ 本会計基準等の公表経緯

平成19年8月に公表された「東京合意」（会計基準のコンバー	
ジェンスの加速化に向けた取組みへの合意）のもと、ASBJで
は、企業結合に関する会計基準等の見直しについて、ステッ
プ1とステップ2とに区分してプロジェクトを進めることとし、
ステップ1については平成20年12月に完了しました1。

その後、既存の差異に関連するプロジェクト項目として、ス

テップ2の検討が進められ、主に、国際会計基準審議会（IASB）
および米国財務会計基準審議会（FASB）の企業結合に関する
共同プロジェクト（フェーズ2）で取り上げられた論点が対象と
されました。平成21年7月に「企業結合会計の見直しに関する
論点の整理」（以下「論点整理」という）が公表された後、約3
年にわたって審議が重ねられ、平成25年1月に「企業結合に関
する会計基準（案）」を始めとした企業結合に関する一連の会
計基準に係る公開草案が公表されました。今般の本会計基準
等は、一般から寄せられた意見を踏まえて検討が行われ、公

	 	 前
ま え

田
だ

　啓
けい

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所　第2事業部

パートナー

1	 		ステップ 1 では、EU 同等性評価に係る項目が検討対象となり、持分プーリング法の廃止、株式の交換の場合における取得原価の算定方法（対価
の測定日）、少数株主持分の測定（部分時価評価法の廃止）、段階取得における取得原価の会計処理、負ののれんの会計処理、企業結合により受
け入れた研究開発の途中段階の成果の会計処理等の項目が改正されました。
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開草案の内容を一部修正したうえで公表されたものです。今
回の改正対象となる会計基準等は図表1のとおり、多数に及ん
でいます。

Ⅱ 少数株主持分の取扱いの見直し

1.  支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持
分変動

（1） 改正の概要
改正前の会計基準では、子会社株式を追加取得した場合や

一部売却した場合のほか、子会社の時価発行増資等の場合に
は損益を計上する取引とされていました。本会計基準等では、
こうした支配が継続している場合の子会社に対する親会社の
持分変動による差額は、資本剰余金に計上することとされて
います。

論点整理では、親会社株主と非支配株主とではリスクおよ
びリターンは大きく異なり、親会社株主に係る成果とそれを
生み出す原資に関する情報が投資家の意思決定に有用である
と考えられるとし、従来どおりの考え方（親会社株主の視点）
が示されていました。これに対し、論点整理へのコメントや
ASBJの審議においては、国際的な会計基準と同様に会計処理
を行うことにより、比較可能性の向上を図るべきという意見が

多くみられました。また、従来の会計処理方法に対しては実
務上の課題がいくつか指摘されてきており、当該指摘に対し
て最も簡潔に対応する方法が損益を計上する取引の範囲を狭
めることであるとも考えられました。これらの点を総合的に勘
案し、上記の取扱いに改正されることとなりました（連結会計
基準第51-2項）。

（2） 実務上の留意点
子会社株式の追加取得等について改正前と改正後の取扱い

を比較すれば、図表2のようになります（連結会計基準第28項
から第30項）。

① 子会社株式の追加取得
いったん支配を獲得して子会社とした以降は、当該子会社

の株式を追加取得してものれん（または負ののれん）が生じる
ことはなく、追加取得分に係るのれん償却費や負ののれん発
生益といった損益が発生しなくなります（図表3参照）。

② 子会社株式の一部売却
子会社株式を一部売却後も引き続き子会社であるとき、個

別財務諸表上は子会社株式売却損益が計上されるものの、連
結財務諸表上は損益が発生しなくなります。

また、子会社株式の一部売却において、関連する法人税等
（子会社への投資に係る税効果の調整を含む）は資本剰余金か
ら控除するとされているため、留意が必要です（連結会計基準

（注9）（2））。

図表1　改正対象となる会計基準等

・  改正企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」 
（以下 ｢企業結合会計基準｣ という） 

・  改正企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計
基準」 （以下 ｢連結会計基準｣ という） 

・  改正企業会計基準第 7 号「事業分離等に関する会計基準」
・  改正企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」 （以下 ｢純資産会計基準｣ という） 
・  改正企業会計基準第 6 号「株主資本等変動計算書に関す

る会計基準」 （以下 ｢株主資本会計基準｣ という） 
・  改正企業会計基準第 25 号「包括利益の表示に関する会

計基準」 
・  改正企業会計基準第 2 号「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準」 （以下 ｢EPS 会計基準｣ という） 
・  改正企業会計基準適用指針第 10 号「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 （以下 ｢結合
分離適用指針｣ という） 

・  改正企業会計基準適用指針第 8 号「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

・  改正企業会計基準適用指針第 9 号「株主資本等変動計算
書に関する会計基準の適用指針」 （以下 ｢株主資本適用指
針｣ という）

・  改正企業会計基準適用指針第 4 号「１株当たり当期純利
益に関する会計基準の適用指針」 （以下 ｢EPS 適用指針｣
という）

図表2　子会社株式の追加取得等の取扱い

改正前 改正後

①子会社
株式の追
加取得

追加取得持分と追加
投資額との間に生じた
差額は、のれん（また
は負ののれん）とする。

追加取得持分と追加
投資額との間に生じた
差額は、資本剰余金と
する。

②子会社
株式の一
部売却

売却による親会社の持
分の減少額と投資の減
少額との間に生じた差
額は、子会社株式の売
却損益の修正として処
理する。また、売却に
伴うのれんの償却額に
ついても同様に処理す
る。

売却による親会社の持
分の減少額と売却価
額との間に生じた差額
は、資本剰余金とする。

③子会社
の時価発
行増資等

親会社の払込額と親会
社の持分の増減額との
差額は、損益とする。
ただし、利害関係者の
判断を著しく誤らせる
おそれがあると認めら
れる場合には、利益剰
余金に直接加減するこ
とができる。

親会社の払込額と親会
社の持分の増減額との
差額は、資本剰余金と
する。
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「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等（以下 ｢本会
計基準等｣ という）を公表しました。本会計基準等では、少数株主持分から非支
配株主持分への変更、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分
変動による差額を資本剰余金に計上するなど、我が国において長年定着してき
た連結実務を大きく変更する内容が含まれています。本稿では、改正点を中心に、
本会計基準等の概要および実務上の留意点について解説します。
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し
ます。

 

【ポイント】
◦  従来の「少数株主持分」は、本会計基準等では「非支配株主持分」に変更

される。
◦  子会社株式の追加取得、一部売却のほか、子会社の時価発行増資等の場合、

改正前の会計基準では損益を計上する取引としていたが、本会計基準等で
は、親会社の持分変動による差額を資本剰余金に計上する。

◦  連結損益計算書において、従来の「少数株主損益調整前当期純利益」は、
本会計基準等では「当期純利益」に変更される。また、従来の「当期純利益」
は、本会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更される。

◦  取得関連費用のうち一部について、改正前の会計基準では取得原価に含め
ていたが、本会計基準等では発生した事業年度の費用として処理する。

◦  暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、改正前
の会計基準では企業結合年度に当該確定が行われたとしたときの損益影響
額を、企業結合年度の翌年度において特別損益に計上していたが、本会計
基準等では、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを
企業結合年度の財務諸表に反映させる。
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（3） 注記
連結財務諸表上、非支配株主との取引に係る親会社の持分

変動に関する事項として、増加または減少した資本剰余金の
主な変動要因および金額を注記により開示します（企業結合
会計基準第52項（4））。連結株主資本等変動計算書においては

「非支配株主との取引に係る親会社の持分変動」として資本剰
余金の変動額が純額で表示されることとなりますが、主な要
因（追加取得、一部売却等）ごとに資本剰余金の増加した額ま
たは減少した額を開示することは親会社株主に係る成果に関
する情報として有用であるため、国際的な会計基準も参考に
して求めることとしたとされています（企業結合会計基準第
126-4項）。

（4） 公開草案からの主な変更点
① 資本剰余金が負の値となる場合の取扱い

子会社株式の追加取得等による会計処理の結果、資本剰余
金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本
剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額する点が
明確にされています（連結会計基準第30-2項）。

② 一部売却時におけるのれんの未償却額の取扱い
子会社株式の一部売却等において、公開草案では、のれん

の未償却額のうち売却した株式に対応する額は、売却持分と
同様に売却価額から控除し、これらの差額を資本剰余金から
控除することが提案されていました。本会計基準等では、実
務上の負担や国際的な会計基準における取扱い等を総合的に
勘案し、支配獲得時に計上したのれんの未償却額は減額しな
いこととされており（連結会計基準第29項および第66-2項）、
従来の連結実務とは異なるため、留意が必要です。

③ 非支配株主との取引に係る個別財務諸表上の取扱い
公開草案では、自社の株式のみを対価として子会社株式を

追加取得した場合における個別財務諸表上の取得原価は、企
業集団内の取引に準じ、当該子会社の適正な帳簿価額による
株主資本の額に基づいて算定することが提案されていました。
本会計基準等では、個別財務諸表上の処理を変える必要性は
大きくないことなどから現行の取扱いが継続され、株式の時
価とその対価となる財の時価のうち、より高い信頼性をもって
測定可能な時価で算定します（企業結合会計基準第45項およ
び第120-2項）。

2. 少数株主持分から非支配株主持分への変更

本会計基準等では、改正前の会計基準における「少数株主
持分」が「非支配株主持分」に変更されています（連結会計基
準第26項）。この改正は、他の企業の議決権の過半数を所有
していない株主であっても他の会社を支配し親会社となるこ
とがありえるため、より正確な表現とするために見直されたも
のです（連結会計基準第55-2項）。これに伴い、純資産の部の
表示区分および連結株主資本等変動計算書の表示区分におけ
る「少数株主持分」を「非支配株主持分」へ改める改正が行わ
れています（純資産会計基準第7項および株主資本適用指針第
3項）。

3. 当期純利益の表示

（1） 改正の概要
本会計基準等では、当期純利益に、非支配株主に帰属する

部分も含めることに変更されています（連結会計基準第39項）。
これは、論点整理へのコメントやASBJの審議において、国際
的な会計基準と同様に連結財務諸表の表示を行うことにより

図表3　子会社株式の追加取得の連結仕訳イメージ

本会計基準等

改正前

前提条件

連結仕訳

親会社P社はS社を子会社として支配しており、持分比率は70％である。

P社はS社の持分比率20％の株式を、対価120で追加取得する。
この取引によりS社に対するP社持分比率は70％から90％へと増加する。

追加取得時点のS社の純資産は500であり、P社の追加取得持分は100（500×20％）とする。

（借）少数株主持分 100

のれん 20

（貸）子会社株式

（借）非支配株主持分 100

資本剰余金 20

（貸）子会社株式

120

120
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比較可能性の向上を図るべきという意見が多くみられたことを
踏まえて見直しが行われたものです（連結会計基準第51-3項）。

上記に伴い、連結財務諸表の表示に関しては、図表4のよう
になります。本会計基準等により「当期純利益」は「親会社株
主に帰属する当期純利益」と「非支配株主に帰属する当期純利
益」から構成されることとなり、従来と同様の「当期純利益」
という用語であっても、その意味する内容は異なるものとなり
ます。なお、連結株主資本等変動計算書について、利益剰余
金の変動事由における「当期純利益」を「親会社株主に帰属す
る当期純利益」へ改める改正が行われています（株主資本会計
基準第7項および株主資本適用指針第6項）。

2計算書方式の場合の連結損益計算書については、図表5の
ように「当期純利益」に「非支配株主に帰属する当期純利益」
を加減して、従来と同様に「親会社株主に帰属する当期純利
益」をボトムラインとして表示します2。また、1計算書方式の
場合の連結損益及び包括利益計算書の表示は、「当期純利益」
の直後に、「親会社株主に帰属する当期純利益」および「非支
配株主に帰属する当期純利益」を付記します。

（2） 実務上の留意事項
EPS会計基準の適用にあたっては、連結財務諸表において、

連結損益計算書上の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する
当期純利益」とするものとされています。すなわち、連結財務
諸表上、1株当たり当期純利益は従来と同様に、親会社株主
に帰属する当期純利益を基礎として算定することとなります

（EPS会計基準第12項）。

Ⅲ 取得関連費用の取扱いの見直し

1. 改正の概要

改正前の会計基準では、企業結合に直接要した支出額のう
ち、取得の対価性が認められるものは取得原価に含めること
とされていました。本会計基準等では、取得関連費用（外部の
アドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等）は、発生し
た事業年度の費用として処理することとされています（企業結
合会計基準第26項）。

これは、国際的な会計基準に基づく財務諸表との比較可能
性を改善する観点や取得関連費用のどこまでを取得原価の範
囲とするかという実務上の問題点を解消する観点から、取扱
いの見直しが行われたものです	（企業結合会計基準第94項）。

2. 実務上の留意点

個別財務諸表における子会社株式の取得原価は、従来と同
様に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（以
下「金融商品会計基準」という）および日本公認会計士協会会

図表4　連結財務諸表の表示関係

改正前 改正後

少数株主損益調整前当期純
利益

当期純利益

少数株主損益 非支配株主に帰属する当期純
利益

当期純利益 親会社株主に帰属する当期純
利益

図表5　連結損益計算書の表示例

改正前 本会計基準等

（連結損益計算書）

売上高 10,000

・・・

税金等調整前当期純利益 1,000

法人税等

売上高

・・・

税金等調整前当期純利益

法人税等 400

当期純利益 600

非支配株主に帰属する当期純利益 200

親会社株主に帰属する当期純利益 400

（連結損益計算書）

10,000

1,000

400

少数株主損益調整前当期純利益 600

少数株主利益 200

当期純利益 400

※下線は変更点

2	 		なお、連結財務諸表上、従来と同様に親会社株主に帰属する株主資本のみを「株主資本」として表示することとし、また、非支配株主持分は、
純資産の部において株主資本とは区分して記載します。この取扱いは、親会社株主に帰属する当期純利益と株主資本との連携にも配慮したもの
であるとされています（連結会計基準第 51-3 項および第 55 項）。
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計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
に従って算定することに留意するとされています（企業結合会
計基準第94項）。このため、たとえば、取得とされた株式交換
の会計処理については次のような取扱いが示されており（結合
分離適用指針第110項および第116項）、取得関連費用を発生
した事業年度の費用として処理することにより、連結手続上、
資本と相殺消去する投資の額が個別財務諸表上の子会社株式
の取得原価とは異なる場合がある点に留意が必要です。

・  株式交換完全親会社の個別財務諸表上の会計処理
  子会社株式の取得原価＝取得の対価に付随費用を加算して算

定する。
・  株式交換完全親会社の連結財務諸表上の会計処理
  資本連結手続上の投資＝結合分離適用指針第 37 項から第 50

項に準じて算定する。

また、主要な取得関連費用の内容および金額は注記します
（企業結合会計基準第49項）。当該情報は、企業結合の実態を
把握するにあたり有用な情報であり、国際的な会計基準も参
考にして求めることとされたものです。なお、注記を求める趣
旨に鑑みれば、すべての取得関連費用を網羅的に集計して注
記する必要性は乏しいことから、企業結合の規模等を考慮し
て、主要なものについて注記することとされています（企業結
合会計基準第126-2項）。

Ⅳ 暫定的な会計処理の確定の取扱いの 
見直し

1. 改正の概要

暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われ
た場合、改正前の会計基準では、企業結合年度に当該確定が
行われたとしたときの損益影響額を、企業結合年度の翌年度
において特別損益に計上することとされていました。本会計
基準等では、企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて企業
結合年度の財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度
の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分
額の見直しを反映させることとされています（企業結合会計基
準（注6））。

これは、平成21年12月に企業会計基準第24号「会計上の変
更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（以下「企業会計基準第
24号」という）が公表されたことを契機として、暫定的な会計
処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合の取扱い
について検討した結果、国際的な会計基準と同様に、比較情
報の有用性を高める観点から、取扱いの見直しが行われたも
のです（企業結合会計基準第104-2項）。

暫定的な会計処理の確定のイメージは図表6のとおりです。

2. 実務上の留意点

企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて表示する企業結
合年度の1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益および1株当たり純資産は、暫定的な会計処理の確定
による取得原価の配分額の見直しが企業結合年度の財務諸表
に反映された後の金額により算定します（EPS会計基準第30-6
項およびEPS適用指針第36-3項）。

図表6　暫定的な会計処理の確定のイメージ

改正前 本会計基準等

前提条件

X1年期
（比較情報）

のれん償却 10

X2年期

のれん償却 5
特別利益 5

X1年期
（比較情報）

のれん償却 5

X2年期

のれん償却 5

X1年期にA社を吸収合併。決算時に土地の時価が入手できず、その時点で入手可能で合理的な情報に基づき暫定的な会計処理を行った。
のれんは200で、毎期10の償却（20年償却）を行う。
X2年期に追加的な情報を入手し、暫定的な会計処理が確定した。
取得原価を再配分した結果、のれんは100となった。
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また、暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に
行われ、当該年度の株主資本等変動計算書のみの表示が行わ
れる場合には、期首残高に対する影響額を区分表示するとと
もに、当該影響額の反映後の期首残高を記載します（株主資本
会計基準第5-3項）。

なお、企業結合年度の翌年度において、暫定的な会計処理
の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなさ
れた場合には、当該見直しがなされた事業年度において、そ
の見直しの内容および金額を注記します（企業結合会計基準
第49-2項）。四半期財務諸表上も、暫定的な処理の確定に伴い、
重要な見直しがなされた場合には、四半期会計期間において、
その見直しの内容および金額を注記します（企業結合会計基準
第131項）。

Ⅴ 適用時期および経過措置

1. 概要

本会計基準等の適用時期および経過措置は図表7のとおりで
す（企業結合会計基準第58-2項、連結会計基準第44-5項およ
び事業分離会計基準第57-4項）。

2. 実務上の留意点

非支配株主との取引および取得関連費用に関する定めにつ
いて、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した
場合の適用初年度の期首時点の累積的影響額を、適用初年度
の期首の資本剰余金および利益剰余金に加減した場合、連結
株主資本等変動計算書および株主資本等変動計算書において
は、期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該
影響額の反映後の期首残高を記載します（株主資本会計基準
第5-2項）。

本会計基準等が定める新たな会計方針の遡及適用を行うた
めには、長期にわたり相当程度の情報を入手することが必要
になることが多く、通常は遡及適用を行うことは困難であるこ
とを考慮し、遡及適用を行わない場合、それが困難である等
の条件は付さないこととされています（企業結合会計基準第
129-2項）。

なお、本会計基準等の適用初年度においては、企業会計基
準第24	号第10項（1）から（6）に定める所定の注記を行うこと
に留意が必要です。

図表7　適用時期および経過措置

早期適用しない場合 早期適用する場合※

① 子会社株式の 
追加取得等

平成 27 年 4 月1日以後開始する事業年度の期首か
ら適用する。

平成 26 年 4 月1日以後開始する事業年度の期首か
ら適用する。

適用にあたっては、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を適用初年
度の期首の資本剰余金および利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。ただし、
本会計基準等が定める新たな会計方針を、適用初年度の期首から将来にわたって適用することができる。

②取得関連費用の取扱い 同上。 同上。

③ 当期純利益の表示 
および少数株主持分 
から非支配持分への 
変更

平成 27 年 4 月1日以後開始する事業年度の期首か
ら適用する。
なお、当期の連結財務諸表に併せて表示されている
過去の連結財務諸表の表示の組替えを行う。

早期適用不可。

④ 暫定的な会計処理の 
取扱い

平成 27 年 4 月1日以後開始する事業年度の期首以
後実施される企業結合から適用する。
なお、平成 27 年 4 月1日以後開始する事業年度の
期首より前に実施された企業結合の暫定的な会計処
理が、平成 27 年 4 月1日以後開始する事業年度に
おいて確定したときの損益影響額は、従前の取扱い
により特別損益に計上する。

平成 26 年 4 月1日以後開始する事業年度の期首以
後実施される企業結合から適用する。
なお、平成 26 年 4 月1日以後開始する事業年度の
期首より前に実施された企業結合の暫定的な会計処
理が、平成 26 年 4 月1日以後開始する事業年度に
おいて確定したときの損益影響額は、従前の取扱い
により特別損益に計上する。

※  早期適用する場合には、③の取扱いを除いてすべてを同時に適用する必要がある。
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Ⅵ おわりに

論点整理においては以下のような項目も取り上げられていま
したが、本会計基準等の改正対象とはされていません（企業結
合会計基準第64-3項）。

・ のれんの償却の取扱い
・ 子会社に対する支配の喪失の取扱い
・ 全部のれん方式等の採用の可否、条件付取得対価の取扱い等

のれんについては、国際的な会計基準と同様に非償却とす
べきかどうかについて審議が続けられましたが、現状では、
連結財務諸表および個別財務諸表ともに会計基準を改正する
ことについて市場関係者の合意形成が十分に図られていない
状況にあると考えられ、また、ASBJは、IASBに対してのれ
んを非償却とする国際財務報告基準（IFRS）第3号「企業結合」
の取扱いに係る適用後レビューの必要性の提案を行っていま
す。これらの点を踏まえ、本会計基準等においても現行の償
却処理を継続するとされています。

また、子会社に対する支配を喪失した場合の残存の投資に
係る会計処理についても、国際的な会計基準との差異は存在
しますが、この会計処理については、事業分離会計基準や金
融商品会計基準等の他の会計基準にも影響する横断的な論点
であることに加え、段階取得の検討経緯を踏まえると、実務
における段階取得の適用状況をまず検証すべきとの意見もあ
ります。これらの点を踏まえ、今後、段階取得の適用状況の
調査を含む、企業結合に係る実態調査を適切な時期に始める
こととし、そのうえで、我が国の会計基準を取り巻く状況も踏
まえて、会計処理の検討に着手する時期を判断するとされて
います。

なお、本会計基準等を受けて、日本公認会計士協会から公
表されている会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表におけ
る資本連結手続に関する実務指針」など多数の実務指針が改正
されることが予想されるため、今後の動向に留意する必要が
あります。

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　
東京事務所　第 2 事業部
パートナー　前田　啓
TEL: 03-3548-5121 （代表番号）
kei.maeda@jp.kpmg.com
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IFRS Digest　2013.8-9
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/index.html）を部分的に抜粋、
再編集した、2013 年 8 月 1 日から 2013 年 9 月 30 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 
13-8、IFRS Digest 13-9 を参照のこと。

 

Ⅰ IASB および欧州等の動向

IASB の動向

1.  IOSCOとIFRS財団がIFRSの適用の首尾一貫性を国際
的に高めるための共同協定に合意（2013年9月18日）

証券監督者国際機構（International	Organization	of	Securi-
ties	Commissions,	IOSCO）とIFRS財団は、国際的にIFRSの首
尾一貫した適用を促すために互いに協力することを約束した
協定（プロトコル）に合意したことを公表した。IOSCOは、世
界各国・地域の証券監督当局や証券取引所等で構成される機
関であり、投資家保護や透明性の高い市場を維持することを
目的として、証券規制・監督・執行に関する国際的な基準、
指針等の開発などを行っている。日本では、金融庁が常任メ
ンバー（Ordinary	Member）となっている。

2.  IASBのHans Hoogervorst 議長のスピーチ（2013年9
月9日、9月23日）

IASBのHans	Hoogervorst議長は2013年9月9日、ベルリン
で開催されたIFRS会議でスピーチを行った。Hoogervorst議
長はスピーチの中で、主に（a）IFRSの適用状況、（b）コンバー
ジェンスプロジェクトの状況、について概括している。そのう
ち、（a）IFRSの適用状況では、日本のIFRS適用に向けた取組
みについても言及している。

また、IASBのHans	Hoogervorst 議長は2013年9月23日、	

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）国別のIFRS適用状況プロフィー
ル、（b）証券監督者国際機構（IOSCO）との共同合意、（c）
ASAFおよび（d）基準設定者の役割、について概括している。

3. その他最近開催されたIFRS関連の国際会議等

2013年9月に開催された主な国際会議は以下のとおりで	
ある。
−	 	G20 財務大臣・中央銀行総裁会議（2013 年 9月5-6日、

サンクト・ペテルブルグ）
−	 	世界会計基準設定主体（World	Standard	Setters,	WSS）

会議（2013 年 9月23-24日、ロンドン）
−	 	第 2 回会計基準アドバイザリー・フォーラム（Accounting	

Standards	Advisory	Forum,	ASAF）（2013 年 9月25-26
日、ロンドン）

Ⅱ 日本の動向

金融庁の動向

1.  「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する 
  規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表
（2013年8月26日）

本改正案は、金融庁の企業会計審議会総会・企画調整部会
合同会議が2013年6月20日に公表した「国際会計基準（IFRS）

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/PressRelease/Pages/IOSCO-and-IFRS-Foundation-agree-joint-protocols-September-2013.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/HH-EY-Berlin-September-2013.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/Conference/Documents/2013/Hans-Hoogervorst-Strenghtening-institutional-relationships-2013.pdf
http://www.g20.org/load/782795034
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/WSS-Sept-2013.aspx
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/ASAF-September-2013.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130826-1.html
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への対応のあり方に関する当面の方針」を踏まえ、IFRSの任
意適用が可能な会社（特定会社）の要件を緩和するため、連結
財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容
等の開示に関する内閣府令等の改正を行うものである。本改
正案では、現行のIFRSの任意適用要件のうち、「上場企業」の
要件及び「国際的な財務活動・事業活動」の要件を撤廃するこ
とが提案されている。これにより、IFRSの任意適用の要件は、
IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取
組・体制の整備のみとなる。

また、IFRSに基づく中間・四半期連結財務諸表の作成を各
四半期または上半期からも可能とする改正が、あわせて提案
されている。

ASBJ の動向

1.  改正「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の
改正会計基準等の公表（2013年9月13日）

今回の改正では、国際的な会計基準との差異が存在してい
た項目について、改正が行われた。主な改正内容は図表1のと
おりである。

なお、のれんの償却処理、子会社に対する支配を喪失した
場合の残存の投資に係る会計処理、全部のれん方式の採用の
可否、条件付取得対価の取扱い、企業結合に係る特定勘定の
取扱い、といった論点については、国際的な会計基準との差
異が存在するが、今回の改正の対象とはされなかった。

2.  IFRSのエンドースメントに関する作業部会
 （2013年8月27日、9月12日）

2013年8月27日に第1回IFRSのエンドースメントに関する
作業部会（以下「作業部会」という）を開催した。同作業部会
では、IFRSのエンドースメント手続に関する計画の概要（案）、
IFRSと日本基準の比較（第1回）について審議が行われた。
「エンドースメントされたIFRS」を開発するにあたっては、
IASBが設定した個々の会計基準等について、修正することな
しに採択可能か否かを判断する必要がある。また、どのよう
な項目について、ガイダンスや教育文書等の作成が必要かに
ついても判断する必要がある。作業部会では、これらの判断
をするために、IFRSと日本基準を比較することにより検討が
必要な項目の候補の抽出を4回にわけて行っている。

