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コーポレートガバナンス・コードを読み解く
第3回	 	コーポレートガバナンス・コードへの対応に関する	

誤解と実施手順
有限責任	あずさ監査法人　金融事業部

シニアマネジャー　保木　健次

第2回「諸外国におけるコーポレートガバナンスに係る議論との比較から見る
日本のコーポレートガバナンス・コード」（KPMG	Insight	Vol.11/Mar	2015）の
執筆後、2015年3月5日にコーポレートガバナンス・コードの策定に関する有
識者会議より、「コーポレートガバナンス・コード原案～会社の持続的な成長と
中長期的な企業価値の向上のために～」が公表されました。
前回触れた「プリンシプルベース・アプローチ」と「コンプライ・オア・エク
スプレイン」といった基本的な枠組みに変更はなく、我が国取引所に上場する
会社を対象に2015年6月から適用される予定です。
日本ではなじみの薄い「プリンシプルベース・アプローチ」や「コンプライ・オア・
エクスプレイン」といった手法が採用されたうえ、表面上、適用開始までの期間	
が短く見えることによって、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を理	
解しないまま上場会社がコードの趣旨に反する対応を取ることが危惧されます。
第 3回となる本稿では、コーポレートガバナンス・コードへの対応に関してよ
く見られる誤解について取り上げるとともに、コードの趣旨・精神の理解から
始まるコードへの対応に係る実施手順について紹介しながら、こうした機会を
とらえた適切なガバナンス体制の構築およびコードへの対応負荷の軽減に関す
るポイントについても考察します。
なお、本稿の内容は執筆時（2015年 4月13日）における情報に基づいていること、
および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】
◦		東京証券取引所からコーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制
度の整備の概要が公表された。コーポレートガバナンス・コード原案で示
された 2015年 6月からというコードの適用に変更はないものの、コード
を実施しない理由の説明やコードを実施するために行う開示については、
初年度に限り6ヵ月の経過措置が設けられた。上場会社は、この措置によ
り生じた時間を有効に活用し、コードの趣旨・精神の理解を進めていく必
要がある。

◦		日本になじみの薄い「プリンシプルベース・アプローチ」および「コンプ
ライ・オア・エクスプレイン」に対する理解も含めて、コーポレートガバ
ナンス・コードへの対応に関していくつかの誤解がある。適切な対応を取
るためにも、必要に応じて、積極的に有識者の発信に触れたり、直接確認
したりしていくことが望まれる。

◦		最終的なコードの各原則の履行態様は会社によって異なるものの、最初に
踏むべきいくつかの手順はいずれの会社であっても共通する部分が多い。
経営理念等に基づく判断軸の構築は、コードに適切に対応するために不可
欠のプロセスである。

	 	 保
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け ん じ

次
有限責任 あずさ監査法人

金融事業部
シニアマネジャー
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Ⅰ コーポレートガバナンス・コードの	
策定に向けた動き

1.	「コーポレートガバナンス・コード原案」の確定

2015年3月5日、「コーポレートガバナンス・コードの策
定に関する有識者会議」（以下「有識者会議」という）より、
2014年12月17日に公表され、パブリック・コメントに付され
た「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方（案）
≪コーポレートガバナンス・コード原案≫～会社の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上のために～」の確定版となる
「コーポレートガバナンス・コード原案～会社の持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上のために～」（以下「コード原案」
という）が公表されました。
パブリック・コメント版からの変更箇所は限定的で、「プリ
ンシプルベース・アプローチ」と「コンプライ・オア・エクス
プレイン」といった基本的な枠組みはもちろん、各原則（基本
原則、原則、補充原則）の構成や内容についても本質的な部分
に変更はありません。
今後、東京証券取引所において、関連する上場規則等の改
正を行うとともに、このコード原案をその内容とする「コーポ
レートガバナンス・コード」が制定される予定です。

2.	東京証券取引所における上場制度の整備

2015年2月24日、東京証券取引所より、コーポレートガバ
ナンス・コード（必要に応じて単に「コード」という）の策定
に伴う上場制度の整備として上場規則等の改正案が公表され、
パブリック・コメントに付されました。今後、有価証券上場規
程における企業行動規範の「遵守すべき事項」に、コードを実
施しない場合の理由の説明を求める等の改正案が最終化され
るとともに、「コーポレートガバナンス・コード」が制定され、
2015年6月1日から適用することが想定されています。主な内
容は以下のとおりです。

（1） コードを実施しない場合の理由の説明
東京証券取引所の上場規則である有価証券上場規程の改正
案によれば、上場会社は、有価証券上場規程の企業行動規範
の「遵守すべき事項」において、コードを実施しない場合の理
由の説明（エクスプレイン）が求められることになります。言
い換えれば、実施（コンプライ）の公表については、上場規則

上の義務ではないということがわかります。ただし、すべての
原則を実施している場合は、その旨を公表する必要があるよ
うです。
したがって、実施しているとしながら実際には実施していな
い、または実施しない場合の理由の説明内容が不十分あるい
は不適切といったケースについては、それのみをもって上場規
則違反とはならないと考えられ、上場規則違反となるのは、そ
もそも実施しない理由を説明しないといった対応に限られると
考えられます。
では、会社側の原則の実施に向けた体制整備や説明内容の
水準向上に向けた努力を促す原動力を何に求めているのかと
いうと、これまでの連載に述べたとおり、株主との対話といっ
た、株主や株主以外のステークホルダーあるいは社外取締役
によるモニタリングに委ねられていると解釈することが適切と
考えます。

（2） コードを実施しない場合の理由の説明の媒体
「コードを実施しない場合の理由の説明」は、コーポレート・
ガバナンス報告書に新設する欄に記載することが求められま
す。これは、コーポレートガバナンスの状況を網羅的に記載し
ている同報告書に情報を集約することで、株主・投資家の利
便を図ろうとするものです。
このほか、政策保有に関する方針といった「コードを実施す
るために行う開示」についても、コーポレート・ガバナンス報
告書に欄を新設して記載するとされているものの、他の開示・
公表書類における記載場所を明示する参照方式による代替を
認めています。
なお、コーポレート・ガバナンス報告書の提出については株
主総会後遅滞なくとされているところ、2015年6月以