第2回の作業部会は、2013年9月12日に開催され、引き続き
IFRSと日本基準の比較（第２回）について審議が行われた。

その他

1.  IFRS任意適用に関する実務対応参考事例の改訂
 （2013年9月13日）

日本経済団体連合会の「IFRS実務対応検討会」は、「IFRS任
意適用に関する実務対応参考事例」の改訂版を公表した。今回
の改訂では、新たに「非上場株式の公正価値評価」の項目が追
加されている。

図表1　「企業結合に関する会計基準」等の主な改正内容

改正後 改正前

非支配株主持分の取扱い 支配が継続している場合の子会
社に対する親会社の持分の追加
取得

資本剰余金とする。 のれん（負ののれん）とする。

支配が継続している場合の子会
社に対する親会社の持分の減少

資本剰余金とする。 損益とする。

取得関連費用の取扱い 取得関連費用（外部のアドバイ
ザー等に支払った特定の報酬・手
数料等）のうち対価性が認められ
るもの

発生時に費用処理する。
主要な取得関連費用は注記する。

取得原価に含める。

暫定的な会計処理の確定の
取扱い

企業結合年度の翌年度に企業結
合時の暫定的な会計処理の確定
が行われた場合

遡及的に反映する（企業結合年度
の財務諸表に反映させる）。

損益影響額は翌年度の特別損益
に計上する。

名称または内容の変更 「非支配株主持分」 「少数株主持分」

「当期純利益」（少数株主損益調
整前）

「少数株主損益調整前当期純利
益」

「親会社株主に帰属する当期純利
益」

「当期純利益」（少数株主損益調
整後）

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/bc_revise_2012ed/
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20130827.jsp
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20130827.jsp
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20130912.jsp
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/080.pdf
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/080.pdf
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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
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TEL: 03-3548-5112（代表電話）
AZSA-IFRS@jp.kpmg.com
担当：加藤　邦彦、島田　謡子

すらすら図解　IFRSのしくみ
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【編】 有限責任 あずさ監査法人　

IFRS 本部
中央経済社
A5 判　192頁　2,100円（税込）

2013年8月より、ASBJにて「エンドースメントされたIFRS」の
検討がはじまったとともに、金融庁からはIFRSの任意適用要
件を大幅に緩和するための内閣府令案が公表されています。今
後もIFRSの適用に関する動向については、注視していく必要
がありますが、現在の我が国を取り巻くIFRSの動向、およびす
でに世界の多くの国でIFRSが実際に採用されていることを考
えると、IFRSの基本的な考え方を理解しておくことは、経理担
当者や財務諸表の利用者だけでなく、企業の経営者や経理以
外の担当者にとっても非常に重要であると考えられます。
本書は、このような背景のもと、より多くの方の理解の一助と
していただくことを目的に、IFRSの特徴的な考え方や日本基準
との主な違い、実務で影響が大きいと思われる箇所について、
図解様式（見開き2頁で完結）で、わかりやすく解説していま
す。また、会計基準を理解するうえで重要と思われる、基本とな
る考え方や背景についても本文やコラムにて紹介しています。
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注意すべき海外勤務者の税実務
KPMG 税理士法人　インターナショナル エグゼクティブ サービス

パートナー　佐藤　孝始
マネジャー　吉良　智幸

国内市場の伸び悩みを背景として日本企業の海外進出は依然として活発であり、
これに伴い役員・従業員（以下「従業員等」という）が海外現地法人・支店等
で勤務する機会が一層増えています。海外へ長期赴任をする場合、その派遣社
員に関する日本の所得税の取扱いについては、日本国内勤務の場合の取扱いと
大きく異なることになりますので、雇用者である会社および派遣される社員の
双方にとって、その取扱いの変更点について事前に把握をしておくことが大切
になります。そこで、本稿では、従業員等が海外勤務をする際に留意すべき日
本における税務上の取扱いについて、所得税を中心に説明します。
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
します。

 

【ポイント】
◦  税務上の居住形態の違いによって、課税所得の範囲や課税方法が異なるの

で、その適切な判定が重要となる。
◦  海外勤務期間中に支払われる給与等であっても、海外派遣前の日本勤務期

間に対応する賞与等については、引き続き日本で課税の対象とされるケー
スがある。

◦  内国法人の役員に対して支払われる役員報酬については、役員以外の使用
人の場合の給与とは異なる取扱いが適用される。

◦  海外勤務期間中であっても日本において確定申告書の提出が必要となる
ケースがあり、そのようなケースでは納税管理人の設定が必要となる。

Ⅰ 居住形態と課税所得の範囲

1. 所得税法上の居住形態区分

従業員等が長期間の海外駐在等で海外勤務することにより、
その従業員等の税務上の居住形態区分が変更される場合があ
ります。この場合、課税対象となる所得の範囲や課税方法自
体も変更されることとなりますので、ここでは、まず税務上の
居住形態区分とその区分ごとの課税所得の範囲について説明
したいと思います。所得税法上、個人は「居住者」と「非居住
者」に区分され、さらに居住者は「非永住者」と「非永住者以
外の居住者（以下「永住者」という）」に区分されます。そし
て、日本における課税対象所得の範囲および課税方法は、こ

	 	 佐
さ

藤
と う

　孝
た か し

始
KPMG 税理士法人

インターナショナル エグゼクティブ サービス
パートナー

	 	 吉
き ら

良　智
とも ゆ き

幸
KPMG 税理士法人

インターナショナル エグゼクティブ サービス
マネジャー

図表1　居住形態と課税所得範囲

区　分

課 税 所 得 の 範 囲

国内源泉所得 国外源泉所得※

国内支払 国外支払 国内支払 国外支払

居
住
者

永
住
者

課税 課税 課税 課税

非
永
住
者

課税 課税 課税

国 内 に 送
金されたと
みなされる
金 額 の み
課税

非居 
住者 課税 課税 非課税

※  国内源泉所得以外の所得を指す。
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の居住形態区分により異なることになりますので、海外勤務に
伴う従業員等個人の国内における税務上の影響を考慮する際
には、まずその従業員等の日本における税務上の居住形態を
適切に判定することが重要となります。
図表１のとおり、通常日本に居住している日本人は日本の国

籍を有していることから「永住者」に該当し、その全世界所得
が日本において課税対象となります。しかし、海外勤務に伴
い日本を出国し、日本国外において１年以上居住することとな
る場合には、通常、たとえ日本国籍を有していても税務上の

「非居住者」に該当することとなります。この場合には、非居
住者に該当している期間中は、日本においては国内源泉所得
のみが課税対象となり、その課税対象となる国内源泉所得に
対しては、居住者に対する課税方法とは異なる非居住者に対
する課税方法により課税されることになります。

2. 居住形態区分の判定方法

居住者に該当するか、非居住者に該当するかどうかの判定
は、日本の国籍を有しているどうかではなく、原則として日本
国内に住所（「生活の本拠」）を有するかどうかによります。こ
の点について、日本国内における住所の有無の判断は、単に
国内における滞在日数、取得したビザの内容、住民票登録の
有無のみで決められるというものではありません。これらの事
実のほか、国内における住居の有無、国内における職業の内
容、国内に生計を一にする家族を有するかどうか、その他国
内における資産の所在等の様々な客観的事実を総合的に勘案
して判断されることになります。

ただし、常に上記の客観的事実の積み上げにより判断をし
ていくことは手間がかかり、また困難であることも想定されま
すので、実務上、通常は所得税法施行令15条の推定規定に基
づいて判断をすることになります。すなわち、海外勤務のため
に出国して国外に居住することとなった個人については、国外
において継続して１年以上居住することを通常必要とする職業
を有する場合には、日本国内に住所を有しないものと推定され
ます。具体的には、現地における在留期間が契約等によりあ
らかじめ1年未満であることが明らかである場合を除き、国外
において継続して１年以上居住することを通常必要とする職業
を有するものとして取り扱われることになります。したがって、
１年以上の海外勤務予定期間を明示した派遣契約書等に基づ
き海外へ派遣された場合には、海外での勤務期間が1年未満で
ないことが明らかであるため、推定規定に基づいて、たとえ日
本国籍を有する日本人であっても、その出国日の翌日からは非
居住者として取り扱われることになります。

この点からも、従業員等を海外現地法人・支店等に派遣す
る場合には、派遣予定期間を明示した派遣契約書等を作成し、
税務上の居住者区分判定に不明瞭さが生じないよう準備をす
ることが必要と言えます。

Ⅱ 出国後の非居住者としての課税関係

1. 課税対象となる国内源泉所得

海外勤務に伴う出国により日本における居住形態が非居住
者となった場合には、Ⅰに述べたとおり、非居住者期間中につ
いては、日本においては国内源泉所得のみが課税対象となり
ます。この場合、従業員等が勤務に伴いその雇用者から支給
される給与、賞与、諸手当等の給料は、所得税法上は給与所
得に分類され、原則として国内において行う勤務に起因して
支給されるものが国内源泉所得として取り扱われます。よっ
て、出国後の非居住者期間中に支払われる海外勤務期間に対
する給与等については、たとえ日本国内の親会社から支払わ
れていたとしても、原則として、国内源泉所得には該当せず、
課税対象所得から除かれることになります。よって、これらの
給与等については、源泉徴収の必要はありません。

また、海外勤務に関連して支給される次のような諸手当に
ついても、出国後の非居住者期間中に支払われるものに関し
ては、上記と同様の理由から、国外源泉所得として日本では
課税対象とならないため、源泉徴収の必要はありません。

■ 留守宅手当
海外単身赴任の場合に、給料の一部を日本に残した家族の

生活費等のために国内で支給するケースがあります。この場
合、たとえ国内で支払われたとしても、本人の勤務は国外で
行われているため、非居住者に対する国外源泉所得として課
税対象とはなりません。

■ 較差補填金
海外の現地法人勤務者に対して、海外現地法人と日本派遣

元法人との間の給与較差に関する補填金が支払われることが
ありますが、これも留守宅手当と同様の理由により、日本では
課税対象とはなりません。

■ 海外派遣先現地税金等の会社負担等
海外勤務者に対しては、海外勤務期間の給与等に対する海

外現地所得税等を本人に代わり会社が負担したり、その従業
員等が海外勤務期間中も日本の社会保険制度に引き続き加入
している場合にその従業員負担分保険料を本人に代わり会社
が負担したりする場合があります。この場合、これらの税金
等の会社補填による経済的利益は給与等の一部と考えられま
すが、これらも留守宅手当と同様の理由により、日本では課税
の対象となりません。

一方、出国後に支払われる給与等であっても、下記に掲げ
るもののように、海外赴任前の日本勤務期間に対応して支払
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われるものであることから国内源泉所得に該当し、日本におい
て引き続き課税対象とされ、非居住者所得に対する源泉徴収
税の対象とされるものがありますので注意が必要です。

■ 出国後支給賞与
出国後に支給日が到来する賞与について、その支給対象計

算期間のうちに出国前の日本における勤務期間が含まれてい
る場合には、その国内勤務期間に対応する部分の金額は国内
源泉所得に該当し、課税対象となります。

■ ストックオプション
出国後に権利行使したストックオプションから生ずる経済的

利益についても、日本において課税対象となる場合がありま
す。税制非適格ストックオプションに係る経済的利益につい
ては、日本の税務上、権利付与の時点ではなく、権利行使時
点で課税されることになりますが、権利付与日から権利行使日
までの期間に係る日数のうち、日本国内における勤務期間に係
る日数に対応する部分の金額は国内源泉所得に該当すること
になります。よって、海外勤務者が出国前に付与された税制
非適格ストックオプションを、出国後の非居住者期間中に権利
行使した場合には、その権利行使による経済的利益のうち国
内源泉所得部分については、給与所得として課税対象となり	
ます。

2. 内国法人の役員に対する報酬

人的役務の提供に対する給与等については、通常は国内に
おいて行う勤務に起因して支給されるものが国内源泉所得と
して取り扱われますが、内国法人の役員に該当する場合には、
その内国法人の役員としての役員報酬に関しては、たとえそ
の役員の役務提供が国外で行われたとしても、その役員の役
務提供地にかかわらず、原則として、その役員報酬を支払っ
た法人の居住地である日本の国内源泉所得に該当することに
なります。よって、海外勤務に伴う出国により非居住者となっ
た内国法人の役員に対して支払われる海外赴任期間中の役員
報酬については、国内源泉所得として引き続き日本において
課税対象となります。

この場合、その役員報酬が勤務地国である赴任先国におい
ても課税対象となるときは、いわゆる国際間の二重課税の状
態が生じます。このような二重課税の状況を軽減する制度と
しては、日本の所得税法上、外国税額控除制度が設けられて
いますが、外国税額控除は、居住者に対してその国外源泉所
得について日本と外国の双方で課税の対象となった場合の救
済規定であるため、日本において非居住者に該当する場合に
は、日本の税額計算上外国税額控除の適用は認められません。
したがって、赴任地国において、国外所得免税もしくは外国
税額控除といった二重課税軽減のための何らかの救済措置が
認められない限り、二重課税の状況を回避できないケースが

発生することに留意が必要です。

Ⅲ 会社側の留意点 
（源泉徴収と出国時年末調整）

海外勤務者に対する出国後の給与に係る非居住者としての
所得税の源泉徴収の取扱いは、出国前の居住者に対する源泉
徴収税額の計算方法とは大きく異なり、国内源泉所得に対し
て一律20.42％（2.1％の復興特別所得税を含む、以下同じ）の
源泉徴収税率の適用となります。基本的には勤務が国外で行
われているため、給与の多くは国外源泉所得として課税対象
外となりますので会社としての源泉徴収事務負担は多くない
と言えますが、前述の出国後支給賞与のような非居住者とし
て課税対象となる所得については、源泉徴収漏れとならない
ように注意する必要があります。

なお、非居住者の国内源泉所得として課税対象となる給与
等については、居住者としての課税方法ではなく、非居住者
としての課税方法が適用されます。具体的には、居住者の場
合には、まず課税対象となる給与所得の収入金額から給与
所得控除額を控除し、この給与所得控除後の金額について
基礎控除・扶養控除等の所得控除を適用した後、5.105％～
40.84％の超過累進税率（2.1％の復興特別所得税を含む）を適
用して税額が算出されます。居住者の給与等に係る年末調整
においては、その算出税額と源泉徴収された所得税額との過
不足について精算されることになります。一方、非居住者の
場合の給与所得については、他の所得と分離され、その給与
等の金額に対して20.42％の税率で課税されます。よって、居
住者の場合と異なり、給与所得控除やその他の所得控除等を
控除することはできず、前述の20.42％の源泉徴収が行われて
いる場合には、その源泉徴収のみで課税関係が完結すること
になります。

また、図表２のとおり、出国年（赴任年）については、居住
者としての期間と非居住者としての期間が混在することにな

図表2　出国年（赴任年）の源泉徴収・年末調整の考え方

国内勤務 海外勤務

居住者 非居住者

※出国後支給賞与などで国内源泉所得に該当するものについては、20.42％
の非居住者の源泉徴収が必要。なお、この場合でもこれを年末調整の対
象とする必要はない。

居住者としての源泉徴収

＋

出国時年末調整

原則として国外勤務に係
る給与は国内源泉所得に該
当しないため課税対象外。
よって源泉徴収不要。
年末調整の必要なし※。

出国

1/1 7/1 12/31
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り、税務上居住者期間中の給与等については居住者としての
源泉徴収手続、非居住者期間中の給与等については非居住者
としての源泉徴収手続をそれぞれ適用することになります。こ
の場合、居住者期間中の給与等については、通常12月の年末
時に行う年末調整作業を出国時に行うことになります（出国時
年末調整）。この出国時年末調整が行われた場合には、居住者
としての国内払い給与金額については税額計算と納税が完了
していることになりますので、その海外勤務者自身について、
他に確定申告が必要な個人所得等がないときは、居住者期間
中の税務処理については完結することになります。なお、非
居住者期間中の給与等については、20.42％の源泉徴収により
適正な税額計算が終わっていますので、出国後の非居住者期
間中に他に確定申告が必要となる個人所得等がない場合には、
源泉徴収のみで課税関係が完結することになります。

Ⅳ 従業員等側の留意点

1. 海外勤務者自身の確定申告義務

海外勤務者が出国により非居住者となった後においても、国
内源泉所得は引き続き日本において課税対象となりますので、
たとえば下記に掲げるような国内源泉所得がある場合には自
身で確定申告を行う必要があります。

・ 国内不動産の賃貸から生じる所得
・ 国内不動産の売却から生じる所得

なお、国内不動産の賃貸については、海外赴任に伴いこれ
まで自宅として居住していた不動産をその海外赴任期間中に
賃貸に出すという事例がよく見受けられます。この場合、年間
の賃貸料収入から必要経費の金額（固定資産税、損害保険料、
借入金利子、不動産管理会社手数料、減価償却費等）を差し引
いた差引所得金額がある場合には、確定申告をしなければい
けない可能性がありますので注意が必要です。

また、必要経費を差し引いた場合に所得ではなく損失にな
るときは申告書の提出義務はないと言えますが、この場合でも
不動産賃貸料について源泉徴収がされているときは、確定申
告をすることにより源泉徴収税額の還付を受けられる可能性
がありますので留意が必要です。これは、居住者の場合には
不動産の賃貸料収入に対して源泉徴収は行われませんが、非
居住者に対して不動産賃貸料の支払いが行われる場合には、
その支払いをする者は、一定の場合を除き、原則としてその
支払いの際に20.42%の源泉徴収を行う必要があるためです。

たとえば、海外勤務者が所有する不動産を個人に賃貸し、
その者が居住用に使用する場合には源泉徴収は行われません
が、不動産を法人に賃貸した場合や個人に賃貸した場合であっ

てもその借主が居住用以外の用途で使用するときは、その賃
貸料の受取りの際には必要経費等を考慮する前のグロスの賃
貸料額に対して20.42％の源泉徴収税が天引きされることにな
ります。この場合、賃貸料収入から必要経費を差し引いたネッ
トの不動産所得の金額に対して税率を乗じて計算した金額が、
この天引きされた源泉徴収税額よりも小さくなるときは、た
とえ確定申告書の提出義務がないような場合であっても、自
身で確定申告書（還付申告書）を提出して、過大に天引きされ
た源泉徴収税額の還付を受けるほうが有利になります。通常、
赴任前の自宅を１軒賃貸に出すくらいの規模ですと、必要経費
を考慮した後のネットの不動産所得金額は損失になるケース
が多いと思われますので、もし、源泉徴収税が天引きされて
いる場合には、還付申告ができる可能性に留意することが大
切です。

2. 納税管理人の設定

海外勤務により国内に住所を有しなくなる場合において、所
得税等の確定申告書の提出、納税等の必要があるときは、国
内に住所または居所を有する者のなかから申告書の提出等の
事項を処理する納税管理人を定め、納税者自身の納税地を所
轄する税務署長宛にその旨を届け出る必要があります。

この納税管理人が選定されると、以後の税務署からの通知
等は原則として外国にいる納税者本人に直接行われるのでは
なく、日本国内にいる納税管理人に対して送付され、その納
税管理人を通じて書類の受領、申告書の提出等の処理を行う
ことになります。

なお、赴任年の所得税につき確定申告の必要があると見込
まれる場合には、原則としてその出国の日までに申告書を提
出する必要がありますが、出国の日までに納税管理人を選定
し届け出た場合には、申告書の提出期限は通常の申告期限で
ある翌年3月15日となります。よって、海外赴任年もしくは派
遣期間中も確定申告の義務があると見込まれる場合には、出
国までに納税管理人を選定し、届出書を提出する必要があり	
ます。

3. 住宅ローン控除の再居住の特例

海外勤務となる従業員等が、日本において住宅を取得し過
去の年分の所得税の計算上住宅ローン控除の適用を受けてい
る場合があります。この場合、住宅ローン控除は居住者であ
ること、また、年末まで継続してその自宅を自己の居住の用に
供していることが適用の要件になっていますので、海外勤務
により転任し年の途中で非居住者に該当することとなり、その
住宅に居住できなくなった場合には、原則として、出国以後
の年分については住宅ローン控除の適用が受けられなくなり	
ます。

ただし、会社からの転任命令等に伴う転居等のやむを得な
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い事由に起因してその住宅に居住することができなくなった
ことを理由として住宅ローン控除の適用が受けられなくなった
場合で、その海外勤務が終了し日本へ帰国した後、その住宅
を再び居住の用に供したときは、居住年以後の適用期間の未
経過年分のうちその再居住年以後の各年については住宅ロー
ン控除の再適用をすることができます。ただし、この場合に
は、原則として、その出国までにあらかじめ所定の届出書を所
轄の税務署長に提出しておく必要がありますので注意が必要	
です。

4. 住民税の課税関係と住民票の出国手続き

所得税と異なり、住民税は前年課税原則を採用しており、
その年の1月1日現在において日本国内に住所を有していた場
合に、その前年の所得に対して賦課されることになります。

よって、たとえば、平成25年7月に海外赴任のため出国した
場合には、その出国日の翌日から非居住者に該当することとな
るため、平成25年1月1日現在は日本国内に住所を有していた
ことになります。この場合、たとえ平成25年は年の半分しか
日本の居住者に該当しない場合であっても、平成25年度分住
民税額（平成24年の所得に対して賦課された住民税額）の全
額を納付する義務があります。一方、平成26年1月1日現在に
おいて引き続き海外赴任中であり、日本国内に住所を有して
いない場合には、平成26年度分住民税額（平成25年分の所得
に対して賦課されることになる住民税）の納付義務は存在しな
いことになります。

なお、6月以前に出国をする場合には、その年度分の住民税
の賦課決定および納税通知書が発送される前に日本を出国し
てしまっているケースがあります。このような場合には、区
役所において住民票の海外出国に伴う転出の届出をする際に、
出国後に賦課されることになる住民税の納税方法に関して、
併せて窓口にて相談しておくとよいでしょう。 本稿は、「会社法務 A2Z」（2013 年 5 月号 / 第一法規株式

会社）に寄稿したものに一部加筆したものです。

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。

KPMG 税理士法人
インターナショナル エグゼクティブ サービス
パートナー
佐藤　孝始
TEL:03-6229-8368
takashi.sato@jp.kpmg.com

KPMG 税理士法人
インターナショナル エグゼクティブ サービス
マネジャー
吉良　智幸
TEL:03-6229-8049
tomoyuki.kira@jp.kpmg.com

TEL:03-6229-8368
TEL:03-6229-8049
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経営トピック①

未来を拓くコーポレートコミュニケーション　
第７回　青山学院大学大学院教授　北川哲雄先生に聞く
今、資本市場に求められる「長期的視点」と統合報告の可能性

【聞き手】

KPMG ジャパン 統合報告アドバイザリーグループ

統括パートナー　沢田　昌之

これまで「未来を拓くコーポレートコミュニケーション」と題して 6 回にわたり、
統合報告の議論の経緯、南アフリカの統合報告導入事例、国際統合報告評議会

（IIRC）が公表した国際統合報告フレームワークのコンサルテーション草案の解
説、IIRCのCEOポール・ドラックマン氏のインタビュー、統合報告の実践へ
の提案を紹介してまいりました。
本稿では、証券アナリストとして長年活躍され、現在は、青山学院大学大学院
で教鞭をとられている北川哲雄先生にお話を伺いました。現在の資本市場と事
業会社が抱える様々な課題に対する深い洞察をもとに、この１年に多くの欧米
企業を訪問されたご経験も交えたご発言は、よりよいコーポレートコミュニケー
ションのあり方を模索する組織や人々にとり、深い示唆の得られる内容となり
ました。

 

【ポイント】
◦  よりよいコミュニケーションの展開には、対象となる相手との関係構築を

進め、相互理解を深めていくことが大切であり、優れた欧州企業は多くの
努力を続けている。欧州企業のグローバル化進展の歩みは、日本企業の参
考となる点が多い。

◦  持続的成長を実現するためには、経営者が強い意志をもって内部の仕組み
づくりにかかわらなければならない。普遍的な価値観の共有を組織内で浸
透させることが不可欠だ。

◦  日本企業は従来、長期的な視点に基づく経営を行ってきているが、投資
家の理解を促す努力が十分ではなかったのではないか。英国における Kay 
Reviewに触発された検討が始まっているが、日本の実情に適合した投資家 
と企業のWin-Winな関係構築に向け、事実に即したレビューが必要である。

◦  統合報告への取組みは、日本企業の発想の転換を促すだろう。今後の展開
のためには、統合報告等について、第三者の視点から評価する仕組みを、
社会として導入することも有効であろう。

左： 北川　哲雄 教授 
青山学院大学大学院　 
国際マネジメント研究科

右： 沢田　昌之 
KPMGジャパン  
統合報告アドバイザリーグループ 
統括パートナー
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Ⅰ 欧米の事例から学べること①
投資家とのコミュニケーション

KPMG：本日はありがとうございます。早速ですが、先生
は、この１年、多くの欧米企業を取材されてきたと伺って
おります。そこで、まず、最初に、欧米企業のコミュニケー
ションにおける工夫を鑑みたうえで、日本企業に対するヒ
ント等をいただけますでしょうか。

北川教授：欧州とアメリカでは、様相がかなり違います。米国
は企業ごとに大きな相違がありますが、欧州では全般的に経験
に基づく深化がみられるような気がします。

その理由は、長期投資の機関投資家との関係に対する考え
方の違いにあり、欧州企業は、彼らとフレンドリー、あるいは
Win-Winの関係にあることを重視しています。その実現のため
に、やり方や内容について考えぬき、工夫を怠ることはありま
せん。

イギリスを中心に、欧州では、広く情報開示しようとする機
運が高まりをみせています。機関投資家と事業会社とで洗練
された関係構築を目指しています。そのためのキーワードはお
互いに「長期的な企業価値の向上を求める」というものですが、
かけ声だけに終わっていません。機関投資家のこれら事業会
社に対する評価も、企業とのコミュニケーションが進むにつれ
高くなってきており、ここには相互理解がみられます。

KPMG：日本企業には、投資家との相互理解に向けた努力
が不足しているのでしょうか。

北川教授：説明する側の成熟度の問題はあるでしょう。たとえ	
ば、企業側に伝えたい内容や言いたいことがあっても、十分に
伝える活動をためらったり、過去の中期計画に挫折し反古にし
てしまったりというケースもあり、もどかしさを抱えたままで情
報開示活動が継続されている面もあると思います。

KPMG：欧州における国同士の違いはあるのでしょうか。

北川教授：かつてはありましたが、今や、大陸と英国の差はな
くなりつつあるといえるでしょう。ロンドン市場に上場している
企業も多く、多くの投資家が英国で活動しているからです。も
ちろん、各国ごとのルールも存在していますが、IFRS の採用も
あり、英国的なスタイルに収束しつつあるようです。

KPMG：米国においてはどうでしょうか。企業ごとの差は
なくなる傾向にあるのでしょうか。

北川教授：現実には濃淡があります。企業の一部は、投資家
が一般にアグレッシブで、かつ、様 な々投資スタンス（ヘッジファ

ンド、アクティビスト、従来のロングオンリー）が混在している
ために、情報開示にナーバスな対応となっているように見えます。
現実を踏まえたうえで、より積極的なコミュニケーションの立場
をとる企業と、一歩ひいた構えをとる企業との二極化がみられる
ようです。二極化という点は、日本と似ているでしょう。米国だ
けを参考にしてしまうと、一歩ひいた構えをとる会社を参考にし
がちとなってしまうのではないでしょうか。

KPMG：歴史的に日本は米国企業を参考する傾向があるよ
うに思えます。

北川教授：これまでは、IRといえばアメリカが主流でニューヨー
ク証券取引所（NYSE）への上場企業も多かったため、米国を
お手本にせざるを得ない面がありました。また、アグレッシブな
スタイルの投資家への対応については、日本企業も何社かは同
じ悩みを持っています。

KPMG：欧州についてみると先ほど経験に基づく深化があ
ると言われましたが、もう少し具体的に言えばどういうこ
とでしょうか。

北川教授：この点については、欧州を拠点とするグローバル企
業が日本企業にとって参考になってくると思います。グローバル
レベルでのシェアホルダーとの関係性構築を考えるうえで、参
考となる点が欧州企業に多くあります。特定地域の情報開示の
みに偏ることなく、多様性を加味した対応をしています。私のよ
うに1980年代の欧州企業の超保守的な情報開示を知る人間に
とっては驚きの変化です。欧州企業の優れた取組み事例の中で
は、企業が洗練されたコミュニケーションを投資家と進めてい
ます。企業側にその必要性を理解した体制がとられています。

KPMG：日本企業も、投資家の関心の変化に適応するよう
な活動を展開すべきなのでしょうか。

北川教授：歴史的な経緯もあり、欧米、とりわけ欧州の一流と
いわれる企業は、どのような機関投資家に株を保有してほしい
のかを明確に頭に描いているといえます。その意識を有したうえ
で、現実との「ギャップ」を解消しようとし、良質な投資家との
関係構築に細心の注意を払う努力を続けています。現在の株式
保有の有無にかかわらず、自らのパートナーとして「望ましい投
資家」を対象としIR 活動を行っています。もっと積極的にone	
to	one	meetingで「どうしたら投資してもらえるのか」という質
問を彼らにする例もあります。

つまり、長期的な視点での投資価値を見据えるような投資
家に対応するための訓練ができているのです。

欧州の社外取締役のメンバーをみていると、資本市場や
CSR等について豊富な経験を持たれる方もおり、多様で有能
な人材が執行役員であるCFOやIRオフィサーをサポートして
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いることがわかります。日本では、社内にこういった人材が少
ないため、情報開示政策に関する助言を、社外（証券会社等）
に頼りがちです。そのため投資家との関係も非効率なものに
なっているのではと危惧しています。

Ⅱ 欧米企業から学べること②　
仕組みづくり

KPMG：ギャップ解消のためには社内での人材育成も重
要で、これは大きな課題だと思います。まず、この点に関
連して、持続的成長実現のための内部の仕組みについて、
欧州企業から学べることとして、どのようなものがあるで
しょうか。

北川教授：経営者が強い意識をもって、内部の仕組みづくりに
取り組んでいます。長期的な経営体制の継続性もあります。イ
ンテグリティや理念が極めて重要視され、論理的に記述したう
えで全社員が共有しており、簡単に変えたりすることはありませ
ん。それは、統合報告等の記載にも反映しています。そのため
一見、とっつきにくいのですが、熟読すれば納得感が高いもの
になっています。欧州大陸系の企業の場合には、時として極め
て論理哲学的ですらあったりします。

KPMG：簡単に変わることにない理念や考え方をベースに
企業が運営されており、それが企業の末端まで理解が浸
透しているが故に、持続的な成長が可能ということでしょ 
うか。

北川教授：Way や responsible 等の言葉を基本的理念の説明
に用いことが多いのですが、それらの基本理念を全うするため
にこそ、ESG（ESG：Environmental（環境）、Social（社会）、	
Governance（ガバナンス））等の活動の重要性がかかわってくる
のです。グローバルで事業展開する場合には特に、理念に普遍
性がなければなりません。単なる短期的 Performance 重視の
施策を語るのでは済みません。優れたビジネスモデルを構築す
るにあたり、CSRの重要性も意識し体系化を進めなければなら

なくなります。
20年前に私はロンドンで仕事をしていましたが、当時と比

較すると、グローバル化の進展には雲泥の差があります。そ
の頃、グローバルを意識した活動が盛んであったわけではあ
りません。ましてや、ビッグバン以前は、極めてローカルです
らありました。つまり、かつては欧州も事業自体はグローバル
に展開していてもローカル主体の経営が主流だったわけです
が、15年くらい前から、グローバルを意識したものに大きく
変容してきたのです。

KPMG：Way や理念を浸透させ、その浸透のモニターの
ためのより具体的な仕組みはどのようなものでしょうか。

北川教授：企業によっては、社外取締役がその役割を担当する
場合などもあります。一般的にみれば、社内に留めておくような
情報、たとえばコンプライアンスマニュアル等も、外部に開示し
たりしている例があります。

ここには社会の公器である企業は、なるべく情報をオープ
ンにして透明化することが必要であるという考え方が根底に
あります。この考え方の実践には当初は大変な勇気がいるで	
しょう。

多国籍企業であればあるほど、様々な事件が起こります。
その時に、その事件が企業の仕組み等に起因する不備なのか、
特定の従業員の過失によるものなのかの原因を詳らかにする
必要があるのです。「自らの社内基準と照らし合わせて、事実
をどう捉えるか」についての言及がなければ、投資家に理解さ
れ、多くのステークホルダーに支持されたうえでの持続的な成
長はなしえません。

たとえば、ある国で適用されている厳しい基準があるなら
ば、国の実情に合わせて変化させるのではなく、最高に厳し
いものをグローバルの基準とし全世界に適用し、事件などが
起こった場合には、自らのルールや仕組みに照らして、事実を
正直に開示するという姿勢が必要となります。これは実はたい
へん困難なことなのですが、実践している企業が多くなってい
ます。

日本の法人にグローバルの厳しいルールを適用すれば、結
果的に国内の取引先にもそのルールに敷衍することを要請す
ることになります。日本では、当初なかなかやりにくいことで
はありますが、これは不可避です。最初は抵抗があるでしょ
うが、きちんと適用できてくるならば、数年経つと「そうすべ
き事項だったのだ」という気付きが生まれてきたという先例も
あります。普遍的であることが重要であり、多様なカルチャー
の享受といった浅薄な概念で片付けられる話ではありません。
結果として、欧米とりわけ欧州におけるCSR担当部長の社内
的な地位は極めて高くなります。
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KPMG：日本では、CSR 担当者の方の社内での発言力が
まだ十分ではない、とも言えますね。

北川教授：企業がグローバル展開する際、常に「最悪」の状況
を念頭に入れて準備し、基準化しておくということです。最初
はたいへんに違いありませんが、一度成文化し浸透していけば、
自然と受け入れやすくなってくるものです。「よく練って考えられ
た」行為の結果であれば、必ず成果が得られるのです。

Ⅲ 長期的思考と日本企業
日本版 Kay Review に向けて

KPMG：今般、経済産業省を中心にスタートした「日本版
Kay Review」の検討にあたり、先生は委員となられてい
ると承っています。日本の環境が欧米とは異なる点を踏ま
え、日本での展開について、どのようなご意見をお持ちで
すか。

北川教授：まだ、検討が始まったばかりなのですが今後活発な
議論が期待されます。私見ですが、日本の場合、事業会社と
投資コミュニティとの関係が洗練されていない面が未だあるよう
な気がしています。かつて、私はバイサイドアナリストでしたが
企業は投資家とのコミュニケーションについて、身構えた態度を
とってしまう時代が長かったと思います。歴史的に株式持ち合
い等が多く行われてきたためでもあるのでしょう。外国人投資
家による株式保有はこの10 数年で伸びてきたものの、まだまだ、
企業と投資家の間が Win-Winになるような関係が築けてはいな
いような気がします。

事業会社の中には「投資家は短期指向で、自分たちの時間
軸と合わない」というイメージをお持ちの方も多く、同じ問
題意識が英国において昨年指摘され、John	Kay教授（ロンド
ン大学）による報告書が作成されました。通常Kay	Reviewと
呼ばれています。今回のプロジェクトの発足も一部このKay	
Review	に刺激を受けたものと思います。

日本でも同様の状況が存在するとされているのですが、こ
れには投資コミュニティの側にも課題があると思っています。

企業が説明のための努力を続けていても、投資家が見向きも
しないのようであるならば、改善が必要です。

ファクト・ファインディング（事実確認）が済んでおらず、
まだまだ、不明なことが多く残っています。コミュニケーショ
ンのためのツールや、相互意識等についてギャップが存在す
ると私自身は推定しており、日本の現状に即したレビューが必
要だと思います。

KPMG：IIRC の CEO であるポール・ドラックマン氏も指
摘していることですが、200 年以上続いている企業の４割
は日本企業であるという事実があります。つまり、日本企
業の多くは、長期的な経営を実践してきており、特に、京
都を拠点に活動している企業に多くみられるように思いま
す。その特徴から、なにかお気付きの点があれば、教えて
下さい。

北川教授：優れた経営理念をもち、それを貫徹された経営をし
ている立派な企業は確かに多いです。同じ分野でゆるぎない地
位を持ち継続して優れた業績を残される企業がある一方で、あ
る事業部門や領域に固執せず、ビジネスドメインを発展的に変
更することで、超長期にわたり成長しているしなやかな企業もあ
ります。人材育成の取組みも日本企業の宝といって良いでしょう。

しかし、投資家に対し、それらを表現する能力、アピール
する力が足りないと私は見ています。企業サイドが「相手は理
解しているだろう」という認識に対し、投資家の理解レベル感
に相違があり、その違いを突き詰めて確認する作業が不足し
ているのではないでしょうか。

投資する側の目線にあった示し方、理解しやすいやり方で、
さらに、投資コミュニティにおける共通言語を用いた説明が大
切です。また注意しなければならないのは中期目標数値を語
る場合です。細心の注意が必要です。たとえば、過度に保守
的な見通し等を示してしまうと、投資家からは「チャレンジン
グではない」と見られてしまいますし、あまりに高い目標数値
を掲げてしまうと「謙虚さが足りない」とも言われます。この
点、スマートな欧州の開示戦略に学ぶべきでしょう。投資家の
理解の度合いや、予想されるリアクション、距離感を推し量る
ことが必要になります。時として余計なことを言わない、「蛇
口を閉める」ことも必要となります。

私自身は多くの企業の開示内容をCSR報告書の類まで徹底
的に読んでみることをこれまでしてきたのですが（かなりマニ
アックですね）、実は欧米の優れた企業であっても、最近10年
間は試行錯誤を繰り返しています。簡単に解決できる課題で
はありませんから、着実に焦らず取り組むことが肝要かと思い
ます。情報開示全般に関して、企業の中で多大な時間とコス
トをかけて行われていますので、しかるべき外部の人に定性
的な評価をしてもらうことも必要かと思います。私が素晴らし
いと思う欧州製薬企業の場合、いまでこそ世界ナンバーワン
のIR企業と言われていますが、外部のアドバイザー（この方が
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たいへん辛口だそうですが）との徹底的な議論によって今日に
至ったと聞きます。

Ⅳ 統合報告への取組み 
効果と施策

KPMG：昨今、統合報告への注目が高まっていますが、そ
の実現にむけて、日本企業に望ましい組織はどのようなも
のでしょうか。

北川教授：コーポレ―トコミュニケーションという名称の部署を
設置する企業が増えてきています。IRや CSR、統合報告等の
活動を抱合、統合した部署がなければ、組織内活動に齟齬が
生じてしまいます。発信する情報は、統合し、まとめて、長期
的な価値を判断するための情報として提供する、ということで
す。企業トップの直属に近い位置、たとえば、CFO 直下などに
置くことが望ましいと思います。

KPMG：今の日本企業では、広報・IR、CSR、経営企画
等が基本的には違う部署として置かれている例が多いわけ
ですが、一本化して、管理し、展開する部署ということで
すね。我々も、多くの企業の方と継続的に様々な議論をす
る機会がありますが、まだまだ、コーポレートコミュニケー
ションの統括組織は少なく、担当者が悩まれている現状で、
今の組織はそのままにして、プロジェクトチームを組成し、
検討を始める例が多いようです。

北川教授：議決権行使の問題が絡んでくると、当然総務部門に
もかかわりが生じてきます。広い意味で、コーポ―レートコミュ
ニケーション全体を捉える必要があります。欧米では、投資家
側の要請で、ガバナンス、CSR 等の責任者が直接面談する頻
度も増えてきています。たとえば、詳細な内容について情報提
供を求められた場合、組織としてきちんとリファレンスできる体
制を構築していれば、理解が得やすくなります。

フランス等では、人事管理上の詳細データの開示を国が要
求しています。そして、それらの情報も、統合報告等からの
リファレンスが可能であり、極めて機能的な仕組みとなってい
ます。また、製薬業界では、副作用の情報等が、一元管理さ
れたりしています。

多様なステークホルダーの価値観は様々で、これに応える
仕組みを構築することが必要であり、結果としてCEOの価値
判断も支援できます。一番のメリットを享受するのは、実は
CEOなのかもしれません。

KPMG：統合報告のメリットはどこにあるのでしょうか。
制度ではなく、自主的な取組みである以上、トップの理解
がなければ実際には取り組むことは難しいです。社内稟議
に付してもメリットを説明しきれない等の悩みを、多くの
担当者が抱えています。

北川教授：投資家サイドから海外企業との比較に日々さらされ
ている企業においては、その作成メリットは明確です。食品・
飲料、製薬企業、自動車会社などが例として挙げられます。実
は、日本企業の多くが、海外の同業他社の情報開示の動向を
あまりみていないようです。そして、その事実を確認した際には、
驚愕されることが多いようです。しかし、今後は人材獲得面を
考えても、国際的な比較は重要になります。コスト削減効果も
長い意味で期待できます。統合報告では、CEOの語る内容が
非常に重要なのですからCEO自身による渾身の思いを表現して
欲しいと思います。

一方で、企業の特質を抜き出し表現することが肝心ですか
ら、他社を参考にすることはあっても、マネをしないという姿
勢も大切です。また正直に語り示そうとする態度も重要です。
そして時系列に長めの過去の事象の開示も有効です。たとえ
ば、過去における失敗事例なども含めるべきです。毎年、な
るほどと思える進歩のある興味深い内容にすべきです。そう
でないとまったく新鮮味がないものになってしまいます。CEO
がメッセージの中心を構成すべきであると同時に、現場からの
声や外部からのフィードバック等も活かす仕組みが大切になり
ます。これらは、日本企業の「発想の転換」を促します。

前述したように、欧米でも、最初は苦労しているのです。し
かし、2−3年経過すると有効性が明確になり、社内の雰囲気
にも変化がみられるようになってきます。そのためには、やは
り、必ず、第三者の目を取り入れるようにすべきです。厳しい
指摘も受け入れる、受け入れようとする体制、姿勢も重要で
す。内容向上のために、辛口の評論家の存在にも期待があり
ます。CSR関連の視点、投資家の観点等、多様な立場からの
辛口批評は、改善を進めるために、なくてはならないものだ
と思います。たとえば、米国西海岸を中心とするIT企業では、
相互に批判をしあう文化があります。外部の有識者、大学教
授等を招いて、相当厳しい議論を行ったりしています。

KPMG：グローバル比較の重要性についてはわかりました
が、他になにか日本企業にとって、統合報告の取組みによ
り得られるメリットにはどのようなものがありますでしょ
うか。

北川教授：統合報告そのものは、欧米でもまだ歴史があるもの
ではありませんから、日本企業がアドバンテージを獲得できる
可能性はあります。証券アナリスト協会はディスクロージャー
評価を行っており、その中の好事例としてある食品会社を紹
介しています。この企業は、欧州企業との比較と現状分析を
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行う際に、法定開示か否かは関係なく、自らの劣っている点を
素直に認識し開示するようにしました。任意開示故の様々な課
題も指摘されたものの、結果的に優れたディスクロージャーが
行われるようになり、投資家とのコミュニケーションも円滑に
なりました。また、短期的利益志向に基づく質問等には回答し
ないなど、対応にもメリハリをつけ、投資家とのギャップ解消
にも効果が生まれました。

KPMG：我々も統合報告アドバイザリーグループとして組
織化後、１年が経過しました。企業の興味はさらに高まり、
具体的なアクションが起きているように感じています。

北川教授：同感です。特に、投資家あるいはアナリストとして
の経験を有する人材が、IRにかかわっているような企業も出て
きました。よい事例を表彰しようとする動きもあります。ただ
し、公平で明確な基準が必要なのではないかと考えています。
最近高い評価を受けた企業の場合、たとえば、あえてわかり
やすい説明を避けて自らのビジネスモデルの根源を全面に打
ち出したレポートを作成したり、研究開発ポリシーを全面的に
取り上げて説明するといった工夫を施している例がみられるよ
うになってきています。

KPMG：企業の方と話をしていると、統合報告について未
達成な部分についての自己認識はされているように感じ
ています。情報収集の難しさも実感されているようです。
ビジネモデルやストーリーの検討にも課題がありますが、
KPI 開示に必要なデータ取得にはシステム上の難しさなど
もあるようです。

北川教授：欧州の製薬企業の例として、取締役会の議事
（agenda）に関する情報開示の項をみてみると、多様なメンバー
で構成される取締役会における概括的な内容の議論の機会が
設定されています。取締役会の議事として取り上げ、記録として
残し、これをベースに展開する中で推進力が生まれ、トリガー
にもなったりするようです。

日本では情報開示の重要性に理解があり、かつリーダーシッ
プのあるCEOの下では比較的取り組みやすいようで、そのよ
うな企業が増えてきているようにも思えています。経営者の意
識も変わりつつあるのではないでしょうか。

KPMG：我々も、日本企業にとってメリットになれば、と
考え活動しています。

北川教授：コーポレートコミュニケーション部隊は、戦略部門と
して、捉えないといけないのです。そして、外部からの声を企
業は必要としています。多くの報告書を読めば、多くの発見が
あります。海外企業の多くはオープンでフレンドリーですから、
まず、そのような雰囲気をつくる努力が必要です。

KPMG：人材面の課題も多く、育成の必要性もありますね。

北川教授：統合報告の evaluate（評価）の仕組みを、社会とし
て有することが次のステージとしてあるように思っています。折
角の有意義な行為は社内外で評価される仕組みがなければ意
味がありません。志ある人が評価機関（NPOでも良い）を立ち
上げることが急がれると思います。

統合報告を通じて、自社のことを改めて深く考えるきっかけ
が生まれます。同時に、他社のことも知る機会にもなっていき
ます。そしてその際ネガティブな情報でも愚直に開示すること
も肝要です。投資家はそのマイナス面を企業がどう克服する
かについて着目しています。そういった活動を通じて、投資家
との認識ギャップの解消が進み、より建設的な新たな関係の
構築が図られていくのだと考えています。

KPMG：本日は、たいへん興味深いお話をありがとうござ
いました。

【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）
「第 6 回　統合報告の実践に向けて」
（KPMG Insight Vol. 2/Sep 2013）

KPMG ジャパン
「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まいります。
ウェブサイト
http://www.kpmg.or.jp/integrated-reporting

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 ジャパン
統合報告アドバイザリーグループ
TEL： 03-3548-5106 （代表番号）
integrated-reporting@jp.kpmg.com
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アジア上場 第6回 タイ証券市場
有限責任 あずさ監査法人／ KPMG ジャパン

アジア上場アドバイザリーグループ

KPMG タイランド パートナー T
タ ネ ー ト

anate　K
カ セ ム サ ー ン

asemsarn （監修）

タイチーム・チームリーダー パートナー 坂本　大輔
タイチーム シニアマネジャー 井戸　志生
タイチーム シニアマネジャー 北村　雄二朗

近年、アジアにおける事業展開に際しての知名度の向上、あるいはアジア地域
で増加している資本へのアクセス等を目的として、アジア証券市場において資
金調達を行う事例が増加しています。このような背景のもと、日本企業による
アジア証券市場における資金調達という観点から、シンガポール、中国、台湾、
香港、韓国のアジア５市場における主要論点を連載してきましたが、これに引
き続き、本稿ではタイの証券市場の特徴と、株式上場までの手続の概要、上場
要件、上場後の開示等の義務について解説します。
なお、文中意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りして
おきます。

 

【ポイント】
◦  東南アジアの中心拠点として、またチャイナプラスワンの拠点として、タ

イへの注目度が高まっている。
◦  タイ証券市場の時価総額は2009年からの3年間で40％以上の伸びを示し

ており、アジアの証券市場の中で最も成長が著しい市場である。
◦  タイには外資規制があり、外国人あるいは外国籍企業が過半数を出資する

会社が事業活動を行える業種は制限されているが、持株会社や製造業は規
制の対象外となっており、子会社のまま上場も可能である。

◦  タイを東南アジアの中心拠点として機能させることを目的として、上場要
件を緩和したホールディング・カンパニー（持株会社）のスキームが新設
された。
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Ⅰ タイ証券市場の特徴

1. タイの紹介

タイは東南アジアの中心部に位置し、国土は日本の約1.4倍、
人口は約6,600万人の立憲君主制国家です。首都はクルンテー
プ・マハナコーンで、通称バンコクと呼ばれています。2012
年の１人当たり名目GDPは約5,700USDですので、日本の１割
強程度となります。

2009年には、タクシン政権をめぐる衝突や軍事クーデター
が発生しましたが、現在の政情や治安は他の周辺諸国に比べ
て安定しており、電力や港湾といったインフラ面も整備されて
います。さらに、タイ国投資委員会は、指定の投資奨励事業
について、手厚い税務上の優遇策を講じており、製造業を中
心にすでに多くの日系企業が進出しており、産業の集積が進
んでいます。

なお、タイにとって日本は最大の貿易相手国であり、また自
動車や電機産業といった日系企業の重要な製造拠点でもある
ことから、親日的で日本ブランドへの信頼が厚い風土がありま
す。このような背景から、いわゆるチャイナプラスワンの拠点
としてタイへの注目度が高まっています。

2. タイで上場することのメリット

タイで上場することのメリットとしては、大きく以下の３点
が挙げられると考えます。

（1）  タイでの知名度向上や企業ブランドイメージの向上
（2）  現地役員や従業員の忠誠心の向上とインセンティブ
（3）  成長する ASEAN とその周辺市場への足がかり

アジア地域の経済発展に伴い、タイにおいても中間層の購
買力は増加しており、約6,600万人のマーケットは日本企業に
とっても有望な市場と考えられます。

また、海外からの積極的な投資によりタイの労働市場は逼
迫しており、現地において優秀な人材を確保することは、現
地企業の最優先課題の1つでもあります。

さらに、タイはASEAN（東南アジア諸国連合）のほぼ中心
に位置し、またインドや中国といった大国にも近く、近年注目
されているミャンマーとも隣接していることから、ビジネス地
政学的に要衝とされています。

以上から、株式上場してタイに拠点を構えることで、
ASEANや周辺巨大市場への足がかりとなることが期待でき
ます。タイ政府としても、2013年より上場会社の法人税率を
23％から20％に引き下げるとともに、海外の企業にタイを
ASEANあるいはアジアの中心拠点として活用してもらうべ

く、持株会社の誘致にも力を入れています。

3. タイの証券取引所の特徴

タイの証券市場には、約550の企業が上場しており、日系企
業では、AEON	THANA	SINSAP、FURUKAWA	METAL、
MURAMOTO	ELECTRONといった会社がタイの証券取引所
に上場しています。

タイの証券取引所の市場規模は、東南アジアではシンガポー
ルに次ぐ規模となっています。特に、市場の時価総額は2009
年から2012年の間で40％以上の伸びを示しており、成長著
しいアジア圏の中でも圧倒的な成長率を誇っています（図表1
参照）。2013年に入ってもインフラ関係などを中心に9月まで
に25件の新規上場があり、市場の好調ぶりをアピールしてい	
ます。

タイの証券市場にはメイン市場（Stock	Exchange	in	Thailand、	
以下「SET市場」という）と代替投資市場（Market	for	Alterna-
tive	Investment、以下「mai市場」という）があります（図表2
参照）。

SET市場はタイの主要取引市場であり、主に大企業向けの
市場です。タイで上場している企業の８割以上がSET市場に
上場しています。一方、mai市場は1999年に誕生した、主に
将来の成長可能性を重視した中小企業向けの市場です。上場
基準においてはSET市場が原則３年以上の事業継続や３千万
バーツ以上の利益計上が求められるのに対し、mai市場では、
継続事業要件が２年以上と短縮されているほか、利益の金額
要件などが緩和されています。

図表１　アジアの主要証券市場の時価総額の推移
 （百万ドル）

市場名 2010年 2011年 2012年

東京証券取引所 3,827,774 3,325,388 3,478,832

香港証券取引所 2,711,316 2,258,035 2,831,946

シンガポール 
証券取引所 647,226 598,273 765,078

タイ証券取引所
（SET市場） 277,732 268,489 389,756

図表２　SET市場とmai市場の比較（2012年12月末）

SET市場 mai市場

上場会社数 477 81

時価総額  
（ 百万バーツ）

11,831,448.07
（約 33 兆円）

133,017.08
( 約 3,700 億円）
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なお、現在のところタイ証券取引所でプライマリー上場でき
るのはタイの公開株式会社法に基づき設立された会社（タイ法
人）のみとなります。外国籍企業（タイ以外の国・地域におい
て設立された会社）は、現在のところSET市場にセカンダリー
上場することのみが認められています。

4. 子会社上場と外資規制

タイ法人であれば、外国籍企業の子会社であってもプライ
マリー上場が可能です。しかしながら、タイでは国内産業の
保護等を目的として「外国人事業法」により、外国人あるいは
外国籍企業の出資比率が50％を超える会社（以下「外国人所
有企業」という）が、タイ国内で事業活動を行うことができる
業種が制限されています。そのため、新たに日本人オーナー
の所有する会社、あるいは日本企業のタイ子会社を設立し、
出資比率の過半数を維持したまま当該会社を上場させようと
する場合には、外国人事業法の規制対象外の業種に限られま
す。外国人事業法の規制業種には農業、建設業、サービス業
といった幅広い業種が含まれていますが、持株会社、製造業
および一定の規模を持つ卸売業、小売業などは規制の対象外
となっているため、子会社のまま上場させることも可能です。

なお、タイ証券取引所は、タイの立地を生かした持株会社
の設置を促進する目的として、継続事業要件などの上場要件
を緩和したホールディング・カンパニーという特別の上場基準
を設けています。このスキームを利用することで、規定の浮動
株比率（20％～ 25％）を除いた出資比率を維持したまま、持
株会社を上場させることが可能です。ホールティング・カンパ
ニーの上場要件については、後述のⅢ.２.特別上場基準として
のホールディング・カンパニーで説明します。

Ⅱ 株式上場までの手続の概要

タイの証券取引所への一般上場基準によるプライマリー上
場までの流れの概要は、図表3のとおりです。

1. 事前準備手続

事前準備段階においては、上場申請前に必要な事項の洗い
出しや対応を行うため、タイ証券取引委員会が認定するフィ
ナンシャルアドバイザーを任命します。フィナンシャルアドバ
イザーは、デュー・デリジェンスの実施、組織および資本構
造の再編成、IPOおよび上場申請に必要な書類の準備等を行い
ます。また、独立取締役の確保等、上場会社に必要な組織上
の対応を行います。

2. 上場申請書類の作成および提出

新規上場に際し、株式募集のための申請書類をタイ証券取
引委員会へ提出し、株式上場のための申請書類をタイ証券取
引所へ提出する必要があります。これらの書類は、フィナン
シャルアドバイザーと協力して作成することになります。

3. 申請書類の審査

タイ証券取引委員会は、すべての必要な書類を受領してか
ら45日以内に申請内容を検討します。タイ証券取引所による
上場申請の審査は、書類が提出されてから７日～10日で完了
します。これら審査の間に、タイ証券取引委員会およびタイ
証券取引所によるマネジメントへのインタビューが実施され	
ます。

4. 株式上場

株式募集および上場の認可がされ、株式の募集人と引受業
者を任命し公募を行い、上場に必要な少数株主比率が確保で
きたことを確認した後、一定の手続を経てタイ証券取引所に
株式を上場し、取引が開始されます。なお、タイ証券取引所
は市場の動きから生じる価格変動リスクを緩和するため、公
募完了後、３～４日以内に上場することを奨励しています。

図表3　タイ証券取引所への上場までの流れ

－フィナンシャルアドバイザーの任命

－監査委員会の設置と独立取締役の任命

－公開株式会社への転換

－必要に応じ、会計監査人の変更
　　（タイ証券取引委員会の認定監査人名簿から選任）

－プロビデントファンド（確定拠出年金制度）の設立

－IPO申請書の作成・提出

－取引所への上場申請書の提出

－タイ証券取引委員会およびタイ証券取引所による
　マネジメントへのインタビュー

－株式募集および上場の認可

－株式の募集人と引受業者を任命し公募を実施

－株式流通報告およびその他必要書類をタイ証券
取引所に提出後、３～４日以内に取引開始

事前準備手続

上場申請書類の
作成および提出

申請書類の審査

株式上場
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Ⅲ 株式上場に係る形式基準

1. 一般上場基準　

SET市場およびmai市場へプライマリー上場する際の形式
基準は、図表4のとおりです。特徴として、mai市場では会社
規模や事業実績等の要件が緩やかになっている点が挙げられ
ます。

2. 特別上場基準としてのホールディング・カンパニー

前述のとおり、タイ証券取引所も、タイの立地を生かした
持株会社の設置を促進する目的としてホールディング・カン
パニーというスキームを設置し、継続事業要件などの上場要
件を緩和した特別の上場基準を設けており、基準を満たせば、
SET市場、mai市場のどちらでも上場可能です（図表5、図表
6参照）。

ホールディング・カンパニーのスキームは、事業を営むコア
子会社と、それを保有する持株会社のグループ企業から構成
されます。ここでいう持株会社とは「実質的には事業を行って
いないが、国内・海外の事業会社の株式を保有し、これらの

図表4　株式上場に係る形式基準

市場　

項目
SET市場 mai市場

組織形態 公開株式会社または特別法に基づき設立された会社

規模 払込資本金額（公募後）が 300百万バーツ以上 払込資本金額（公募後）が 2 千万バーツ以上

設立後の 
経過期間等

・上場申請前に 3 年以上の事業活動実績
・上場申請前の 1 年以上、同一のマネジメント

・  上場申請前に 2 年以上の事業活動実績があり、上場申
請前の 1 年以上は概ね同一の執行役グループによる経営
がされていること（事業活動実績が１年のみの場合、時
価総額が 10 億バーツ以上である必要があり、その場合
には、下記の収益力の要件は免除）。

収益力

次の①②③の基準をいずれも満たすこと
①  直近 2 年または3 年間の累積純利益が5 千万バーツ以 

上。
②  直近 1 年間の純利益が 3 千万バーツ以上。
③  上場申請年度の申請直前までの四半期損益の累計が純

利益であること。

次の①②の基準をいずれも満たすこと。
①  直近 1 年間に純利益を計上していること。
②  上場申請年度の申請直前までの四半期損益の累計が純

利益であること。

株式分布

以下の要件をいずれも満たすこと。
①  1,000名以上の少数株主数
②  以下の浮動株比率
 ・ 払込資本金3億バーツ以上30億バーツ以下の場合、

25％
  ・払込資本金30億バーツ超の場合、20％

以下の要件をいずれも満たすこと。
①  300 名以上の少数株主数
②  20％以上の浮動株比率

コーポレート
ガバナンス

①  取締役の 3 分の 1 以上が独立取締役であること。
②  監査委員会（3 名以上の取締役から構成され、そのうちの

1 名は財務・会計の知識を有する必要がある）の設置。
③  マネジメントがタイ証券取引委員会の禁止する特徴を有さ

ない等、優良なコーポレートガバナンスが構築されているこ
と。

同左

プロビデン
トファンド

上場申請日において、プロビデントファンド（タイの法律に基
づき設立される確定拠出年金制度）が設立済みであること

同左

財務諸表

①  個別財務諸表および連結財務諸表
②  タイ国会計基準に準拠 

上場会社は公的責任会社向けタイ国会計基準（IFRS と
ほぼ同等）に従う必要がある。

③  会計監査 
上場直前期については、タイ証券取引委員会の認定監査
人名簿から選定された会計監査人の監査を受ける必要が
ある。

同左
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投資から利益を認識する企業」とされています。
なお、持株会社が外国人所有企業である場合には、コア子

会社も外国人所有企業と判定されるため、タイで事業を行う
コア子会社は外国人事業法の制限を受けることにご留意くだ
さい。

図表6　ホールディング・カンパニー上場の形式基準

持株会社 コア子会社

要件 持株会社とは、実質的には事業を行っていないが、国内・海
外の事業会社の株式を保有し、これらの投資から利益を認識
する企業をいう。

①  申請会社は事業継続要件（SET で 3 年以上、mai で 2 年
以上）を除き、一般上場要件を満たす必要がある。なお、
コア会社については上記事業継続要件が適用される。

②  申請会社は少なくとも1つ以上のコア子会社について、以
下の方法で保有している必要がある。

 ・  原則としてコア子会社の払込資本金の 50％超を保有
 ・  法令による制限がある場合あるいは政府・政府関連企業

とのジョイントベンチャーの場合は払込資本金の 40％
以上を保有

③  申請会社の取締役および経営陣は、上場申請日以前に１年
以上コア子会社の経営に責任を負っている。

④  申請会社は、コア子会社について株主比率に従った支配あ
るいは経営を行う能力を有している。

⑤  申請会社は、一度上場するとコア子会社の株式を３年以上
保有しなければならない。

⑥  申請会社は、タイ証券取引委員会により定められた投資会
社の特徴を有していてはならない（コアビジネス会社への投
資が持株会社の総資産額の 75％以上）。

コア子会社とは、コアとなる事業を営み、持株会社の利益に
貢献する会社をいう。
 

①  コア子会社自身が、一般的な上場会社の要件（「株式分布」
「独立取締役」「監査委員会」の項目を除く）を満たしてい
なければならない。外国の法律に基づいて設立された会社
については、プロビデントファンドに関する要件も除外され
る。

②  コア子会社自身は上場会社であってはならない。
③  コア子会社は独自の事業活動を行っていなければならない。
④  外国の法律に基づいて設立されたコア子会社については、

当該会社の取締役の少なくとも１名がタイ国内に居住地を
有している者でなければならない。

図表5　ホールディング・カンパニーの構成

持株会社の総資産額の25%以上が子会
社への投資であることが必要

株主（タイ株主、外国人株主）

持株会社（上場申請会社、タイ法人）

事業子会社
（タイ国内）

50％超保有

上場に際し、25％以上の売り出しが必要
（払込資本金が30億バーツ超、あるいは
mai 市場であれば、20％の売り出しが必要）

ホールディング・カンパニーグループ

事業子会社
（タイ国外）

50％超保有

事業関連会社
（タイ国内）

事業関連会社
（タイ国外）

25％超保有 25％超保有

その他の会社

25％以下保有

コアビジネス会社 その他の会社

持株会社の総資産額の75%以上がコアビジネス会社への投資であることが必要
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Ⅳ 上場後の開示等の義務

タイ証券取引所に上場した企業は、証券取引法第56条に従
い、年次および四半期において以下の情報を開示することが
要求されています。なお、タイでは内部統制監査制度はありま
せん（図表7参照）。

【バックナンバー】
「アジア上場」 
第 1 回　シンガポール（AZ Insight Vol.54/Nov 2012）
第 2 回　中国（AZ Insight Vol.55/Jan 2013）
第 3 回　台湾（AZ Insight Vol.56/Mar 2013）
第 4 回　香港（AZ Insight Vol.57/May 2013）
第 5 回　韓国（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。

あずさ監査法人／ KPMG ジャパン
アジア上場アドバイザリーグループ

KPMG タイランド　
パートナー　Tanate  Kasemsarn（タネート カセムサーン）
TEL：+66-2-677-2784
tanate@kpmg.co.th

有限責任 あずさ監査法人
アジア上場アドバイザリーグループ
TEL: 03-3548-5140 ( 代表電話 )
asialisting@jp.kpmg.com

タイチーム・チームリーダー
パートナー　坂本　大輔
daisuke.sakamoto@jp.kpmg.com

タイチーム
シニアマネジャー　井戸　志生
shisei.ido@jp.kpmg.com

タイチーム
シニアマネジャー　北村　雄二朗
yujiro.kitamura@jp.kpmg.com

図表7　上場後の開示義務

報告事項 提出期限
（会計期間末日後）

① 監査済み年次財務諸表※ 1

・  第４四半期財務諸表を提出し
ている場合

・  第４四半期財務諸表を提出し
ていない場合

3ヵ月以内 

60日以内

② レビュー済み四半期財務諸表※ 1 45日以内

③ アニュアルレポートと年次総会招
集通知

110日以内

④ Form 56-1 
（追加情報の開示報告）※ 2

3ヵ月以内

※ 1  前年同期比で損益額が 20％以上変動した場合には、年次または四半期財務
諸表の提出と同時に変動理由等の説明を書面で提出する必要がある。

※ 2  タイ証券取引委員会が規定する追加情報で、財務情報のほか、取締役会およ
び株主構成、ビジネスリスクに関する情報等を記載する。

mailto:asialisting@jp.kpmg.com
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減価償却が企業経営に及ぼす影響の考察 
IFRS 適用を見据えた見直しのタイミング
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　

パートナー　竹内　祥和　

多くの日本企業は、伝統的に一般的な会計実務として税法を強く意識した減価
償却（減価償却方法および耐用年数）を行ってきました。しかしながら、近年、
減価償却方法を定率法から定額法へ変更する企業が増えています。この変更の
増加は、日本における IFRS 適用の検討がきっかけとなっているとも考えられ
ますが、それだけが要因ではなさそうです。また減価償却の変更により、業績
評価、成果配分および投資予算などの社内の仕組み全般に影響が及ぶと考えら
れます。本稿では、このように減価償却の変更が企業経営に及ぼす影響とともに、
将来の IFRS 導入を見据えた見直しのタイミングについて考察します。
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
めお断りしいたします。

 

【ポイント】
◦  有形固定資産の減価償却方法の定率法から定額法への変更は、リーマン

ショック以降の生産体制見直しによる設備投資や設備の利用方法の変化お
よびグローバル展開している企業によるグループ内の会計方針統一を要因
とする動きであると考えられる。

◦  減価償却（減価償却方法および耐用年数）を投資回収計画の前提と一致さ
せることにより、財務会計上の数値をそのまま投資の有効性評価に使用す
ることができ、また会計上と予算上の減価償却を一致させることにより、
投資の有効性評価と予算による業績評価を整合させることが可能となる。

◦  減価償却の変更は、社内の仕組み全般に影響を及ぼすため、業績評価、成果
配分および投資予算などにどのような影響があるか綿密なシミュレーショ 
ンを行い、社内の多くの関係者と合意を得ながら進めることが重要となる。

◦  IFRS の導入を前提とすると、減価償却方法を変更する時期として（日本基
準については、会計方針変更の正当な理由の要件を満たしていることが前
提）、「日本の会計基準内での IFRS 導入前の変更」、「IFRS 移行日での変更」
および「IFRS 連結財務諸表のみ変更（単体財務諸表上は変更しない）」と
いった 3 パターンが考えられるが、それぞれの税務メリットや管理会計な
どへの影響を分析することが重要となる。

◦  IFRS 導入準備の全体時間を平準化させる観点から、それぞれの会計基準
への対応を進め、製造業において特に影響が大きいと想定される減価償却
については、早い時期に慎重に検討することが肝要となる。

	 	 竹
た け う ち

内　祥
よし か ず

和
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
パートナー
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Ⅰ 減価償却に係るIFRSと
日本の会計実務

IFRSにおける有形固定資産の減価償却方法は、資産の将来
の経済的便益が企業によって消費されると予想されるパター
ンを反映するものでなければならない（IAS第16号第60項）と
されています。耐用年数については、資産が企業によって利
用可能であると予想される期間とされ（同第6項）、予想され
る使用量や物理的自然減耗、技術的または経済的陳腐化等の
要因を考慮して決定しなければなりません（同第56項）。

いずれも少なくとも各事業年度末には再検討を行い、もし予
測に重要な変更があった場合には、会計上の見積りの変更と
して処理することと規定されています（同第51項、第61項）。
IFRSにおける有形固定資産の減価償却方法および耐用年数は、
常に経済実態を反映したものであることが求められています。

一方、日本においては、一般に有形固定資産の会計処理は、
法人税法を強く意識して行われてきました。減価償却方法は、
定額法、定率法などの中から会計方針として企業が任意に方
法を選択し、その後は毎期計画的、規則的に実施することと
されています。そのため、一般的な実務として、税務上の定
率法を採用し、耐用年数の前半でより多くの減価償却費を損
金経理することによって、投資資金を早期に回収することが
意図されています。

また、税務上の減価償却方法を採用するということは、同
じ定率法であっても、税制改正に伴い変更された定率法、た
とえば旧定率法、250%定率法および200%定率法といった複
数の計算方法が混在することとなり、必ずしも統一的な減価
償却計算が行われているわけではありません。耐用年数につ
いては、資産の経済的使用可能予測期間に見合ったものであ
ることを原則としつつ、企業の状況に照らし、不合理と認めら
れる事情のない限り、法人税法に定められた耐用年数を用い
ることが容認されています。以上より、日本の会計実務上は、
一定の条件の下で、経済実態を反映させることよりも税務上
の有利性を考慮し、定率法によって、法人税法上の耐用年数
に基づいて減価償却を行うことが一般的となっています。

日本のこのような会計実務において、近年、減価償却方法
を変更する事例が多く見られます。以下では、減価償却（減価
償却方法および耐用年数）の変更が企業経営に及ぼす影響およ
び将来のIFRS適用を見据えた見直しのタイミングについて考
察します。

Ⅱ 日本企業の減価償却の見直し

1. 有形固定資産の減価償却方法の変更

図表１に示したとおり、減価償却方法の変更事例は、2012
年3月期までの1年間で50社、2013年3月期までの1年間で91
社、2014年3月期までの1年間で期中の第1四半期報告書にて
変更を開示した会社を含め116社と、近年際立って増加して
います。変更事例の増加は、日本におけるIFRS適用の検討が
きっかけの1つにあると推測されます。

しかしながら、本稿の執筆時点（2013年9月）でIFRSを既に
適用している、または適用を公表している日本企業はまだ非
常に限られていることから、このようなトレンドはIFRS適用
だけが要因ではないと考えられます。

そこで減価償却方法を変更した会社が開示している変更の
理由を分析することにより、会計方針の変更の背景となった
各企業の事情を見ていきます（図表2参照）。

図表1　 有形固定資産の減価償却方法を変更した会社数
（あずさ監査法人調べ）

116

91

50

16

4

2013年4月期～2014年3月期

2012年4月期～2013年3月期

2011年4月期～2012年3月期

2010年4月期～2011年3月期

2009年4月期～2010年3月期

（第1四半期報告書にて変更を
  開示した会社を含む）

・対象は有価証券報告書提出会社
・有価証券報告書提出子会社についても親会社とは別に集計

（社）0 50 100 150

図表2　 2012年4月期～2014年3月期（第1四半期を含む）で変更
を開示した会社の主な変更理由（あずさ監査法人調べ）

（社）

154

62

53

37

28

0 50 100 150

設備の安定稼働

新規（大型）投資

グローバル化

グループ内会計方針の統一

安定的な収益獲得

・対象は図表1の91社および116社を合わせた207社
・複数の理由は別に集計しているため、合計は合わない



35

© 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. 3 / Nov. 2013

経営トピック③

最近の2012年4月期～2014年3月期（期中の第1四半期報告
書にて変更を開示した会社を含む）に減価償却方法の変更を開
示している207社中7割以上の154社は、その理由に「設備の
安定稼働」を挙げています。207社すべてが定率法から定額法
への変更であり、これは製造業を中心とする企業がリーマン
ショック以降の生産の大幅な落ち込みへの対応として生産体
制を見直すなかで、設備投資や設備の利用方法が変わってき
ていることを示唆するものと言えます。

また、「グローバル化」を理由として挙げている企業は53社、
「グループ内会計方針の統一」を理由として挙げている企業も
37社に上っていることから、事業のグローバル化が減価償却
方法の見直しの1つの要因となっていると考えます。グロー
バル展開している企業にとって、最適生産地の選択は、物流、
調達、労働力および品質などの様々な要素により決定されて
いると推測されますが、その選択における1つの要素として、
各生産拠点の製造コストが考えられます。そこでは少なくとも
日本国内の拠点のみ、投資した資産の消費パターンが海外拠
点と異なるようなことは想定されず、また生産拠点が海外展開
していることを考えると、グループ内の会計方針を統一して製
造コストの拠点間比較を可能とするために、海外で一般的に
採用されていると言われる定額法へ統一することが考えられ
ます。

2. 有形固定資産の耐用年数の変更

減価償却方法を変更した会社のうち、併せて耐用年数を変
更した会社は、2013年3月期までの1年間で91社中9社、2014
年3月期までの1年間で期中の第1四半期報告書にて変更を開
示した会社を含め116社中17社でした（図表3参照）。

耐用年数の変更が減価償却方法の変更に比べて少ないのは
なぜでしょうか。耐用年数の変更の契機として減価償却方法
の変更を挙げている会社が多いことから、減価償却方法の変
更と併せて耐用年数も見直されていると思われます。しかし
ながら、耐用年数は会計上の見積りであることを踏まえると
会計基準上受け入れられる耐用年数には幅があるものと考え
られ、多くの会社は見直しの結果がその幅に入っていると判
断し、結果として耐用年数を変更していないと推測されます。

耐用年数を変更している会社においても、一部の資産のみ変
更している事例が見られることから、見直しの結果、会計基
準上受け入れられる幅に入らなかった資産があれば変更して
いるものと考えられます。

会計上の見積りとして、たとえば過去の使用実績期間や資
産を管理する現場担当者が見積る耐用年数とマネジメントが
経営環境や投資回収期間などを考慮して見積る耐用年数と
いった様々な視点からの見積りが考えられます。それらの意
見を集約し、社内合意を得て耐用年数を変更することは、必
ずしも容易なことではないと考えます。

3. 減価償却の変更が企業経営に及ぼす影響

以上のような減価償却方法の定率法から定額法への変更や、
耐用年数の使用可能予測期間への変更が、企業経営に及ぼし
得る影響について考察します。

（1） 投資評価に及ぼす影響
投資の意思決定をする際に、たとえばその資産から10年間

にわたって一定額の便益を得ることを想定しているような場
合であっても、多くの日本企業は投資回収計画にかかわらず、
財務会計上は法人税法上の耐用年数による定率法によって減
価償却を行っていると思われます。

また、財務会計上の業績と比較するために作成する予算上
の減価償却費は、財務会計上の減価償却費と同様の方法で計
算されていると考えられます。そのため、投資回収計画上は
耐用年数10年による定額法で減価償却費が計算されていた場
合には、投資回収計画と財務会計上の実績を単純に比較する
ことはできません。その結果、財務会計上の数値をそのまま
設備投資の有効性評価の経営管理に用いることは難しいと言
えます。

また、投資回収計画と予算が整合していないため、個々の
投資評価と全体の業績評価が整合しないことになります。し
たがって、財務会計上および予算上も投資の意思決定に対応
した減価償却、つまり前述の例で言えば耐用年数10年による
定額法を採用することによって、財務会計上の数値をそのま
ま投資の有効性評価に使用することができ、また投資の有効
性評価と予算による業績評価が整合することになります（図表
4参照）。

（2） 社内の仕組みに及ぼす影響
減価償却方法の変更は、一般的に採用されてきた定率法を

前提に設計されている社内の仕組み全般に影響を及ぼすと考
えられます（図表5参照）。定率法では、耐用年数の前半は減
価償却費が多額となり、一方耐用年数の後半の減価償却費は
少額となります。そのため、定率法を前提とすれば、設備投
資直後の耐用年数の前半は業績へマイナスの影響が生じ、一
方耐用年数の後半は業績にプラスの影響が生じます。ところ

図表3　 減価償却方法とともに耐用年数を変更した会社数
（あずさ監査法人調べ）
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が、定率法から定額法への変更により耐用年数の前半と後半
で減価償却費は同額となるため、当然と考えられていた設備
投資直後の業績へのマイナス要素はなくなります。そのため、
より一層耐用年数の前半から業績を意識せざるを得なくなると
考えられます。より早期での業績への強い意識から、耐用年
数の後半での業績を見込むなどの事業戦略へ影響を及ぼす場
合も想定されます。

また、減価償却の変更により期間損益が変動するため、業
績評価および成果配分に影響を及ぼすと考えられます。たと
えば定率法から定額法への変更により、当初は従来の方法と
比較して減価償却費は減少し、利益は増加します。会計方針
である減価償却方法の変更により増加した利益について、各
社の業績評価にどう反映させるべきでしょうか。適正な業績
評価のためには、定額法への変更を予算および中期経営計画
へ反映させておくことが重要です。そのため、減価償却の見
直しに伴い予算および中期経営計画も見直すことが必要にな
ります。また、減価償却費の減少による利益はキャッシュイ
ンが生じない利益であるため、成果配分にどう反映させるか、

たとえば業績連動による役員報酬や従業員賞与および株主配
当としてどこまでキャッシュアウトさせるか決定することが必
要になります。

さらに、仮に毎期の減価償却費の枠内で投資予算を設定し
ている場合には、投資計画に影響を及ぼすと考えられます。
減価償却方法の定率法から定額法への変更により、当初は減
価償却費が減少するため、従来の方針に従えば投資予算は減
少することになります。そのため、投資計画の立案方針を見
直す必要が生じるかもしれません。なお、投資予算の見直し
にあたっては、定額法への変更により当初の減価償却費が減
少するため、減価償却費を負担する余力ができたと考えて、
投資予算を増加させることも考えられるかもしれません。

このように減価償却の変更は社内の仕組み全般に影響を及
ぼすため、どのような影響があるか綿密なシミュレーションを
行い、社内の多くの関係者と合意を得ながら進めることが重
要です。

（3） 変更期の損益に及ぼす影響
減価償却方法を定率法から定額法に変更することにより、

変更した決算期から一時的に減価償却費は減少し、利益は増
加します。減価償却費の減少が一時的なものであるのは、減
価償却方法を変更した後、耐用年数が同一の資産を毎期一定
額で投資した場合を考えるとわかりやすいでしょう（図表6参
照）。確かに耐用年数の前半では、定率法よりも定額法の方が
減価償却費は少なくなりますが、耐用年数の後半では、定率
法よりも定額法の方が減価償却費は多くなります。そのため、
図表6に示したとおり、耐用年数8年の資産を毎期一定額で投
資すれば、投資資産の耐用年数8年を経過すると毎期の減価償
却費は同額となり、減価償却方法の変更による損益への影響

図表5　社内の仕組みに及ぼす影響
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図表4　投資評価と業績評価の整合
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は消滅します。
減価償却方法の定率法から定額法への変更により、一時的

に利益が増加し、税務上の課税所得が増加するため、タック
スプランニングを見直して納税資金を手当てする必要が生じ
る可能性も考えられます。また、将来の課税所得の見積りに
影響を与えるため、繰延税金資産の回収可能性の判断にも影
響があるかもしれません。そのため、減価償却方法の変更に
よる影響のシミュレーションにおいては、減価償却費への影響
額だけでなく、将来の課税所得の見積りの変動による繰延税
金資産の回収可能性のシミュレーションも必要になります。

Ⅲ 将来のIFRS適用を見据えた 
見直しのタイミング

近年、減価償却方法の変更が行われているのは、日本にお
けるIFRSの適用の検討が1つのきっかけとなっているとも考
えられますが、減価償却方法の見直しをする時期はどのよう
に考えるべきでしょうか。日本の会計基準上で減価償却方法
を変更するには、会計方針変更の正当な理由が必要になりま
す。正当な理由として、（1）会計方針の変更が企業の事業内容
または企業内外の経営環境の変化に対応して行われるもので
あること、（2）会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、よ
り適切に反映するために行われるものであること、（3）変更後
の会計方針が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
照らして妥当であること、（4）会計方針の変更が利益操作等を
目的としていないこと、および（5）会計方針を当該事業年度
に変更することが妥当であること、の５つの要件が求められま
す。そのため、以上の５つの要件を満たせば減価償却方法を

図表7　定額法への変更時期の検討による影響

日本基準内での
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図表6　変更期の損益に及ぼす影響
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見直すことが考えられますが、併せて将来のIFRS導入を見据
えながら、変更時期による税務メリットや管理会計などへの影
響を分析することが重要となります。変更時期の違いによる各
種の影響をまとめたものが図表7となります。なお、以下では
日本基準での減価償却方法の変更にあたっては、正当な理由
による会計方針の変更が行われることを前提とします。また、
IFRS上は定額法がより適切な方法と判断されていることを前
提とします。

IFRSの導入を前提とすると、減価償却方法を変更する時期
として（日本基準については、会計方針変更の正当な理由の要
件を満たしていることが前提）、「日本の会計基準内でのIFRS
導入前の変更」、「IFRS移行日での変更」および「IFRS連結財
務諸表のみ変更（単体財務諸表上は変更しない）」といった3
パターンが考えられます。IFRS導入前の早い時期に日本の会
計基準で定率法から定額法へ変更することになれば、早期に
減価償却費を計上することで税務上のキャッシュアウトを遅ら
せる税務メリットは得られなくなりますが、グループ会社間の
会計方針の統一の観点からは、早い時点で会計方針が統一さ
れることになります。また、IFRSの下では定額法がより適切
な方法と判断されているのであれば、本格的にIFRS導入準備
を始める前に会計論点の1つに対応することになるため、IFRS
導入作業の負荷が結果として平準化されることになります。

一方IFRS導入準備の一環として変更する場合として、IFRS
移行日に会計方針変更の正当な理由の要件を満たして日本の
会計基準上で変更すること、あるいはIFRS上は定額法がより
適切な方法と判断し、IFRSに基づく連結決算上のみ定額法へ
変更し、日本基準に基づく単体決算上は変更しないことが考
えられます。後者について、減価償却方法は日本の会計基準
上は会計方針であり、一方IFRS上は見積りであるため、会計
基準に差異があると解釈すれば、日本の会計基準に基づいた
単体決算では継続して定率法、一方IFRSに基づいた連結決
算では定額法を採用することは理論的には可能であると考え	
ます。

たとえばHOYA株式会社および日本たばこ産業株式会社は、
IFRS適用において日本基準の単体決算上は引き続き定率法を
採用し、IFRSの連結決算上は定額法を採用しています。

税務メリットの観点からは、IFRS移行日に会計方針変更の
正当な理由の要件を満たし、日本の会計基準上で定額法へ変
更することになれば、それより早い時期に日本の会計基準で
変更する場合よりも、多くの決算期で税務メリットを享受する
ことが可能になります。さらに、IFRS上は定額法がより適切
な方法と判断しIFRSに基づく連結決算のみ定額法へ変更する
場合には、日本の会計基準に基づく単体決算上は引き続き定
率法が採用されるため、継続して税務メリットを享受すること
が可能になります。また、グループ会社間の会計方針の統一
の観点からは、より早い時期に日本の会計基準で定額法へ変
更することになれば、より早く会計方針が統一されることにな
ります。

Ⅳ おわりに

減価償却方法および耐用年数の見直しは、多面的に考えて
取り組むべき課題であると考えられます。これまでの日本企業
は、税務メリットを優先して定率法を選択していたかもしれま
せん。しかしながら、リーマンショック以降の不安定な経済情
勢などから生産体制をグローバルで見直すなかで、会計方針
を実態に近付けるために、またグループ内企業の会計方針を
統一するために減価償却を見直す動きが出てきています。ま
た、実際に減価償却を変更する場合には、現状の税務ポジショ
ンや管理会計上のメリットなども十分に考慮しながら、社内の
多くの関係者と合意を得ながら見直しを進めていくことが重要
です。

IFRS導入準備の全体時間を平準化させる観点からは、それ
ぞれの会計基準への対応および会計方針の統一を先行して進
めることをお勧めします。その一環として、製造業において特
に影響が大きいと想定される減価償却については、早い時期
に慎重に検討することが肝要です。

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
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　竹内　祥和
TEL： 03-3548-5120 （代表番号）
yoshikazu.takeuchi@jp.kpmg.com
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「会計オンコール・サービス」「オンサイト・トレーニングサービス」　 
開始のお知らせ

お問合せ
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　
　
　東京事務所 Tel ： 03 ‐ 3548 ‐ 5120 Fax： 03 ‐ 3548 ‐ 5113
　大阪事務所 Tel ： 06 ‐ 7731 ‐ 1300 Fax： 06 ‐ 7731 ‐ 1311
　名古屋事務所 Tel ： 052 ‐ 589 ‐ 0500 Fax： 052 ‐ 589 ‐ 0510
　info-aas@jp.kpmg.com
　http://www.azsa.or.jp/services/accounting-advisory

 会計オンコール・サービス

会計・財務・税務・M&A などの専門家が、豊富な助言実績をもとに、基準の解釈や会計処理の検討などに関する個別の疑問や相談を電
話やメールで受け付け、回答します。
定額制の相談サービスと、特定の案件に関して詳細調査や分析を行い、報告書を提出するサービスの 2 種類を用意しており、会社ごと
の担当会計士が、企業が抱えている課題に対してタイムリーに対応します。

 オンサイトトレーニング・サービス

新しい会計基準の理解・習得をはじめ、業界固有の取引や複雑な業務プロセス上の会計判断など、経理・財務部門ではより専門化する
知識に対応可能な人材の育成が求められています。このサービスでは、各業界の実務に精通した会計の専門家が講師となり、現在不足
している知識やスキルの習得を目指し、各社のニーズに応じた研修を立案・実施します。また、監査やアドバイザリー業務の経験を通
じて蓄積された様々な実務事例を紹介しながら、単なる理論だけでなく実践に近い内容の研修を提供します。
また、マネジメントや経営企画や営業部門等の経理・財務部門以外の方々に対しても財務・会計の基礎知識や会計基準の実務への影響
等について研修を提供することも可能です。

※  なお、監査業務および監査業務以外の保証業務における独立性の確保、業務の性質等の観点から、アドバイザリーサービスの内容、範囲について制限を受ける場合やサービス提
供ができない場合があり、ご希望に沿えないこともございますのでご了承ください。
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2012 年1月1日に上海市にて開始された、いわゆる「増値税改革パイロットプ
ログラム」、つまり、これまで営業税の課税対象範囲に含まれていた一定のサー
ビスについて、増値税の課税対象範囲への移行を図る改革プログラム（以下「改
革プログラム」という）は、その後、北京市、天津市、江蘇省、浙江省、安徽省、
福建省、湖北省、広東省へと拡大し、2013 年 8月1日からは全国へと拡大され
ることが国務院によって公表されました。
この改革プログラムは、第12次五ヵ年計画（ 2011年－ 2015年 ）の重要課題で
ある「サービス産業の発展および促進」には欠かせない政策といえます。つまり、
営業税は、増値税と異なり、企業間で重複して課される租税であるため、サー
ビス産業の発展の妨げとなっていましたが、これを増値税へと移行することに
より不要な重複課税が解消され、改革の初期段階では税収減となるものの、サー
ビス産業への投資が促進される結果、将来的には税収効率が上昇するものと見
込まれています。
また、この改革プログラムが全国拡大されることにより、公平な競争環境が形
成されるものと予想されます。改革プログラムの導入以降、上海では、同一のサー
ビスについて、ある地域では増値税が適用され、またある地域では営業税が適
用されるため、製造業等、増値税納税義務者がサービスを購入する場合、営業
税相当額のコストを上乗せして請求する業者よりも、増値税の負担は生じるも
のの自らの売上増値税と相殺できる仕入増値税の専用領収書を発行できる業者
と取引する方が有利と考え、サービスのクオリティよりも、税負担を優先して
取引先を選定するという不公平な環境下での競争が生じていました。この改革
プログラムが全国拡大されることにより、このような環境が一掃されることが
期待されます。
本稿では、この改革プログラムの全国拡大に備えて理解しておくべき事項、と
りわけ、改革プログラムの対象となる業務範囲や税率、税額計算方法、役務の
輸出入時の取扱いについて言及すると共に、この改革プログラムを用いた税務
ストラテジーについて、いくつか紹介いたします。
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】
◦  2013 年 5 月 24 日、財政部および国家税務総局は共同で、中国増値税試行

改革の全国的な拡大を実施する新規定（財税 [2013]37 号）を公布し、本新
規定は 2013 年 8 月 1 日より施行されている。
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Ⅰ 増値税と営業税の混在は 
何が問題なのか

1. 従来の増値税

増値税は、日本の消費税に類似するものであり、物品の販
売、輸入、役務提供行為のうち組立・加工・修理が課税対象
とされています。その税率は、一般的に17%が適用され、納
税者は売上と共に収受した売上税額から、仕入と共に支払っ
た仕入税額を控除した残額を納付する多段階課税が採用され
ているため、負担者は最終消費者となります。

また、増値税の納税義務者には、売上税額から仕入税額を
控除した残額のみを納付する「一般納税者」とは別に、「小規
模納税者」があり、この小規模納税者に該当する場合は、販売
時に増値税専用領収書1の発行ができないため、売上増値税を
徴収することができません。この場合、その企業の売上金額
に対して3%の税率で増値税納付額を算定し、納付するだけで
課税が完結し、自らが支払った仕入税額の控除もできないと
いう簡易計算方式が採られます。

2. 営業税

営業税は、増値税の課税されない役務提供、無形資産の譲
渡、不動産取引等で、役務の提供者または購入者が中国国内
にあるものを課税対象とし、その収入金額に対して5%2の税
率で課税されます。つまり、中国国内の者が中国国外の者に
対して行う役務の輸出行為についても課税対象としているこ
ととなるため、諸外国にとって特異な税目となります。営業税
の納税義務者は、課税対象役務等の提供者ですが、その負担
者については明確な規定がありません。よって、役務の提供
者が収受した対価のうちから納付するのが一般ですが、収受

する対価に営業税相当額をグロスアップし、役務の購入者が
負担することもあります。この場合、役務の購入者は、営業
税相当額を負担していることになりますが、特殊な場合を除
き、仕入税額として控除することはできません。

3. 増値税と営業税の関係－問題の根源

増値税と営業税の課税対象は異なるため、1つの行為に対し
て両方の租税が課せられることはありません。しかし、事業
者が行う営業行為の中に増値税の課税対象となるものと営業
税の課税対象となるものが混在することが問題の根源となっ
ています。

つまり、営業税相当額をグロスアップすることにより、役務
の購入者が負担した場合、営業税相当額を負担しているにも
かかわらず、これを増値税のように仕入税額として控除するこ
とはできません。よって、物品販売業や製造業等の増値税納
税義務者が経営活動の中で営業税を負担している場合は、特
定の場合を除き、コストとして処理せざるを得ないのです。ま
た、サービス業の場合は、主たる業務は営業税課税業務です
が、備品や通信機器等の購入時には仕入増値税を負担してい
ます。しかしながら、売上増値税を収受する機会がないこと
から、この仕入に要した増値税額は、コストとして処理せざる
を得ません。

◦  役務の輸入行為および役務の輸出行為も、この改革プロジェクトの課税対
象となる。ただし、役務の輸出は、従来の営業税とは異なり、「0％税率に
よる課税」または「免税」が適用される場合がある。

◦  「0％税率による課税」を受ける場合は、その課税対象サービスに関連して
発生した仕入税額を他の売上税額から控除可能なうえ、控除しきれない部
分は還付の取扱いがある。一方、「免税」の適用を受ける場合は、そのよ
うな取扱いはない。

◦  改革プログラムは全国拡大されたものの、依然として不確定要素が多く、
営業税対象のままなのか、増値税対象に移行されているのか、税務当局の
個別判断に委ねなければならないことが、実務上散見されている。

1	 		増値税納付額は、売上増値税額から仕入増値税額を控除した残額ですが、この売上増値税額から控除できる仕入増値税額には、日本の消費税が
採用している会計帳簿の記録を基に仕入税額を導く「帳簿方式」ではなく、「増値税発票（領収書）」と呼ばれるインボイスを基に仕入税額を導
く「インボイス方式」が採用されています。つまり、増値税額の算定上、この増値税発票がなければ仕入増値税額として控除できない点にご留
意ください。

2	 取引内容によっては、3%や20%税率が適用される場合があります。
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ある「サービス産業の発展および促進」には欠かせない政策といえます。つまり、
営業税は、増値税と異なり、企業間で重複して課される租税であるため、サー
ビス産業の発展の妨げとなっていましたが、これを増値税へと移行することに
より不要な重複課税が解消され、改革の初期段階では税収減となるものの、サー
ビス産業への投資が促進される結果、将来的には税収効率が上昇するものと見
込まれています。
また、この改革プログラムが全国拡大されることにより、公平な競争環境が形
成されるものと予想されます。改革プログラムの導入以降、上海では、同一のサー
ビスについて、ある地域では増値税が適用され、またある地域では営業税が適
用されるため、製造業等、増値税納税義務者がサービスを購入する場合、営業
税相当額のコストを上乗せして請求する業者よりも、増値税の負担は生じるも
のの自らの売上増値税と相殺できる仕入増値税の専用領収書を発行できる業者
と取引する方が有利と考え、サービスのクオリティよりも、税負担を優先して
取引先を選定するという不公平な環境下での競争が生じていました。この改革
プログラムが全国拡大されることにより、このような環境が一掃されることが
期待されます。
本稿では、この改革プログラムの全国拡大に備えて理解しておくべき事項、と
りわけ、改革プログラムの対象となる業務範囲や税率、税額計算方法、役務の
輸出入時の取扱いについて言及すると共に、この改革プログラムを用いた税務
ストラテジーについて、いくつか紹介いたします。
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】
◦  2013 年 5 月 24 日、財政部および国家税務総局は共同で、中国増値税試行

改革の全国的な拡大を実施する新規定（財税 [2013]37 号）を公布し、本新
規定は 2013 年 8 月 1 日より施行されている。
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Ⅱ 増値税改革パイロットプログラムの 
要点整理

1. 課税対象サービスと適用税率

（1） 課税対象サービスの内容と適用税率
改革プログラムの課税対象サービスとは、組織および個人3	

から中国国内で有償にて提供される交通運輸サービス、およ
び中国政府が規定する「現代サービス」のうち一定のものを指
します。なお、中国国内で提供される課税対象サービスとは、
課税対象サービスの提供者または購入者が中国国内にいる場
合をいうため、役務の輸入行為および役務の輸出行為も、こ
の改革プロジェクトの課税対象となります。ただし、役務の輸
出は、従来の営業税とは異なり、「0％税率による課税」または

「免税」が適用される場合があります。これらの内容は、後に
詳述します。

課税関係のまとめは図表1を、課税対象サービスの内容およ
び適用される税率は図表2 4をそれぞれご参照ください。

なお、課税対象サービスの提供が無償にて提供された場合
であっても、その無償提供が公益活動を目的とする場合、そ
の他国家税務総局が規定する場合を除き、有償で行われた課
税対象サービスの提供とみなすものとします。

（2） 課税対象外となるサービス
「中国国内で提供する課税サービス」とは、課税対象サービ
スの提供者または購入者が中国国内にある場合に提供される

サービスをいうため、役務の輸入行為も、この改革プロジェク
トの課税対象となることは冒頭で述べたとおりです。しかし、
国外から国内に輸入された課税対象サービスであっても、そ
のサービスが完全に国外で消費される場合、その他一定の場
合は、課税対象外とされています。

（３） 0％税率による課税サービス
① 「0％税率による課税」と「免税」の違い

改革プログラムの課税対象サービスのうち、一定のものにつ
いては、「0％税率による課税」が適用されるものと「免税」が
適用されるものがあります。これらの違いは、次のとおりです。
まず、課税対象サービスに係る売上増値税が「0％税率による
課税」の適用を受ける場合は、“0％税率”ではありますが一旦
課税を受けていることから、その課税対象サービスに関連し
て発生した仕入税額は、他の売上税額から控除することがで
き、控除しきれない場合は還付の対象となります。一方、「免
税」の適用を受ける場合は、その課税対象サービスに関連して
発生した仕入税額を他の売上税額から控除することが許され
ません。これらの区分は、この改革プログラムにおいて、非常
に重要な意味を有するため、留意が必要です。

② 0％税率による課税サービスの内容
改革プログラムの課税対象サービスのうち、中国国内組織

および個人が必要な許可証の取得等、一定の要件を充足した
上で提供する国際輸送サービス5、国外組織に提供する研究開
発サービスおよび設計サービス（国内不動産に関する設計サー
ビスを除く）は、増値税の0％税率が適用されます。

図表1　改革プログラムに係る課税関係のまとめ

中国国内 課税関係 

提供者 購入者

中国国外 

提供者

提供者

提供者

購入者

購入者

購入者

課税対象 ただし、免税措置あり 

課税対象 ただし、0％課税・免税措置あり 

課税対象 代理人または購入者による源泉徴収 

提供者 購入者

課税対象外 
使用

課税対象外 

3	 ここでいう組織とは、企業、行政組織、事業組織、社会団体その他の組織をいい、個人とは、個人商工業者およびその他の個人をいいます。
4	 	なお、より詳細な内容については、財税［2013］37 号通達をご参照ください。
5	 	なお、中国国内組織および個人が提供する香港・マカオ・台湾を往復する交通運輸サービス、および香港・マカオ・台湾で提供する交通運輸サー

ビスは、それぞれの地域内での許可証の取得等、一定の要件を充足した場合は、この 0％税率が適用される国際運輸サービスに該当するものとし
て取り扱われます。
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なお、0％税率の適用サービスは、財政部および国家税務総
局が認定の権限を有しているため、随時拡大の可能性がある
点に留意が必要です。

③ 0％税率適用の放棄
国内組織および個人が0％税率が適用される課税対象サービ

スにつき、0％税率の適用を放棄し、免税の選択もしくは増値
税の納付を選択することができます。なお、この0％税率の適
用を放棄した場合は、その放棄をした後、36ヵ月以内に0％
税率の適用を申請することはできません。

このような放棄に関する規定は、免税が適用される場合に
も存在し、免税適用よりも納付を選択することに一定のメリッ
トが生ずることが考えられます（後述（4）③参照）。一見、0％
税率の適用を放棄して免税を選択することは、その課税対象
サービスに要した仕入税額の控除を断念することを意味し、
明らかに不利な状況になるものと考えられますが、実務上、こ

の0％税率を確保するための申請手続は煩雑になることが予想
されるため、このような申請手続に要する手間と仕入税額控
除を確保する効果とを比較し、仕入税額控除を確保すること
に十分なメリットが感じられない場合は、この選択が有益なも
のとなります。

（4） 免税サービス
① 特例措置および経過措置によるもの

一定の課税対象サービスについては、特例措置としての意
味合い、あるいは営業税課税時において免税措置が設けられ
ていたため、その経過措置としての意味合いから、免税が適
用されています。ここでは、日本企業に関連すると思われるも
のについて紹介します。

a.  改革プログラムの納税者が提供する技術譲渡、技術開発および
これらと関連する技術コンサルティング、技術サービス6

6	 	この規定は、対象となる技術譲渡等の提供者または購入者が中国国内にいる場合に適用されるため、中国国内取引に該当する技術譲渡等、役務の輸	
出に該当する技術譲渡等のみならず、国外の組織または個人からの役務の輸入行為に該当する技術の譲渡等に対しても適用されることとなります。

図表2　課税対象サービスの内容と適用税率

課税対象        
サービス 主な業務 税率 課税対象        

サービス 主な業務 税率

有形動産リース
サービス

有形動産ファイナンスリース
17％

物流および 
それに係る付随 
サービス

航空サービス

6％

有形動産オペレーティングリース 港湾埠頭サービス

交通運輸            
サービス

陸上運輸サービス（鉄道運輸は暫
定的に含まない）

11％

貨物運輸・旅客運輸ステーション
サービス

海上運輸サービス（距離単位リー
スサービスあるいは期間単位リー
スサービスを含む）

引揚救助サービス

航空運輸サービス（ウェットリース
業務を含む） 貨物運輸代理サービス

パイプライン運輸サービス 代理通関サービス

研究開発および
技術サービス

研究開発サービス

6％

倉庫サービス

技術譲渡サービス 積卸運送サービス

技術コンサルティングサービス 鑑定・証明 
コンサルティング
サービス

認証サービス

6％契約エネルギー管理サービス 鑑定・証明サービス

工事監察探査サービス コンサルティングサービス

情報技術 
サービス

ソフトウェアサービス

6％
ラジオ・映画・
テレビサービス

ラジオ・映画・テレビ番組制作 
サービス

6％回路設計および測定試験サービス ラジオ・映画・テレビ番組配給 
サービス

情報システムサービス ラジオ・映画・テレビ番組放送 
サービス

業務フロー管理サービス

文化・クリエイ
ティブサービス

設計サービス

6％

商標権・著作権譲渡サービス

知的財産権サービス

広告サービス

会議・展示サービス
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b.  一定の要件を充足する省エネサービス会社が提供する契約エネ
ルギー管理サービス

c.  その地域における改革プログラム施行日から 2013 年 12 月 31
日までに、中国アウトソーシングサービス指定都市で登記した改
革プログラムの納税者が提供する課税対象サービスに該当する
アウトソーシングサービス 7

② 輸出サービスに該当するもの
国内組織および個人が提供する図表3の課税対象サービスに

対しては、増値税の免税措置が適用されます。なお、財政部
および国家税務総局がこれらに対して0％税率を適用する場合
がありますが、その場合は、0％税率が優先して適用されます。
また、前述（3）に規定する0％税率が適用される国際運輸サー
ビスの定義に合致するが、要件を充足できないものに対して
も、この免税措置が適用されます8。

この図表3の課税対象サービスは、いずれも輸出サービスに
該当するものであるが、国外組織または個人に対して課税対
象サービスを提供し、かつ、その対価をその国外組織または
個人から送金を受けるということだけでは、輸出サービスに該

当しないことに留意する必要があります。たとえば、ある中国
のリサーチ会社が日本企業から不動産に関するリサーチの依
頼を受けた場合、そのリサーチ内容が中国国内に所在する不
動産に係るものであるときは、輸出サービスには該当しないこ
ととなります。

③ 免税適用の放棄
納税者が提供した課税対象サービスにつき、免税または減

税の適用がある場合、納税者は、その免税または減税の適用
を放棄し、増値税を納付することができます。なお、この免
税または減税の適用を放棄した場合は、その放棄をした後、
36ヵ月以内に免税または減税を再申請することはできません。

すでに解説したとおり、課税対象サービスにつき「免税」の
適用を受ける場合は、その課税対象サービスに関連して発生
した仕入税額を他の売上税額から控除することが許されませ
ん。つまり、ある免税適用が受けられる課税対象サービスに
ついて、仮に通常の課税対象サービスとして売上税額が課さ
れたとしても、関連する仕入税額がその売上税額を超えるほ

7	 	このオフショアアウトソーシングサービスとは、企業が中国国外組織と委託契約を締結し、その企業が直接もしくは下請会社を経由してその中国
国外組織のために提供する一定のアウトソーシングサービスをいいます。

8	 		Ⅱ .1.（3）	0％税率による課税サービスの定義に合致するが要件を充足できない香港・マカオ・台湾運輸サービスについても同様に取り扱われます。

図表3　免税措置が適用される輸出サービス

免税措置が適用される課税対象サービス

有形動産リースサービス 対象物が国外で使用されるもの

交通運輸サービス

国外組織に提供される海上運輸サービスのうちの距離単位リースサービスおよび期間単位リース
サービス

国外組織に提供される航空運輸サービスのうちのウェットリースサービス

研究開発および技術サービス

国外組織に提供される技術譲渡サービス、技術コンサルティングサービス、契約エネルギー管理
サービス（契約エネルギー管理サービスは、契約対象物が国内にあるものを除く）

工事監察探査サービス（工事現場または鉱産資源が国外にあるもの）

情報技術サービス 国外組織に提供されるソフトウェアサービス、回路設計および測定試験サービス、情報システム 
サービス、業務フロー管理サービス

文化・クリエイティブサービス
国外組織に提供される商標権・著作権譲渡サービス、知的財産権サービス、広告サービス（広告
の掲載地が国外であるものに限る）

会議・展示サービス（会議・展示会会場が国外にあるもの）

物流およびそれに係る付随サービス

国外組織に提供される航空サービス、港湾埠頭サービス、貨物運輸・旅客運輸ステーションサー
ビス、引揚救助サービス、貨物運輸代理サービス、代理通関サービス、積卸運送サービス

倉庫サービス（貯蔵場所が国外にあるもの）

鑑定・証明コンサルティングサービス 国外組織に提供される認証サービス、鑑定・証明サービス、コンサルティングサービス（ただし、
これらのサービスが国内貨物もしくは不動産に対するものの場合を除く）

ラジオ・映画・テレビサービス

国外組織に提供されるラジオ・映画・テレビ番組制作サービス

ラジオ・映画・テレビ番組配給サービス（国外で提供されるもの）

ラジオ・映画・テレビ番組放送サービス（国外で提供されるもの）
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ど多額である場合は、その超える部分の仕入税額を他の売上
税額から控除することができますが、免税適用を受けた場合
は、売上税額が免税となるものの、仕入税額について他の売
上税額から控除することが許されないこととなります。よって、
免税適用は、自社の仕入税額の状態を考慮の上、決定を行う
必要があります。

（5） 小規模納税者に対する徴収率
納税者が小規模納税者に該当する場合は、上記「0％税率に

よる課税」を用いず、3％の徴税率を用いて税額を算定します。
なお、小規模納税者に該当する者および税額算定方法は、以
下にて解説します。

2. 納税義務者

改革プログラムに係る納税義務者は、一般納税者と小規模
納税者に分類されます。また、中国国外組織または個人が中
国国内で課税対象サービスを提供したものの、国内に経営機
構を設置していない場合は、その代理人等が源泉徴収義務者
としてその納税義務を履行します。

（1） 一般納税者
一般納税者とは、課税対象サービスに係る年度売上高が500

万人民元を超える納税者をいい、納税者がこの一般納税者の
要件に合致した場合、主管税務機関に対して一般納税者資格
認定を申請しなければなりません。なお、納税者が一旦一般
納税者に関する認定を受けた後は、国家税務総局が別途規定
する場合を除き、小規模納税者に戻ることはできません。

（2） 小規模納税者
一般納税者の売上高基準を満たさない納税者を小規模納税

者といいます。なお、小規模納税者のうち、会計計算が健全
で、正確な税務資料を提出することができる場合は、主管税
務機関に対して一般納税者資格認定を申請し、一般納税者と
なることができます。

（3） 源泉徴収義務者
中国国外組織または個人が中国国内で課税対象サービスを

提供したものの、国内に経営機構を設置していない場合は、
源泉徴収義務者がその国外組織または個人に係る納税義務を
履行しなければなりません。その国外組織または個人に代理
人がいる場合は、その代理人が源泉徴収義務者となり、代理
人がいない場合は、サービスの購入者が源泉徴収義務者とな
ります。

3. 税額計算

改革プログラムに係る増値税の税額計算方法には、一般税

額計算方式と簡易税額計算方式があり、原則として、一般税
額計算方式は、一般納税者が提供する課税対象サービスに対
して、簡易税額計算方式は、小規模納税者が提供する課税対
象サービスに対して、それぞれ適用します。

（1） 一般税額計算方式
一般税額計算方式によって納付税額を計算する場合は、当

期の売上税額から当期の仕入税額を控除した残額が納付税額
となります。なお、当期の売上税額が当期の仕入税額を下回
り、控除不足額が生じる場合は、その控除不足額は、翌期以
降に繰越して控除することができます。また、0％税率が適用
される課税対象サービスを提供する場合において生じた仕入
税額は、まず、他の売上税額から控除し、それでもなお控除
不足が生じる場合は、還付の適用があります。

① 売上税額の計算
売上税額は、納税者が提供する課税対象サービスに係る売

上金額に増値税適用税率を乗じて算定されます。なお、上記
の売上金額は、税抜売上金額を用いるため、納税者が税込価
額で価格決定を行っている場合は、以下の算式によって、一
旦、税抜売上金額を算定する必要があります。

税抜売上金額＝税込売上金額÷（1＋適用税率）

（ⅰ） 売上金額
売上金額とは、納税者が課税対象サービスを提供すること

によって取得するすべての代金および価格外費用の合計を指
します。なお、価格外費用については、それを他者へ支払っ
たことを証明する有効な証憑を取得できる場合は、その証憑
に記載された金額を、その価格外費用から控除することがで
きます。

また、納税者が異なる適用税率もしくは徴収率が適用され
る課税対象サービスを兼営する場合は、異なる税率もしくは
徴収率が適用される売上金額ごとに区分して算定しなければ
なりません。この区分算定が行われていない場合は、高い方
の税率が適用されます。

（ⅱ） みなし売上金額
納税者が提供する課税対象サービスに係る売上金額が明ら

かに低廉、もしくは高価で、かつ、その価格設定に合理的な
商業目的がない場合、または、無償にて課税対象サービスを
提供したため、売上金額がない場合は、主管税務機関は、納
税者が直近に提供した同種の課税対象サービスの平均価格等、
一定の方法を用いて売上金額を決定する権利があります。

② 仕入税額
仕入税額とは、納税者が購入した貨物、組立・加工・修理
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の役務（すなわち、従来からの増値税課税対象項目）、および
購入した改革プログラムに係る課税対象サービスのために支
出した、もしくは負担した増値税額をいいます。

（ⅰ） 控除できる仕入税額

a  貨物の販売者もしくは役務の提供者から取得した増値税専用領
収書

b  税関から取得した税関輸入増値税専用納付書に記載された輸入
に係る増値税額

c  農産品購入価格の 13％相当額 9

d  鉄道運輸サービスに係る輸送費用の 7％相当額
  陸上輸送サービスのうち、鉄道運輸サービスは、暫定的に改

革プログラムに含まれていないことから、営業税が課されるた
め、本来であれば仕入税額が生じない。しかし、運輸サービ
スの享受は、課税対象サービスを提供するうえで不可避であ
ること等、一定の理由を考慮し、増値税額算定上の特例とし
て、一定の仕入税額が生じたものとみなして控除を認めてい
る。その仕入税額とみなされる金額は、鉄道運輸費用決済領
収書に記載されている輸送費用金額に 7％を乗じて算定する。

e  輸入サービスに係る源泉税額相当額
  国外組織または個人が国内組織または個人に対して提供した課

税対象サービスに係る対価は、国内代理人またはそのサービス
の購入者が適用税率によって増値税相当額を源泉徴収したうえ
で、その国外組織または個人に対して送金されるが、その納付
税額に係る税収納付証憑が取得できる場合は、サービスの購入
者である国内組織または個人が仕入税額として控除できる。こ
れは改革プログラムの中で最も特徴的なところであるため留意さ
れたい。

（ⅱ） 控除できない仕入税額

a  簡易税額計算方式が適用される税額計算項目、増値税が課さ
れない項目、増値税が免税となる項目、集団福利もしくは個人
消費のための貨物の仕入れ、組立・加工・修理の役務の購入、
および改革プログラムの課税対象サービスの購入に係る仕入税
額

  つまり、仕入税額のうち、一般税額計算方式に係る売上増値税
の課税対象ではない上記の項目と対応関係にあるものは、控除
できないことを表している。

b  非正常損失が生じた仕入貨物に係る仕入税額、およびそれに関
連して購入した組立・加工・修理の役務、交通運輸サービスに
係る仕入税額

c  非正常損失が生じた仕掛品、完成品に消費した仕入貨物（固定
資産を含まない）、組立・加工・修理の役務、交通運輸サービ
スに係る仕入税額

d  旅客運輸サービスの購入に係る仕入税額 10

（2） 簡易税額計算方式
簡易税額計算方式によって納付税額を計算する場合は、当

期の売上金額に増値税徴収率を乗じて算定した金額が納付税

額となります。なお、上記の売上金額は、税抜売上金額を用
いるため、納税者が税込価額で価格決定を行っている場合は、
以下の算式によって、一旦、税抜売上金額を算定する必要が
あります。

税抜売上金額＝税込売上金額÷（１＋徴収率）

簡易税額計算方式に用いる売上金額に関する留意点は、上
記の一般税額計算方式に用いる売上金額と同様であるため、
上記Ⅱ. 3.（1）①（i）および（ⅱ）をご確認ください。

（3） 税額計算方法の特例措置
一般納税者が提供する課税対象サービスのうち、公共交通

サービスその他財政部および国家税務総局が規定するサービ
スについては、一般税額計算方式に代えて、簡易税額計算方
式を選択することができます。なお、一旦、簡易税額計算方
式を選択した場合は、36ヵ月間は変更することができません。

（4） 源泉徴収税額の計算
国外組織または個人が中国国内で課税対象サービスを提供

する場合において、その国外組織または個人が中国国内に経
営機構を設置していないときは、源泉徴収義務者が以下の算
式に基づいて源泉徴収税額を計算するものとします。

源泉徴 
収税額 ＝ 役務購入者が

支払う対価 ÷（1＋適用税率）× 適用税率

（5） 還付制度
国内組織または個人が0％税率による課税サービスを提供

する場合において、その国内組織または個人が一般税額計算
方式を適用して納付税額を算定するときは、課税対象サービ
スについて0％税率による課税を行うと同時に、そのサービス
に要した仕入税額は、まず、他の課税対象サービスに係る売
上税額から控除し、さらに控除しきれない部分がある場合は、
その部分を還付されます11。

なお、その国内組織または個人が簡易税額計算方式を適用
して納付税額を算定するときは、課税対象サービスについて
免税を適用し、そのサービスに要した仕入税額を他の課税対
象サービスに係る売上税額から控除することやその仕入税額
を還付することは認められません。

9	 	農産品を購入する場合は、増値税専用領収書もしくは税関輸入増値税専用納付書が取得できないことがあります。このような場合は、農産品買付
領収書等に記載されている農産品購入価格に 13％を乗じて算定した金額を仕入税額とします。

10		旅客運輸サービスは、鉄道運輸サービスを除き、改革プログラム課税対象サービスとなりましたが、旅客運輸サービスの対象者は主に「個人」で
あり、一般納税者が購入する旅客運輸サービスの対象が企業であるか個人であるかの峻別が困難であることから、この旅客運輸サービスに係る仕
入税額は売上税額から控除できないとされています。

11		なお、従来からの増値税の課税対象である輸出貨物に係る増値税は、徴収率よりも還付率が低い場合が多く、不還付部分は企業のコストとなって
いますが、改革プログラムに係る 0％税率による課税サービスについては、現在のところ、不還付部分は生じていない点にご留意ください。
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Ⅲ 活用できる税務ストラテジー　
キーポイントと活用法

1.  キーポイント①　多段階にわたる役務提供があっても
重複課税が生じない

営業税は、仕入税額控除の適用がないことから、役務の提
供者または役務の購入者が負担者となるため、役務提供が多
段階にわたる場合は、一段階ごとに税負担が生じます。一方、
増値税の納税義務者はその取引を行う者であるが、負担者は
原則として最終消費者であることから、課税対象サービスの
購入者には仕入税額控除の適用があるため、各段階の役務提
供者には税負担が生じません。こちらを図表4の事例を用いて
解説します。

たとえば、本社はある役務提供を現法Aに100で実施し、現
法Aはさらにその役務提供を現法Bに120で実施するものと
します。この連続する二段階の役務提供行為について、営業
税が課税される場合（図表4：左図）は、まず、現法Aは本社
へ100の対価を支払いますが、その送金時に、現法Aは5の営
業税（100×5％）を源泉徴収する必要があるため、本社が受
け取れる対価は95となります。次に、現法Aは現法Bより役
務提供対価120を受け取りますが、役務提供者として6の営業
税（120×5％）を納付する必要があります。よって、この二段
階の役務提供行為により、11の営業税負担が生じます。仮に、

営業税負担を転嫁する場合は、グロスアップ計算が必要にな
りますが、このグロスアップを行うことによって、本社が100
の手取りを、現法Aが20の手取りをそれぞれ確保するために
は、現法Bから収受すべき対価は131.8512にまで跳ね上がりま
す。よって、現法Bが製造業の場合、このような営業税の累積
は、生産コストの上昇を招くこととなります。

一方、改革プログラムによって増値税が課される場合（図表
4：右図）は、まず現法Aは本社へ100の対価を支払いますが、
その送金時に現法Aは5.66の増値税（100÷（1+6％）×6％）を
源泉徴収する必要があるため、本社が受け取れる対価は94.33
となりますが、この源泉徴収税額は、現法Aの仕入増値税と
して使用することができます。次に、現法Aは現法Bより役務
提供対価（税抜）120を受け取りますが、その際に売上増値税
7. 2（120×6％＝7.2）を徴収します。現法Aは、本来は徴収し
た売上増値税7.2を納付する必要がありますが、本社が源泉徴
収された5.66の仕入増値税を控除することにより、納付税額
は1.54となります。よって、本社が負担した5.66は現法Aで
活用され、この両者の負担は生じないこととなります。また、	
現法Bは役務提供対価の支払時に7.2の仕入増値税を負担して
いますが、これは、現法Bが製造業であれば、生産品の販売
時に売上増値税として回収するため負担は生じません。結果
として、この二段階の役務提供行為に増値税負担は生じない
ため、手取りも本社および現法Aを合わせて120が保たれてい
ます13。

12		つまり、本社が 100 の手取りを確保するためには、100 ÷ 95％× 5％＝ 5.26 を対価に上乗せする必要があるため、グロスアップ後の対価は 105.26
となります。次に、現法Aが20の手取りを確保するためには、105.26に 20の手取りを加算した金額125.26に対してグロスアップを行う必要があり、
125.26 ÷ 95％× 5％＝ 6.59 を対価に上乗せする必要があるため、グロスアップ後の対価は 131.85（125.26+6.59）となります。

13		なお、この事例では本社の手取りが 94.33、現法 A の手取りが 25.66（127.2-1.54-100）となります。本社が 100 の手取りを確保するためにグロスアッ
プを行った場合は、現法 A から本社への対価は 106 となり、6 の増値税を控除した 100 が本社へ送金され、6 は現法 A の仕入増値税となります。
現法 A は現法 B から役務提供対価 120 と共に 7.2 の売上増値税を徴収し、現法 A は 7.2 の売上増値税から仕入増値税 6 を控除した残額 1.2 を納付
します。現法 A の手取りは 20（127.2-1.2-106）となるため、結果として、本社および現法 A の手取り合計は 120 となります。よって、グロスアッ
プするか否かは、本社と現法 A のどちらにキャッシュを残したいのかによって考えればよいこととなります。

図表4　改革プログラムによる税負担効果

現法B 現法 B 現法A現法A 本社 本社

現法A 現法A 現法B 現法A 現法A

営業税120×5％＝6

【営業税課税時】

•

120×6％＝7.2
•

▲5.66

•

負担なし

【増値税課税時】

増値税負担額合計

0元

営業税負担額合計 11
（営業税負担を転嫁しない場合）

100120 100120

役務提供 役務提供 役務提供製品販売

対価 対価 対価対価 対価

役務提供

6％の売上増値税
を現法Bより徴収

6％の増値税を対価から
源泉徴収した上、仕入増
値税として控除可能

増値税100÷（1+6％）×
6％＝5.66
本社への送金額94.33

現法Aへ支払った
仕入増値税7.2は
製品販売対価に係
る売上増値税と相
殺可能

現法Bから120を収受
し、その対価に対して
5％の営業税を納税

日本本社へ100の送金に
あたり、5％の営業税を
源泉徴収

営業税100×5％＝5
本社への送金額95

未支出の仕入増値
税5.66は現法Aか
ら徴収する売上増
値税7.2と相殺可能
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2.  キーポイント①の活用法　PEリスク緩和のための出
張者人員一括管理

日本本社から中国現法へ技術サポート等のために出張者を
派遣し、その派遣についてチャージベースで対価を回収する
ことは、中国に現地法人を保有する企業にとっては、今や日常
的な業務と思われます。このような対価については、本来は、
日中租税条約が適用され、その技術サポートに係るプロジェ
クトが任意の12ヵ月のうち6ヵ月を超える場合に限り、その
日本企業の恒久的施設（PE）が中国にあるものとして中国が課
税権を持つことになりますが、実務上は、中国から貿易項目以
外での外貨送金を行う場合は、必ず納税証明書もしくは免税
証明書の取得が必要であり、この免税証明書の取得がほぼ不
可能な状況では、このようなサービスフィーの送金には、「み
なし課税方式」によるPE課税を受けて送金を行っているのが
一般と思われます。この場合、みなし課税方式に係るみなし
利益率の交渉を所轄税務局と行う必要がある上、現地法人の
ロケーションによっては、そのPEに関与した出張人員に係る
個人所得税の納付を要求されるなど、そのロケーションによっ
て取扱いに格差が生じています。このような状況をできるだけ
緩和させるために、この二段階による役務提供契約が有効と
考えられます。

つまり、日本本社は、まず統括会社等に多数の出張者を派
遣し、その統括会社からそれぞれの現地法人に出張者を派遣
する商流とします。この場合、国外送金が必要な対価は、統
括会社から日本本社への送金時のみであり、統括会社が上海
等、比較的財源に余裕があるエリアに所在する場合は、PE認
定に関する交渉が比較的緩和され、かつ、出張人員に対する
個人所得税にまで課税が及ぶ可能性も比較的緩和されものと
思われます（図表5参照）。

3.  キーポイント②　役務の輸入時に源泉徴収する増値税
は、役務購入者の仕入増値税として控除できる

図表4の本社と現法Aのように、国外組織または個人が国内
組織または個人に対して提供した課税対象サービスに係る対
価は、国内代理人またはそのサービスの購入者が適用税率に
よって増値税相当額を源泉徴収した上で、その国外組織また
は個人に対して送金されますが、その納付した増値税相当額
は、サービスの購入者である国内組織または個人が仕入税額
として控除できます。これは、営業税課税時にも5％の営業税
を源泉徴収し、その残額を送金していたため、一見すると営
業税と同じような取扱いですが、この国内組織または個人が
仕入増値税額として控除できることによって、その取扱いは
大きく変わり、図表4の事例のように、この国内組織または個
人と国外組織または個人がグループ会社のときは、そのグルー
プ内での手取り額に目減りが生じません。

4.  キーポイント②の活用法　第三者との役務提供契約時
の交渉材料

図表4の本社と現法Aのように、国内組織または個人と国外
組織または個人がグループ会社であるときは、そのグループ
内における手取りに影響はありませんが、これが第三者に対
する役務提供契約であればどうでしょうか。たとえば、日本
企業が第三者である中国企業に技術サービス等を提供する場
合、この改革プログラムどおり運用すれば、その対価を送金
する際に6％の増値税を源泉徴収し、その控除後の残額を送金
してくるはずです。日本企業は、営業税課税時からの流れか
ら、このような源泉徴収を自社が負担すべきと思いがちです
が、役務購入者である中国企業は、その金額を仕入増値税と
して控除できるため、その購入対価に係る実質的な負担は減
少しています。したがって、この源泉徴収される増値税の負
担については、役務購入者と交渉の余地があり、ベネフィット

図表5　PEリスク緩和のための出張者人員一括管理　

出張者

出張者

出張者

出張者

出張者

出張者 出張者

統括会社現法B

現法C

現法A

現法 B

現法C

現法A

日本本社 日本本社

【一般的に行われている役務提供契約】 【統括会社等を経由する役務提供契約】

各現地法人との間
で技術サポート契
約を締結

各現地法人との間
で技術サポート契
約を締結

統括会社との間で
技術サポート契約
を締結

出張者
の派遣

出張者
の派遣

出張者の派遣
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を勝ち得た場合は、その交渉結果を契約書に明確に規定する
必要があります。

Ⅳ おわりに －残された課題

これまで見てきたように、改革プログラムの全国拡大は、納
税者に係る税負担の軽減およびビジネススキームの再構築等
に寄与するものと期待されます。しかし、課税対象サービス
の範囲および税率はある程度は定まったものの、役務の輸出
として免税措置が実際に適用されるのか否か、また、改革プ
ログラムに係る課税対象サービスに含まれるのか、それとも営
業税課税対象サービスのままであるのかなど、現状において
は、税務当局の判断に委ねなければならない部分が非常に大
きく、仮に税務当局から一定の回答を経て処理を行った場合
であっても、税務調査時に別の判断が下される可能性を十分
に把握しておく必要があります。

中国では、「分税制」が導入されており、税目ごとに、主管
する税務機関が国家税務局（以下「国税」という）および地方
税務局（以下「地税」という）に区分されています。この分税
制は、単純に国税および地税が管轄する税目を区分している
だけではなく、各種税目のうち、税収の比較的高い増値税、
企業所得税および営業税等については、国税と地税が一定の
比率に応じて税収を確保する仕組みとなっています14。増値税
は、国税が主管しますが、その税収配分比率は、国税が75%、
地税が25%であり、地税が主管する営業税は、ほぼ100%が地
税の税収となっています。また、中国の税収のうち、最も高い
比率を占めるのは増値税ですが、営業税も企業所得税に並ぶ
高い税収を確保できる税目であるため、地税に与えるインパク
トは多大であり、これを容易に放棄するとは考えられません。
実際、改革プログラムが適用される課税対象サービスであっ
ても、地税が営業税課税対象であるとの異議を唱えているケー
スは各地で多数発生しており、国税と地税の税収全体が一元
管理されている上海市ですら、このような税収確保争いは発
生している状況にあります。

納税者は、このような現状を理解の上、改革プログラムが
自社に及ぼすプラスの影響とマイナスの影響を慎重に吟味し
ておく必要があるものと思われます。

本稿は、月刊「国際税務」（Vol. 33 No.8、税務研究会発行）
に寄稿したものに一部加筆したものです。

本稿に関する質問は、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 中国　上海事務所
税務部門

ディレクター　米国弁護士
David Huang（デイビット・ファン）
TEL：+86-21-2212-3605
david.huang@kpmg.com　

シニアマネジャー　日本税理士
長谷川　朋美
TEL：+86-21-2212-3758
tomomi.hasegawa@kpmg.com
　
有限責任 あずさ監査法人　
中国事業室 室長　
高﨑　博
TEL：03-3266-7521
china@jp.kpmg.com　

14		この分税制が導入された理由は、過度な地方分権化に起因して発生する地域間格差の拡大を是正することでした。そのために、まず中央政府があ
る程度の税収を確保した上で、補助金として地方政府に財政移転を行う制度を導入することにより、中央政府によるマクロコントロールの強化を
図ろうとしました。しかしながら、地方政府の反発も強く、税収の確保争いが続いた後、現在の配分比率に至っているため、地税は国税の下部組
織という認識がないという点にご留意ください。
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中国戦略　中国の労働力 
労働人口が減少する時、何が起きるか
KPMG 中国　北京事務所

アドバイザリー部門 ディレクター　厚谷　禎一 （監訳）

およそ 30 年前に経済を開放した中国は、今では米国に次いで世界第 2 位の経
済規模を持つまでに成長しました。巨大な中国の労働力は、この経済成長サイ
クルを牽引する重要な要因の 1 つであり、これまでは農業や製造業、サービス
産業の需要に十分に応じることができました。
しかし、現代中国の確立を担い、国家に貢献してきたこの労働力が定年を迎え
る時、一体何が起きるのでしょうか。中国の出生率が低下していることを考え
ると、この国の労働市場の需要を満たすだけの新たな労働力は十分に存在して
いるのでしょうか。国内労働力の減少が新たな現実となった今、「世界の工場」
にはどのような影響が生じるのでしょうか。
本稿では、中国で近年起きている人口構成の変化を検証し、中国の人々と中国
で活動する企業への潜在的影響を考察します。そこには、問題だけでなく新た
な事業機会も存在します。中国で起きるであろう人口構成の変化の影響を軽減
するために考えられる解決策に関しても議論します。
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お断りいたします。

 

【ポイント】
◦  中国の人口は、1950 年代から 30 年でほぼ倍増し現在は約 13 億 4 千万人、

その大半が 15 ～ 64 歳の就労年齢に属すという「人口ボーナス」状態にあ
り、多くの面で中国の成長を支えてきた。

◦  2015 年になると中国の労働力は頭打ちになり、2025 年には労働力の供給
が減少に転じることが予想される。

◦  労働人口の減少は、賃金の上昇、生産性とスキルのミスマッチ、海外直接
投資への影響につながる。

◦  「高齢化」が急速に進む中国では、労働人口の減少や労働者の産業セクター
間のシフトのほか、医療ニーズが拡大することによって生み出される経済
活動や起業活動につながると考えられる。

◦  注目すべき産業セクターとしては、ロボット・工作機械、高度教育、医療・
介護サービス、医療用機器製造・販売などの分野で外資企業へのより一層
の市場開放・支援が進み、日本企業にとっても特に有望な事業機会が生ま
れると考えられる。
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いるのでしょうか。国内労働力の減少が新たな現実となった今、「世界の工場」
にはどのような影響が生じるのでしょうか。
本稿では、中国で近年起きている人口構成の変化を検証し、中国の人々と中国
で活動する企業への潜在的影響を考察します。そこには、問題だけでなく新た
な事業機会も存在します。中国で起きるであろう人口構成の変化の影響を軽減
するために考えられる解決策に関しても議論します。
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お断りいたします。

 

【ポイント】
◦  中国の人口は、1950 年代から 30 年でほぼ倍増し現在は約 13 億 4 千万人、

その大半が 15 ～ 64 歳の就労年齢に属すという「人口ボーナス」状態にあ
り、多くの面で中国の成長を支えてきた。

◦  2015 年になると中国の労働力は頭打ちになり、2025 年には労働力の供給
が減少に転じることが予想される。

◦  労働人口の減少は、賃金の上昇、生産性とスキルのミスマッチ、海外直接
投資への影響につながる。

◦  「高齢化」が急速に進む中国では、労働人口の減少や労働者の産業セクター
間のシフトのほか、医療ニーズが拡大することによって生み出される経済
活動や起業活動につながると考えられる。

◦  注目すべき産業セクターとしては、ロボット・工作機械、高度教育、医療・
介護サービス、医療用機器製造・販売などの分野で外資企業へのより一層
の市場開放・支援が進み、日本企業にとっても特に有望な事業機会が生ま
れると考えられる。

Ⅰ 豊富な労働力が中国の経済発展を牽引

1950年代から中国の出生率（女性1人が出産する子供の数）
は6前後に上昇し、中国の人口は30年でほぼ倍増しました。5
億8,000万人だった人口が10億人を超えたのです1。現在、中
国の総人口は約13億4,000万人で、うち9億8,000万人が就業
人口です2。

この間、中国の増大する労働力は、急速に拡大する産業界
のニーズを満たしてきただけでなく、多様な職種、産業分野、
あるいは業種の異なる労働需要に合わせるように労働者を分
散させることで、中国GDPの成長に大いに貢献してきました。

1950年代から1980年前後にかけて、農業（一次産業）は中
国経済の中で最も重要な部門でしたが、1970年代になると、
製造業がGDPの重要な担い手として登場しました。中国の労
働力は、これらの産業の間でスピーディーに移動しました。

当時、人口が非常に多いだけでなく、人口の大半が15～ 64
歳の就労年齢に属していたことも、中国にとって有利な条件
でした3。これは中国の「人口ボーナス」であり、中国が国とし
て需要に見合うだけの労働力を供給し、国内市場と輸出のた
めに製品を生産できた時代だったことを意味します。

Ⅱ 労働力減少の影響

人口ボーナスは多くの面で中国の成長を支えた重要な要因
でした。しかし、労働人口の増加が止まり、労働需要に追い
つかなくなった時、どうなるのでしょうか。

統計によれば、2015年になると中国の労働力は頭打ちにな
り、2025年には労働力の供給が減少に転じることが予想され
ます。就労人口の予測は、2020年から2050年にかけて約2億
人（比率にしておよそ20％）の減少が生じることを示していま
す（図表1参照）4。長期的に進む現象ではありますが、こうし
た労働人口の減少が高度経済成長の逆風になることはほぼ確
実です。

中国の人口ボーナス時代が終わる頃には、経済と社会の多
くの分野に影響が及ぶことは間違いありません。ここでは、そ
のいくつかについて説明します。

1. 賃金の上昇

中国の労働力の供給が減少し始めると、労働者の賃金は上
昇すると考えられます。2004年以降、中国の平均給与の上昇
は年率で公共部門で14.3％、民間部門で18.3％でした5。所得
の上昇は生活水準を向上させ、中国に国内消費主導経済を発
生させる大きな要因となりました。

しかし同時に、人件費の上昇は経済のあらゆるセクターで
深刻な事業経営上の問題を投げかけました。労働力の争奪が
激化し、人件費が上昇すれば、企業はそれに対応しなければ
なりません。近年、多くの労働集約的な生産活動が内陸や海
外へと移転しました。

2. 生産性とスキルのミスマッチ

中国の3つの産業分野（農業、製造業、サービス業）は1970
年以降、いずれも生産性を急速に伸ばしました。中国はこれ
まで、その労働人口の柔軟性に助けられていました。農業か
ら、技能の習得が比較的容易な製造業部門へと労働者を機動

1	 中国国勢調査
2	 	'Ageing	China:	Changes	and	challenges’（高齢化する中国：変化と課題）	BBC ニュース	http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19630110
3	 	Salt,	Bernard.	‘Demographics’（人口統計）	In	Australia	&	China:	Future	Partnerships（豪州と中国：	未来のパートナーシップ）2011 年、	

P14-21。KPMG および University	of	Sydney	China	Studies	Centre	（シドニー大学中国研究センター）	
http://www.kpmg.com/au/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/australia-china-future-partnerships-2011.aspx

4	 	国連	http://data.un.org/Search.aspx?q=China% u2019s+working-age+population+from+1950-2050
5	 	Chen,	Xin.	‘Labor	force	at	turning	point’（岐路に立つ労働力）	チャイナデイリー紙		

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-11/06/content_15877133.htm

図表1　中国の生産年齢人口と予測（1950～2050年）
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的に配置転換することによって、労働人口の生産性を高める
ことができたのです。

しかし現在、非熟練労働者を高度なスキルが要求される製
造業やサービス業に移すことが課題となっています。これは
雇用主にとっては大きな難題です。というのも、市場の需要に
合わせて労働力を供給するには、教育訓練や他の経営技術を
効率的に活用し、非熟練労働者を高度な技能が要求されるオ
ペレーション職やサービス職に就けるように、「変身」させな
ければならないからです。より専門性の高い職種の人材を採
用することの難しさは、人件費にさらなる上昇圧力をかけるも
のと思われます。

3. 海外からの直接投資への影響

近年の中国への国内直接投資（FDI）は過去に例を見ないほ
ど大きく、ここ数年の年間投資額はすべて1,000億米ドルを優
に超えています6。中国の人口統計学上の課題にかかわる最大
の疑問の1つは、外国人投資家にとって中国が今後も投資先と
しての魅力を維持できるかどうかです。

しかし、中国の人件費の上昇や人民元高、ここ数年にわた
るFDI出資国自体の経済問題などにもかかわらず、中国への
FDIは依然として高水準にあることを指摘しておかなければな
りません。さらに、このFDIの投資先はすでにこれまでにない
部門（R&Dやサービスなど）へと多様化し始めています。重要
な消費市場としての中国の魅力を考えれば、中国が今後もFDI
の有力な投資先であり続ける可能性は高いでしょう。

Ⅲ 高齢化する中国

中国が直面している問題は、労働人口の減少や労働者の生
産性シフトだけではありません。中国は「高齢化」が急速に進
んでいる国でもあります。こうした高齢化の一因は、1950年
代から70年代後半にかけての爆発的な人口増加に対処するた
めに敷かれた政策にあります。

中国の一人っ子政策、死亡率の低下、出産年齢の高齢化な
どは、現在の中国人口動態の急激な変化の主要な要因と考え
られます。

一人っ子政策は1979年に初めて実施され、その後若干の変
更が加えられたものの、現在も継続されています。少数民族
に対して、あるいは夫と妻がともに一人っ子である場合などに
は若干の柔軟性を持たせてはいますが、この政策は都市部の
夫婦が実質的に二人以上子供を持たないよう制限しています。

さらに、中国は1970年代半ばには「遅く、長く、少なく」と
いう奨励策（晩婚化と晩産化、出産間隔の延長、出産回数の
抑制）を開始していました。一人っ子政策とこの奨励策は、出
生率の著しい低下を招きました。女性1人当たりの出産率は、
1980年代初頭から現在までに6近くから1.8に低下しています。
これは発展途上国の中では最低の水準です。この20年ほどの
間、出産率はほぼ横ばいでした7。人口を維持するうえで必要
な1世帯当たりの子供の数は2.1です8。したがって、他の条件
が同じであれば、中国の人口は時間の経過とともに減少するこ
とになります。（図表2参照）

中国の労働力人口の構成を変化させたもう1つの理由が死亡

6	 	Investment	in	China:	Numbers	and	Trends（対中投資：データと傾向）（2012 年第 4 四半期）	KPMG	
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/Investment-in-China-Numbers-and-Trends-201303.aspx

7	 	Bloom,	David	E.,	David	Canning,	and	Günther	Fink.	‘Population	Aging	and	Economic	Growth’（人口高齢化と経済成長）2008 年		
http://www.hsph.harvard.edu/pgda/WorkingPapers/2008/PGDA_WP_31.pdf

8	 	‘One	child	policy	pressurized	by	aging	population’（人口高齢化に揺れる一人っ子政策）新華社		
http://www.china.org.cn/china/features/content_18320523.htm

図表2　中国の人口の変化（1950～2050年）
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率の低下です。1949年の中華人民共和国の建国時、中国の平
均寿命はわずか35歳でした7。科学と医療技術が進歩し、全国
民に基本的な医療が行き届くようになった結果、健康状態と
平均寿命は劇的に改善されました。現在の全国での平均寿命
は75歳前後です（注：上海などの大都市の方が平均寿命は高
い）。中国の平均寿命は、2050年には80歳まで向上すると見
込まれています9。

人口に占める比率で見ると、2010年の時点で中国の人口の
約70％が15～ 60歳の標準就労年齢（注：実際には中国の人
口の73％が就業中）、15歳の就労年齢に達しない人口は19％、
60歳を超える人口は11％のみとなっています10。しかし、
2050年になると60歳を超える人口がおよそ3倍に増加し、定
年年齢以上の人口が4億人を超える見通しです。これは米国の
総人口を上回る数です11（図表3参照）。

誕生し、その後就労する子どもの数が減少しているだけで
なく、人口のかなりの部分が高齢期に入り始めます。そして、
これらの高齢者の寿命はますます延びると見込まれています。

高齢人口の増加は、経済と社会に多くの問題をもたらしま
す。第一に、増加した高齢者のための医療ニーズが大きく拡
大します。中国では、年の若い労働者階級が高齢の家族を養
うことが伝統となっています。したがって、十分な医療保険制
度を持たない高齢者が増えれば、若い世代は医療費を賄うた
めに倹約的な生活を強いられる可能性があります。就労年齢

に属する人々がより節約するようになると、リスクを冒したり、
小規模な事業を立ち上げたりする性向が薄れ、消費者の支出
行動にも影響が及ぶことを意味します。

Ⅳ 考えられる対応策

中国の人口問題は、同国の生産性や起業活動、GDPの成長
を脅かすものではありますが、差し迫った問題とはならない
でしょう。こうした問題は長期にわたって起こると見込まれる
ため、市場はそれらに対応し、解決する機会を与えられます。
さらに、同じような人口構成の変化を経験した諸外国の例を
検証し、これらの国々がそうした変化にどう対処したかを把握
することもできます。以下、中国に適した対応、適さない対応
を含め、考えられる対応を検証します。

1. 自動化と機械化

中国は、コストマネジメントへと向かう産業界の変化に対応
する態勢を整え、現在ロボット技術関連の購買で世界のトッ
プに立っています。これは、すでにかなり長い期間、人口高齢
化の事態に直面してきた日本がとった戦略です。（たとえば農
業の）自動化と機械化の普及は、中国の長期的な人口構成の変
化による以上に多くの仕事を削減するだけでなく、全体的なコ
ストを引き下げ、さらなる外国からの直接投資を引き続き呼び
込む可能性があります。

たとえば、フォックスコン（深圳にあるアップル製品の
EMS）はすでに推定71億米ドルを投じ、コストの高い労働者
の代わりに100万台のロボットを導入する3ヵ年計画に着手し
ています12。機械化と自動化は、労働者との1：1の交換では
ありません。フォックスコンは最近、「労働力として100万台
のロボットを導入する計画だが、効率を最大限に高めるため、
100万人強の労働力の一部を技術職や設計職に再配置する予定
である」と発表しました13。

2. 中国の新成長部門における生産性／効率の達成

サービス業は将来的に中国の重要な成長ドライバーになると
見込まれています。この部門の必要リソースの需要を満たす

9	 	Han,	Dongping.	‘China's	past	century:	On	CPC's	90th	birthday’（中国の過去 1 世紀：CPC の 90 歳の誕生日に）		
チャイナデイリー紙	http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2011-07/01/content_12817726.htm

10		中国国勢調査、国連
11		'Retirement	age	will	be	pushed	back'（延びる定年）		

チャイナデイリー紙	http://www.china.org.cn/china/2011-03/22/content_22190715.htm
12		'Apple's	Revolutionary	Move	Into	Robotic	Manufacturing’（アップルがロボット生産に革命的移行）		

Seeking	Alpha	http://seekingalpha.com/article/658711-apples-revolutionary-move-into-robotic-manufacturing
13		Kan,	Michael.	‘Foxconn	to	speed	up	“robot	army”	deployment’（『ロボット軍』配備を加速するフォックスコン）		

PCWorld	http://www.pcworld.com/article/2043026/foxconn-to-speed-up-robot-army-deployment-20000-robots-already-in-its-factories.html	

図表3　中国の人口変動
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ためには、教育トレーニングへの投資、労働者の再教育また
は職業スキルの再習得が必要になります。このため、内外の
教育機関にとっては、専門学位の授与コースや、資格認定プ
ログラムの提供といったビジネスチャンスとなりえます。

特有のチャンスが訪れる産業セクターは、医療分野におけ
る老人介護産業です。この分野は、中国においてすでに深刻
な人手不足に見舞われています。加えて、慢性的な病気を抱
える人々のための病床や医療施設の需要も大きく増えるでしょ
う。高齢化社会のニーズに対処するための投資と教育訓練は、
民間部門の参入や投資の大きなチャンスになると思われます。

3. 移住／労働力の輸入

中国は歴史的に労働力の輸出国であり、（たとえばオースト
ラリアや米国などのような）労働者の主な移住先ではありま
せんでした。米国は移民に対して比較的広く門戸を開き、就
労年齢に属する若年層の流入が若い労働力を支えてきました。
一方、ドイツは現在、今後15年間に労働力の13％を失う事態
に備えています14。そこでドイツは移民と国外からの就労拡大
を推進することによって、自国の労働力の高齢化と慢性的な
労働力不足に対処しようとしています15。長期的には中国も、
人口構成の変化に対処する政策の一環として、よりフレキシ
ブルな移民政策を検討する可能性があります。

4. 定年の延長

中国の現行定年年齢は、女性労働者が50歳、女性公務員が
55歳、男性が60歳です16。この定年年齢は、中国の平均寿命
がずっと短かった何年も前に定められたもので、多くの国と比
べて早いものとなっています。米国では公式な定年年齢が漸
次引き上げられているところで、2026年には65歳から67歳に
なります17。一方、日本の現行の法定定年年齢は60歳ですが、
現在、改正を行っているところです。2025年に65歳に達する
まで、2013年から3年ごとに1歳ずつ引き上げられるのではと
みられています18。ドイツも今後2029年までの間に、定年年
齢が65歳から67歳に変更される模様です19。

高齢者の経験とスキルをいかに上手に活かすかが、今後数

十年にわたって中国が最も力を入れる分野になるでしょう。

5. オフショアリング

オフショアリングとは、海外にある自社所有施設または第
三者施設に業務を移すことをいいます。前述の通り、労働集
約的な産業セクター（衣料品製造など）では、このところすで
にオフショアリングが進められています。こうした傾向は、時
間の経過とともに他のセクターにも波及するようになるでしょ
う。日本企業や韓国企業が過去何十年にわたって行ってきた
ように、中国の輸出品製造企業も生産活動を海外に移転する
といった、類似の戦略を追及、推進していくと思われます。

6. 人口管理政策

現在の人口管理政策は、30年以上にわたって実施されてき
たものです。こうした管理が、この20年間ずっと出生率を1.8
前後で安定させてきた主な要因だったことは間違いありませ	
ん7。中国が人口抑制策を緩和すれば、近い将来起きる労働力
の減少の是正に役立つと思われますが、今後数十年は効果が
現れないでしょう。今日生まれる子どもたちが労働市場に参
入するのは、2030年代以降だからです。

14		Elliott,	Larry,	and	Julia	Kollewe.	‘Germany	faces	up	to	problem	of	ageing	workforce’（労働力の高齢化問題に立ち向かうドイツ）		
The	Guardian	http://www.theguardian.com/world/2011/mar/17/new-europe-germany-retirement-pensions-exports;		
NationMaster.com	http://www.nationmaster.com/country/gm-germany/lab-labor

15		Elliott,	Larry,	and	Julia	Kollewe.	‘Germany	faces	up	to	problem	of	ageing	workforce’（労働力の高齢化問題に立ち向かうドイツ）		
The	Guardian	http://www.theguardian.com/world/2011/mar/17/new-europe-germany-retirement-pensions-exports

16		'Retirement	age	will	be	pushed	back’（定年年齢を引き上げ）		
チャイナデイリー紙	http://www.china.org.cn/china/2011-03/22/content_22190715.htm

17		'Ageing	and	Employment	Policies	–	Statistics	on	average	effective	age	of	retirement’（高齢化と雇用政策−平均実質定年年齢に関する統計）		
OECD	http://www.oecd.org/els/public-pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm

18		Schreiber,	Mark.	‘Mandatory	retirement	takes	a	leap	forward’（法定定年制度の飛躍的前進）		
ジャパンタイムズ	http://www.japantimes.co.jp/news/2013/03/24/national/mandatory-retirement-takes-a-leap-forward/

19		'S.	Korea	to	make	retirement	age	of	60	compulsory’（韓国、60 歳定年を義務付け）	SINA	http://english.sina.com/world/2013/0423/584720.html

http://www.theguardian.com/world/2011/mar/17/new-europe-germany-retirement-pensions-exports
http://www.nationmaster.com/country/gm-germany/lab-labor
http://www.theguardian.com/world/2011/mar/17/new-europe-germany-retirement-pensions-exports
http://www.china.org.cn/china/2011-03/22/content_22190715.htm
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Ⅴ おわりに

中国人口動態の高齢化・労働力のセクター間のミスマッチな
どへの対応は中国政府にとっても喫緊の課題となっており、今
後も更なる外資への開放や積極的な支援策が進められると考
えられます。

関連するセクターとして特に有望と思われる産業には次のよ
うなものが含まれます。

− ロボット・工作機械 ：  賃金の上昇、労働力不足解消への対
応策として。

− 高度教育 ：  先端製造業やサービス業、経営など
に必要な人材開発を提供。

− 医療・介護サービス ：  高齢化の進展と平均収入の増加から
より高度なサービスの需要が高まる。

− 医療用機器製造・販売 ：  同上

これらの産業分野での市場参入・事業展開には本当の意味
での市場インテリジェンスの摂取、サプライチェーンの構築、
政府当局との関係維持などが要求されます。そのため、これ
らのセクターでは今後ますます、中国企業との提携・M&Aが
増加すると思われます。

日本企業が中国経済・社会に大いに貢献し、その結果とし
て適切な利益・対価を得られるよう、我々KPMGも専門領域
でのサービスを引き続き提供していく所存です。

本稿は、「MIZUHO CHINA MONTHLY」（2013 年 9 月号）
に寄稿したものに一部加筆したものです。

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

KPMG 中国　北京事務所
アドバイザリー部門
ディレクター　厚谷　禎一
TEL: +86-10-8508-7111
teiichi.atsuya @ kpmg.com

あずさ監査法人　
中国事業室　室長　
高﨑　博
TEL：03-3266-7521
china @ jp.kpmg.com
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ブラジルの源泉徴収税
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

ブラジルは、ラテンアメリカ随一の経済大国として、2012 年の GDP では世界
第 7 位を占め、2017 年にはフランスを抜いて世界第 5 位まで躍り出ることが予
想されています。日本企業のブラジルでの活動は今後とも増加していくものと
思われます。
そのような企業活動の増加に伴い、ブラジルにおいて源泉徴収義務が課されて
いる国内支出や、日本を含む国外への支出も増加し、それに伴う税務問題も多
くなることが懸念されます。
本稿では、皆様方の理解の一助となるべく、ブラジル財務省が公表している資
料や法令の試訳をベースに、制度概要の把握に主眼を置いて、詳細に定められ
ている各源泉徴収項目を検索しやすいように解説しています。
なお、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
家へご相談ください。
文中の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。

 

【ポイント】
◦  ブラジルの源泉徴収税の分類は詳細に定められており、その徴収時期や支

払方法・時期等もミスを犯しやすいので、新たな種類の支払いが生じると
きは、必ず専門家に確認すべきである。

◦  国外に対する支払いや非居住者に対する給与の支払等は源泉分離課税が多
く特に留意すること。

◦  技術支援、管理費支援等の国外送金には、CIDE（特定財源負担金）とい
う 10％の負担が別途かかる。

◦  日本への支払いの場合には、日伯租税条約の対象となって低税率が適用さ
れる可能性がある点に留意すべきである。なお、ブラジルと米国との間に
は二重課税を排除するための租税条約は締結されていない。

◦  2015 年 12 月 31 日まで、2014 年サッカー・ワールド・カップの特別措置
が存在する点に留意すること。

Ⅰ はじめに

源泉徴収とは、給与・報酬等の支払者が、それらを支払う
際に所得税等をあらかじめ差し引いて国等に納付する制度で
すが、ブラジルにおいても日本と同様の概念で行われており、
個人に限らず法人に対する支払いについても比較的よくみら
れます。

ブラジルの源泉徴収税（Imposto	de	Renda	Retido	na	Fonte、
以下「IRRF」という）は、主に法令（Reglamento	do	Imposto	
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de	Renda、以下「RIR」という）第3,000/1999号第3巻第1部
（第620条～第726条、以下「源泉徴収税法」という）およびそ
の他の法令および補足法、規範的指針等その追加的な規定で
定められている、所得に対して課税される連邦税ですが、原
則的に、法人所得税および個人所得税を構成します。また、
非居住者等への支払いに係る源泉分離課税制度の場合には、
源泉徴収税の納付で課税が完結します。なお、CSLL（法人の
利益に対する社会負担金）、COFINS（法人の売上高に対する
社会負担金）、PIS/PASEP（社会統合基金/公務員財形計画）
に対する源泉徴収制度も存在します。

本稿では、ブラジルの源泉徴収税について、共通概念、ブ
ラジル居住者の労働所得、資本所得、その他の所得、非居住
者等の所得およびその他の項目について記述します。

Ⅱ 共通概念

ブラジルの源泉徴収税は、各々の所得の性質に応じて、課
税根拠の発生、所得受領者、税率、計算方法およびその取扱
い等が定められることになります。以下では、それぞれに共通
する概念について、解説します。

1. 源泉徴収義務者

所得を支払う自然人または法人が、源泉徴収義務者とみな
されます。

2. 源泉所得の課税根拠の発生時期

源泉所得の課税根拠の発生時期は、原則として支払われた
または未払計上された時です（RIR第685条、法律第7,713/1988
号第7条）。

3. 納付期限

源泉徴収税の納付期限は、原則として図表1のとおり３パ
ターンがあります。本稿Ⅲ～Ⅵで順次説明いたします。

4. 給与等に係る税率

2013年度および2014年度の給与等に係る月次および年次の
源泉徴収税は、図表2のとおりです。

5.  DIRF（Declaração do Imposto de Renda Retido na 
Fonte）

DIRFとは、各暦年に支払ったすべての源泉徴収税に関する
情報をまとめて年１回、その翌年の一定期間に（2012年度の場
合は、ブラジリア時間2013年2月28日23時59分59秒まで）ブ
ラジル財務省に申告するための源泉徴収税申告書です（規範的
指針第1,297/2012号第9条）。

①  所得受領者に対して支払われた、または、未払計上された所得
に対する所得税等の源泉徴収額を表示する。

②  源泉徴収の税率ゼロの場合や免税の場合も含んだ、非居住者に
対する給与や送金等についての支払いおよび未払計上等の場合
に利用する（同指針第 2 条）。

③  ブラジル居住者である自然人または法人に対する、免税または
非課税となる所得の支払等の場合に利用する。

④  法人によって徴収される公的保険の支払いの場合にも利用する。
⑤  所得の種類（労働所得、資本所得、その他所得、非居住者の

所得等）やその内容に従って、DIRF コードという 4 桁の数字が
決められている。

法人の場合、DIRFにおいて納税に関して記載される情報は、
本社におけるCNPJ（法人納税者番号）と法人名においてなさ
れることが必要です（同指針第1,297/2012第7条）。

また、DIRFの提出時期や方法等に関する規定は、詳細に
定められ、かつ、毎年変化しますので、以下のHPをご参照下
さい（ポルトガル語サイトhttp://www.receita.fazenda.gov.br/
PessoaJuridica/DIRF/PerguntasRespostas.htm）。

本稿Ⅲ～Ⅵにおける各表中で特別の定めがない限り、源泉
徴収された所得を、年次申告において合算申告することとなり
ます。

すなわち、その場合には、源泉徴収されていた税額は、年
次申告時に前払いしていたものとして取り扱われます。

6. 罰金

源泉徴収義務者は、以下に該当する場合、現行の規定であ
る規範的指針第197/2002号の定めに従わなければなりません。

図表1　源泉徴収税の納付期限のパターン

A 各月を月初から数えて 10日ごとに３期間に区切り、課
税根拠が発生した日が属する翌月の第2期間（20日間）
内における最終営業日（法律第 11,196/2005 号第 70
条第1号、法律第 11,933/2009 号第 5 号）

B 各月を月初から数えて 10日ごとに３期間に区切り、課
税根拠が発生した日が属する期間の翌期間内の第 3
営業日（法律第 11,196/2005号第 70 条第1号 b.1.）

C 課税根拠が発生した当日または所得の支払日（RIR 第
675 条第 2 号、法律 11,196/2005 号第 70 条第1号
a.2.）。もし、課税根拠が公共機関の休日に発生した場
合には、次の営業日になる。

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/PerguntasRespostas.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/PerguntasRespostas.htm
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①  DIRF の提出期限日までに提出できなかった場合。
②  提出された DIRF の記載内容が不正確であるまたは記載漏れが

ある場合。

上記の源泉徴収義務者は、正しいDIRFの提出を命じられる
とともに、未提出または訂正申告の場合には、ブラジル財務
省の徴税当局から再提出期限が設定されると共に、以下の罰
金を払うこととなります。

①  DIRF 申告にエラーがあったまたは提出期限日までに提出できず
に、DIRF に記載された税金総額をまとめて支払った場合、翌
月以降、実際に提出した日まで、各月ごと（各月で１日経過して
も１ヵ月として切上げて数える）2％、最高 20％まで。

②  記載情報の 10ヵ所の誤謬または記載漏れごとに 20 レアル。

罰金の計算は、DIRF提出のために元々設定されていた最終
期限日から、実際の提出日、または未提出の場合には違反調
書の作成日までを1つの期間とみなして行われます。罰金は以
下のように減額されます。

①  半額まで：  提出期限後の申告だが、税務当局による手続（通知
発送等）開始前の場合。

②  75％まで： 通知で定められた申告期間中に提出した場合。

罰金最低額は以下のようになります。

①  200 レアル： 自然人、休眠法人等の場合。
②  500 レアル：  上記以外のケースで、ブラジル連邦税務当局によ

り条件が定められているもの以外の申告のケース
でそれが実施されない場合。

訂正を行う場合、源泉徴収義務者は、通知から数えて10日
以内での申告書提出の命令を受けるとともに、申告の提出遅
延に関する罰金を支払うことになります。

なお、実務的には、記載情報の誤りに関しては、罰金を払
うことなく情報を訂正するだけですみ、提出期限を守らなかっ
た時のみ、罰金を払うケースも多いようです。

Ⅲ ブラジル居住者の労働所得
（Rendimento do Trabalho）

ブラジル居住者の労働所得は、源泉徴収税法等では23項目
定義されており、いかなる名目や前払いも含む給与等の労働
に基づく対価や課税対象となる手当や、さらには、従業員に
対する利益分配としての業績連動型報酬等も含んで定義され
ています（RIR第620、624、626、633、636、637および717
条、補足法第123/2006号、法律第11,053/2004号第1、3条）。

いわゆる13ヵ月給与については、図表2の税率表を用いた
源泉分離課税となります（RIR第638条）。

納付期限については、図表1の分類では、受取人が特定され
ていない間接給与（図表6③と同じ扱い）はC、それ以外の労

図表2　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）

出所：法律第 12,469/2011 号第 1 条およびブラジル財務省 HP
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働所得はすべてAとなります。
なお、具体的な支払項目に係る源泉徴収の必要性は図表3の

とおりです。
これらの源泉徴収は、従業員に対する利益分配としての

業績連動型報酬については図表4の税率表を用い（法律第
10,101/2000号付表）、そのほかについては、図表2の税率表を

用います。
また、フリンジ・ベネフィットや現物給与については、源

泉徴収の対象となりますが（RIR第635条）、受益者が特定で
きない場合は35％の税率となります（図表6③参照。法律第
8,981/1995号第61条本文）。

図表3　ブラジル居住者の労働所得

主な項目 源泉徴収の必要性

給与 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

有給休暇の金銭保証 不要  （国家予算への検事意見 PGFN1,905/2004 号、 
確認行為第 6/2006 号および ADI RFB 第 28/2009 号）

給与加算額 : - 不衛生作業手当
   - 危険作業手当
   - 夜勤手当
   - 割増手当
   - 勤務年数手当
   - 転勤手当

必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）
なお、左記の転勤手当とは、転勤に伴う転居費用の実費ではな
く、手当そのものを指す。

費用補償（一部振替） 不要 （法律第 7,713/1988 号第 6 条第 20 号）

傷害補償 （被雇用者であり、当初の 15 日間） 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

病気補償 （被雇用者であり、当初の 15 日間） 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

自己都合退職事前予告期間（退職日前 30 日間）中において支払われ
た労働を伴わない報酬

不要 （法律第 7,713/1988 号第 6 条第 5 号）

自己都合退職事前予告期間中において支払われた労働を伴う報酬 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

自己都合退職事前予告を伴う労働契約破棄に伴う1/12 相当の追加支
払部分の 13 ヵ月給与

必要  （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条、 
法律第 7,959/1989 号第 5 項第 2 号）

13 ヵ月給与 -1 回目支払い 不要（規範的指針第 15/2001 号第 7 条第 2 段落）

13 ヵ月給与 -2 回目支払いまたは労働契約の 
終了に伴う部分

必要  （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条、 
法律第 7,959/1989 号第 5 項第 2 号、 
規範的指針第 15/2001 号第 7 条）

給与の 50％に至るまでの出張日当月額 不要  （法律第 7,713/1988 号第 6 条第 2 号）。 
月額合計で考える。

給与の 50％を超えた場合の出張日当月額合計 必要 （PN CST 第 10/1992 号）。上に同じ。

見習手当（法律第 6,494 ／1977） 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

取得した年次休暇および 1/3 の追加手当 必要  （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条、 
規範的指針第 15/2001 号第 11 条）

補償された年次休暇＋解雇、定年退職または免職に伴う1/3 の支払い 不要 （RFB 意見相違解決第 1/2009 号）

チップ 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条） 

賞与 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

契約期間に定めがある労働契約の破棄による補償 （例 : 試験的契約） 不要 （法律第 7,713/1988 号第 6 条第 5 号）

従業員に対する利益分配としての業績連動型報酬 必要 （法律第 10,101/2000 号第 3 条第 5 段落） 

現金取扱従業員へ支払われる現金管理責任手当（Quebra de Caixa） 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

母子手当 必要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

家族手当 不要 （法律第 8,218/1991 号第 25 条）

交通費（タクシー等を除く、公共機関のみ） 不要 （法律第 7,713/1988 号第 3、7 条）

食料手当 – PAT 制度（労働者に対する食料配給制度） 不要（法律第 7,713/1988 号第 6 条第 1 号）
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Ⅳ 資本所得（Rendimento de Capital）

源泉徴収税の対象となる資本所得の各項目と税率と概要に
ついては図表5のとおりです。項目ごとに徴収方法、計算方法、
支払時期等が詳しく定められています。また、下記の法人や
個人には、学校や福祉団体、零細個人事業者、ブラジル非居
住者等は含めておりませんが、別途定めがある項目もある点
にご注意下さい。

納付期限は、図表1の分類に基づいています。

Ⅴ その他の所得（Outros Rendimentos）

その他源泉徴収税の対象となる所得として定められた項目
の、税率と概要については図表6のとおりです。項目ごとに
徴収方法、計算方法、支払時期等が詳しく定められています。
納付期限は、図表1の分類に基づいています。

Ⅵ 非居住者の所得等（Rendimentos de 
Residentes ou Domiciliados no Exterior）

非居住者に対する支払いの場合の源泉徴収税税率と概要に
ついては図表7のとおりですが、項目ごとに徴収方法、計算方
法、支払時期等が詳しく定められています。

なお、すべての項目が、源泉分離課税となっている点にご
注意ください。また、25％以下の税率が設定されている場合、
および、タックス・ヘイブンとして指定されている地域に対す
る支払いの場合には、25％の税率が適用されるケースがある
点にもご注意ください。

納付期限は、図表1の分類に基づいています。
なお、上記の非居住者への送金の一部には、CIDE（特定財

源負担金）と呼ばれる税金が10％課せられます。
また、⑦の項目に関し、ブラジル居住者の給与に対する個

人所得税を計算する際には、社会保険料等の控除後の金額に
税率を乗じるのに対し、表のとおり、非居住者の場合には、

総額に対して税率を乗じるので、税額が著しく高くなります。
CIDEは法律第10,168/2000号、第10,332/2001号、法令第

3,949/2001号および解釈的法律ADI	SRF第25/2004号で定め
られた、国産技術開発促進のための社会負担金ですが、技術
供与、技術支援サービス、特定の技術サービス、商標権の譲
渡、特許権開発ライセンスの譲渡、管理支援サービス等に伴
う送金が対象となります。なお、前述の法律等では、サービ
スの範囲や課税標準の定義等が明確に定められていない点に
ご注意ください。

Ⅶ その他の項目

1.  CSLL、COFINSおよびPIS/PASEPに対する源泉徴収
制度

CSLL（法人の利益に対する社会負担金）、COFINS（法人の
売上高に対する社会負担金）、PIS/PASEP（社会統合基金/公
務員財形計画）に対しても、図表8のような源泉徴収制度が存
在します。

2. 2014年ワールド・カップ等の特別措置

2015年12月31日までの期限付特例措置で、2013年サッ
カー・コンフェデレーション・カップ、2014年サッカー・ワー
ルド・カップの開催を支援するために要した、法人および個人
の人件費や支援費、国際旅行費用等に関し、様々な免税措置
等が準備されています。それに対応した源泉徴収制度も用意
されていますのでご注意ください。

図表4　従業員に対する利益分配としての業績連動型報酬に対する税率

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 6,000.00 0.0% −

6,000.01 9,000.00 7.5% 450.00

9,000.01 12,000.00 15% 1,125.00

12,000.01 15,000.00 22.5% 2,025.00

15,000.00 − 27.5% 2,775.00
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図表5　源泉徴収税の対象となる資本所得の各項目と税率と概要

項目（RIR） 納付期限 税率 概要

①  利子配当（668条） B 15％ 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）で、源泉分離課税。個人の場合や特定の法人

（Simples Nacionalという簡易計算もしくは免税の場
合）は還付および他の所得項目との損益通算不能。

②  投資信託を除く、
金融資産からの
固定収益（729、
730 条）

B IOF 控除後の正味売価等と帳簿価額と
の差額に対し、
  ～ 180 日： 22.5％
  181日～ 360 日： 20％
  361日～720 日： 17.5％
  721日～： 15％

金融資産の全部または一部の売却決済、償還、譲
渡または再契約によって発生した収益に対する課税。
特定の法人は源泉分離課税となる。
個人の場合は還付および他の所得項目との損益通算
不能。
なお、左記の税率は、各期間に該当する金額に各々
の税率を乗じた合計額をもって税額とする点に注意
が必要。

③  投資信託からの
固定収益（735条）

B 長期投資信託の償還の場合、②に同じ。
短期投資信託の償還の場合には、
  ～ 180 日： 22.5％
  181日～ 360 日： 20％
投資信託が閉鎖された場合には、
  短期： 20％
  長期： 15％

長期は平均所有期間が 365 日超、短期は同期間が
365 日以下（365 日を含む）。
また、投資信託が閉鎖された場合は、特定の計算方
法による。個人の場合や特定の法人は還付および他
の所得項目との損益通算不能。

④  株式投資信託
（743 条）

B 15％ 株式投資信託とは、ポートフォリオの 67％以上が、
ブラジル国内外の株式市場等で市場取引されている
商品が該当する。個人の場合や特定の法人は還付お
よび他の所得項目との損益通算不能。

⑤  不動産投資信
託（739、740、
745 条）

半 期決算の配
当の場 合は翌
月末、
それ以外は

B

20％ 不動産のポートフォリオから得られた収入や分配金、
ファンド持分の引出等に伴う収入。個人の場合や特
定の法人は還付および他の所得項目との損益通算不
能。

⑥  文化・芸術
（FICART）投資
ファンド（748、
749 条）

B 10％ 国立映画産業基金ファンド（Funcines）、または、文
化芸術投資ファンド（FICART）からの収入になる。
個人の場合や特定の法人は還付および他の所得項目
との損益通算不能。

⑦  賃料・ロイヤル
ティーの個人へ
の支払い（620、
631、639 条）

A 図表 2 の税率表 永小作権、賃貸借や転貸借、水利権、著作権、採
掘権等や、ビジネス上のロイヤルティー等からの収入
で個人が受領するもの。

⑧  設立者または受
益者からの収
入（635、669、
670 条）

A 法人が受領する場合には　　　　15％

個人の場合は図表 2 の税率表

設立者または受益者の一部として受領する利息、利
益その他の収益。

⑨  スワップ取引
（756、770 条）

B 税率は②に同じ。 スワップ取引およびスワップ取引を利用したヘッジ取
引で実現した利益に対する課税。個人の場合や特定
の法人は還付および他の所得項目との損益通算不
能。

⑩  デイ・トレード B 取引した日1日を合計して実現した利益
の

1％

株式市場や先物市場等でのデイ・トレード取引で実
現した利益に対する課税（法律第 9,959/2000 号
第 8 条、規範的指針第 1,022/2010 号第 4 条）。

⑪ 変動収益の投資 B 売却総額等の
0.005％

株式市場や先物市場およびその市場外での取引等で
実現した利益に対する課税（法律第 11,033/2004
号第 2 条、規範的指針第 1,022/2010 号第 52 条）。
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図表6　その他源泉徴収税の対象となる所得として定められた項目の税率と概要

項目（RIR） 納付
期限 税率 概要

①  法人に対するコミッション
または仲介手数料の支払い

（192条第13号、651条第
1号）

A 収入の 1.5％ ブラジル居住者である法人による、ビジネスを代表またはビジネ
スの仲介によって獲得した収入に対する課税。

②  法人による広告サービス
の提供（192 条第12 号、
651条第2号）

A 収入の 1.5％ ただし、放送局、映画、新聞、雑誌などへ直接支払った金額
や事前の値引等は左記の収入からは除く。

③  受領者不明の支払い（674、
675 条）

C 35％ 相手先不明の支払いや、証憑のない従業員等からの第三者への
支払等が該当し、源泉分離課税となる。

④  コンクール・くじ引きなど
による賞品またはサービス

（676 条）

B 20％ 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
額で評価し源泉分離課税する。

⑤  宝くじの賞金（676 条） B 30％ 源泉分離課税となる。

⑥  競争馬主が得た賞金（679
条）

B 15％ 当該源泉徴収税は、実績利益法適用の法人以外還付および他
の所得項目との損益通算不能。

⑦  貯蓄証券等の受取 B くじであたり現金一括受領の、
30％

くじであたり分割受領の、
25％

くじ以外の受領の、
20％

くじ等の結果に基づいて、その発行企業の利益を貯蓄証券等
の形式で一括または分割で受領する場合の収入。
現金一括受領の場合は源泉分離課税で、その他の場合には還
付および他の所得項目との損益通算不能。
実際利益法、推定利益法および裁定利益法を適用した法人以
外のすべての納税者は還付および他の所得項目との損益通算
不能。

⑧  ビンゴの賞品（677条） B 受領日の商品の市場価格の、
20％

常時開催または一時開催のビンゴゲームでの賞品をいい、源泉
分離課税となる。

⑨  ビンゴの賞金（676 条） B 30％ 常時開催または一時開催のビンゴゲームでの賞金をいい、源泉
分離課税となる。

⑩  罰金または賠償金等（681
条）

B 支払総額の、
15％

罰金の支払いや、契約破棄、損害賠償等に伴って支払われる
賠償金等に係る課税。

⑪  労働組合に対する支払い
（652 条）

A 支払総額の、
1.5％

労働組合等からのサービスへの支払いに対する課税。

⑫  法人によるプロフェッショナ
ル・サービス提供に対する
報酬（647 条）

A 支払総額の、
1.5％

他のカテゴリーで定義されている物を除いた法人によるプロ
フェッショナル・サービスに対する支払いに対する課税。
なお、サービスに関する具体的かつ詳細な定義は規定されてい
ない。社会負担金の源泉徴収もなされる。

⑬  法人による不動産の保全お
よび清掃、保安、監視およ
び労働力の賃貸に係るサー
ビスの提供に伴う報酬 

（649 条）

A 支払総額の、
1％

課税システム局長確認行為（AND Cosit）第 9/1990 号という
規定においても定義されており、社会負担金の源泉徴収の対象
となる。

⑭  法人による信用、マーケティ
ング、与信リスク管理等調
査サービスの提供に伴う報
酬（647 条）

A 支払総額の、
1.5％

法律第 10,833/2003 号第 29 条においても定義されており、
社会負担金の源泉徴収の対象となる。

⑮  法的決定に伴う利息および
逸失利益（639、680 条）

A 法人受取の場合、
5％

個人の場合は図表 2 の税率表

判決や法的決定の結果によって生じた逸失利益やこの報酬に関
しても、社会負担金の源泉徴収もなされる。

⑯  VGBL（Vida Gerador de 
Benefício Livre、自由ベネ
フィット創出生命保険）か
らの特定時の収入（639 条）

A 引出の場合、
15％

収益支払いの場合は図表 2 の
税率表

法律第 11,053/2004 号に定められた税の定めを選択しなかっ
た場合に、VGBL からの引出または分配金収入に対してなされ
る課税。

⑰  連邦裁判所決定に伴う収入 A 支払総額の、
3％

ただし、法律第 7,713/1988 号第 12-A 条の場合（給与や年金
収入等で源泉徴収されている場合）は除く。

⑱  州または連邦直轄区裁判所
決定に伴う収入

A 受取人の性質に従って決定 同上。
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図表7　非居住者に対する支払いの場合の源泉徴収税税率と概要

項目（RIR） 納付期限 税率 概要

①  ロイヤルティーおよび
技術支援費用の支払い

（708 条、710 条）

C 原則 15％
ただし、受領者が日本居住者の場合のロ
イヤルティーは 12.5％（日伯租税条約第
11 条（2）（c））。

技術開発に伴う特許料等の支払い、技術支援や管
理支援、コンピューター・プログラムの取得や利用
権に対する支払いが該当する。

②  国外債務の転換による
投資ファンドからの収入

（78 条）

原則 B、
または送
金時。

ファンドのポートフォリオによる。 ブラジル人（非居住者を除く）の国外債務の転換を
原資とした投資ファンドの持分引出に伴う収入に対
する課税。

③  利息および一般的なコ
ミッション（702、703
条）

C 商品購入に伴う場合には、
15％

サービスの支払いに関係する場合には、
25％

ただし、受領者が日本居住者の場合の利
息は 12.5％（日伯租税条約第 10 条（2））。

税率については、さらに詳細なケースが定められて
いる点に注意が必要。

④  利子配当（682 条第 1
号）

B 15％
ただし受領者が日本居住者の場合12.5％

（日伯租税条約第 10 条（2））。

図表 5 ①に同じ。非居住者に対する支払い。

⑤  賃借料（682、705 条） C 15％ ブラジルに所在する不動産や、商業資産等に対する、
非居住者に対する賃借料の支払いに対する課税。

⑥  ファンドまたは投資団
体 / 動産ポートフォリオ
/ 固定収益・変動収益
の市場金融商品からの
収入（783、784 条）

原則 B、
または送
金時。

0 ～ 15％
FIP※等については、

0％

ファンド等の詳細な条件に従って税率が定められる。
FIP 等には、FIP の他に FIEE、FCFIPという団体
を含む。

⑦  その他所得・利益（682
条）

C 労働や年金に係る支払いは、支給総額に
対して

25％
その他は、

原則 15％

非居住者に対する労働対価の支払いや、年金、コ
ンクール、証券取引の仲介料や外貨投資の支払い
を含む資本所得等が該当する。一般的な本社から
の管理支援サービス等は当項目のその他の場合に
該当する。

⑧  国際運送料（711 条） C 15％ 船舶または航空機による国際運送に伴う運送料に
対する課税。

⑨  パラグアイ居住者であ
るドライバーによる国
際道路運送サービス

各月を 10
日間に区
切り、 課
税根拠が
発 生した
日が属す
る翌月の
第 1 期 間
の最終営
業日

40％ 個人経営のドライバーに対する支払い。

⑩  ブラジル個人年金基金
（Fapi）・民間福祉の受
取、脱退に伴う引出ま
たは受取（681 条）

C 25％ 非居住者に対する左記の支払いに関する課税。

⑪  公共放送・映画・イベ
ント・スポーツ競技等
に伴う支払い、スポー
ツ選手への支払い、国
外の放送受信契約に対
する支払い（709 条）

C 15％ 放送受信契約の定義等については、技術進歩が早
い分野でもあるため、専門家への相談を推奨。

⑫  映像・映画・ビデオ作
品に対する支払い（706
条）

C 25％
ただし、受領者が日本居住者の場合は
15％（日伯租税条約第11条（2）（b））。

国外からの輸入と、ブラジル国内での外国人による
作品制作の結果により生じた所得等に対する支払い
で、受信契約等で入手した作品を除く。

※  FIP（Fundos de Investimento em Participações。パートナーシップ投資ファンド）とは、海外から投資を呼び込むための特定の要件を満たした投資ビークルであり、法人では
ない。FIP については、様々な税制上の恩典がある。　
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略称一覧

CIDE Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico 特定財源負担金

CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica 法人納税者番号

COFINS
Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade 
Social

法人の売上高に
対する社会負担
金

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido

法人の利益に対
する社会負担金

DIRF Declaração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte

源泉徴収税納付
申告書

IRRF Imposto de Renda Retido na 
Fonte 源泉徴収税

PIS/
PASEP

Programa de Integração Social 
e Programa de formação do 
Patrimônio do Servidor Público

社会統合基金 /
公務員財形計画

RIR Reglamento do Imposto de　
Renda 所得税法

【バックナンバー】
「ブラジルの移転価格税制」
　（AZ Insight Vol.56/Mar 2013）

「ブラジルへの人員派遣に係る個人所得税等」
　（KPMG Insight Vo.2/Sep 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

図表8　 CSLL、COFINSおよびPIS/PASEPに対する源泉徴収制度

項目 税率 説明

法人による不動産の保全および清掃、保安、
監視および労働力の賃貸に係るサービスの提供
に伴う報酬（法律第 10,833/2003 号第 30、
32、35、36 条）

・ CSLL：　　　　　1％
・ COFINS：　　　　3％
・ PIS/PASEP：0.65％

法人から法人への支払いにのみ該当する。最初の 15 日間と
残りの期間の 2 期間に区切り、課税根拠が発生した日が属
する翌期間の最終営業日（法律第 10,833/2003 号第 35
条、規範的指針 SRF 第 459/2004 号第 6 号）。

COFINS の納税法人に対する自動車部品の取
得に係る支払い（法律第 10,485/2002 号第 3
条第 3 号）

・COFINS：　　　0.5％ 同法律の定義に従い、支払額の総額に対して課税される。
なお、納付期限は上記①に同じ。
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出版物のご案内

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。

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。

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。
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すらすら図解　IFRS のしくみ

2013年10月刊
【著】有限責任 あずさ監査法人　IFRS本部
中央経済社・192頁・A5判　2,100円（税込）

第 1 章　IFRS の概要
第 2 章　IFRS の考え方
第 3 章　IFRS の財務諸表
第 4 章　資産をめぐる規定
第 5 章　負債をめぐる規定
第 6 章　企業結合と連結財務諸表
第 7 章　金融商品と外貨建取引
第 8 章　収益・費用その他の規定

2013年8月より、ASBJにてエンドースメントされたIFRS
の検討が始まり、金融庁からはIFRSの任意適用要件を
大幅に緩和するための内閣府令案が公表されています。
本書は、IFRSの特徴的な考え方や日本基準との主な違
い、実務で影響が大きいと思われる箇所について、図解
様式（見開き2頁で完結）でわかりやすく解説し、また、
会計基準を理解するうえで重要と思われる、考え方や背
景についても本文やコラムで紹介しています。

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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日本人および日本語対応が可能なプロフェッショナルが常駐している海外拠点一覧

　【日本における連絡先】Global Japanese Practice 部： JapanesePractice@ jp.kpmg.com 
 03-3266-7543（東京） 06-7731-1000（大阪） 052-589-0500（名古屋）

Asia Pacific 連絡先担当者 E-mail 電話
Australia Sydney 大庭　正之 Masayuki Ohba masaohba@kpmg.com.au 61/(2) 9335-7822

Brisbane 川上　徳明 Noriaki Kawakami nkawakami@kpmg.com.au 61/(7) 3225-6831
Melbourne 大庭　正之 Msayuki Ohba masaohba@kpmg.com.au 61/(2) 9335-7822
Perth 鈴木　史康 Nobuyasu Suzuki nsuzuki@kpmg.com.au 61/(8) 9263-7382

China Shanghai 上海 高部　一郎 Ichiro Takabe ichiro.takabe@kpmg.com 86/(21) 2212-3403
Beijing  北京 森本　雅	 Tadashi Morimoto tadashi.morimoto@kpmg.com 86/(10) 8508-5889
Guangzhou 広州 稲永　繁 Shigeru Inanaga shigeru.inanaga@kpmg.com 86/(20) 3813-8109
Shenzhen 深圳 菅原　正夫 Masao Sugahara masao.sugahara@kpmg.com 86/(755) 2547-3413
Hong Kong 香港 森本　雅	 Tadashi Morimoto tadashi.morimoto@kpmg.com 852/2978-8270 

Cambodia Phnom Penh 田村　陽一 Yoichi Tamura ytamura1@kpmg.com.kh 855/23-216-899
India New Delhi 東野　泰典 Yasunori Higashino yasunori@kpmg.com 91/(124) 307-4177

Chennai 加藤　正一 Masakazu Kato masakazu@kpmg.com 91/(44) 3914-5168
Mumbai 空谷　泰典 Taisuke Soratani soratani@kpmg.com 91/(22) 3091-3212

Indonesia Jakarta 高橋　道則 Michinori Takahashi michinori.takahashi@kpmg.co.id 62/(21) 570-4888
Korea Seoul 藤原　良介 Ryosuke Fujiwara ryosukefujiwara@kr.kpmg.com 82/(2) 2112-0263
Laos Vientiane 田村　陽一 Yoichi Tamura ytamura1@kpmg.com.kh 855/23-216-899
Myanmar Yangon 藤井　康秀 Yasuhide Fujii yfujii@kpmg.com 95/(1)527-103
Malaysia Kuala Lumpur 渡邉　和哉 Kazuya Watanabe kazuyawatanabe1@kpmg.com.my 60/(3) 7721-3388
Philippines Manila 遠藤　容正 Yoshiaki Endo yendo1@kpmg.com 63/(2) 885-0604
Singapore Singapore 田宮　武夫 Takeo Tamiya ttamiya@kpmg.com.sg 65/6213-2668
Taiwan Taipei 台北 松本　芳和 Yoshikazu Matsumoto yoshikazumatsumoto1@kpmg.com.tw 886/(2) 8758-9751 

Kaohsiung 高雄 蔡　莉菁 Michelle Tsai michelletsai@kpmg.com.tw 886/(7) 213-0888
Thailand Bangkok 藤井　康秀 Yasuhide Fujii yfujii@kpmg.co.th 66/(2) 677-2210

三浦　一郎 Ichiro Miura imiura@kpmg.co.th 66/(2) 677-2119
Vietnam Hanoi 谷中　靖久 Yasuhisa Taninaka yasuhisataninaka@kpmg.com.vn 84/(43) 946-1600

Ho Chi Minh City 渡　喬 Takashi Watari takashiwatari@kpmg.com.vn 84/(8) 3821-9912
Americas      連絡先担当者    E-mail 電話
United States
of America

Los Angeles 田村　浩三 Kozo Tamura kozotamura@kpmg.com 1/(213) 955-8412
Atlanta 五十嵐	美恵 Mie Igarashi mieigarashi@kpmg.com 1/(404) 222-3212
Chicago 康子　メットキャフ Yasuko Metcalf ymetcalf@kpmg.com 1/(312) 665-3409
Columbus 猪又　正大 Masahiro Inomata minomata@kpmg.com 1/(614) 241-4648
Dallas 中村　大輔 Daisuke Nakamura dnakamura1@kpmg.com 1/(214) 840-4115
Detroit 猪又　正大 Masahiro Inomata minomata@kpmg.com 1/(614) 241-4648
Honolulu 北野　幸正 Yukimasa Kitano ykitano@kpmg.com 1/(408) 367-4915
Louisville 星野　光泰 Mitsuyasu Hoshino mhoshino@kpmg.com 1/(502) 587-0535
New York 森　和孝 Kazutaka Mori kazutakamori@kpmg.com 1/(212) 872-5876

野本　誠 Makoto Nomoto mnomoto@kpmg.com 1/(212) 872-2190
Seattle 北野　幸正 Yukimasa Kitano ykitano@kpmg.com 1/(408) 367-4915
Silicon Valley/San Francisco 北野　幸正 Yukimasa Kitano ykitano@kpmg.com 1/(408) 367-4915

Brazil Sao Paulo 藤井　敏晴 Toshiharu Fujii tfujii@kpmg.com.br 55/(11) 2183-3142
赤澤　賢史 Satoshi Akazawa sakazawa@kpmg.com.br 55/(11) 2183-6269 

Canada Toronto 松田　美喜 Miki Matsuda mikimatsuda@kpmg.ca 1/(416) 777-8821
Vancouver 島村　敬志 Terry Shimamura tshimamura@kpmg.ca 1/(604) 691-3591

Mexico Mexico City 岩田　稔 Minoru Iwata miwata@kpmg.com.mx 52/(55) 5246-8340
Tijuana 貞國　真輝 Masateru Sadakuni masaterusadakuni@kpmg.com.mx 52/(664) 608-6500

Europe & Middle East 連絡先担当者      E-mail 電話
United Kingdom London 杉浦　宏明 Hiroaki Sugiura hiroaki.sugiura@kpmg.co.uk 44/20-7311-2911
Belgium Brussels 図師　康剛 Yasutaka Zushi yasutakazushi@kpmg.com 32/(2) 708-3831
Czech Prague 渡邊　敏郎 Toshiro Watanabe twwatanabe@kpmg.cz 420/(222) 123-101
France Paris 鈴木　正司 Masashi Suzuki masashisuzuki@kpmg.com 33/(1) 5568-7122

E.	アンギス Emmanuel Anguis eanguis@kpmg.com 33/(1) 5568-6052
Germany Düsseldorf 鈴木　雄飛 Yuhi Suzuki ysuzuki1@kpmg.com 49/(211) 475-7336

Hamburg 岩宮　晋伍 Shingo Iwamiya siwamiya1@kpmg.com 49/(40) 32015-5849
Frankfurt 神山　健一 Kenichi Koyama kkoyama@kpmg.com 49/(69)9587-1909
Munich 小林　拓也 Takuya Kobayashi Tkobayashi3@kpmg.com 49/(89) 9282-3938

Hungary Budapest 古澤　達也 Tatsuya Furusawa tatsuya.furusawa@kpmg.hu 36/(1) 887-7100
Italy Milan 松本　直之 Takashi Matsumoto takashimatsumoto1@kpmg.it 39/(02) 6763-2968
Luxembourg Luxembourg 柴田　暁芳 Akiyoshi Shibata Akiyoshi.Shibata@kpmg.lu 352/(225) 151-5332
Netherlands Amsterdam 新垣　康平 Kohei Shingaki Shingaki.Kohei@kpmg.nl 31/(20) 656-8712
Poland Warsaw 鈴木　専行 Takayuki Suzuki tsuzuki@kpmg.pl 48/(22) 528-1184
Russia Moscow 長田　洋樹 Hiroki  Nagata hirokinagata@kpmg.ru 7/(495) 933-2775
South Africa Johannesburg 會田　浩二 Koji Aida koji.aida@kpmg.co.za 27/(71) 684-5781 
Spain Madrid／ Barcelona 飯田　孝一 Koichi Iida kiida@kpmg.es 34/(93) 253-2900
Switzerland Zurich 松本　光弘 Mitsuhiro Matsumoto mmatsumoto1@kpmg.com 41/(58) 249-7794
Turkey Istanbul 吉原　和行 Kazuyuki Yoshihara kazuyuki.yoshihara@jp.kpmg.com 90/(216) 681-9000
UAE Dubai ／ Abu Dhabi 森脇　昭 Akira Moriwaki akiramoriwaki@kpmg.com 971/(2) 634-3318

masaohba@kpmg.com.au
mikehiro@kpmg.com.au
mikehiro@kpmg.com.au
nsuzuki@kpmg.com.au
ichiro.takabe@kpmg.com
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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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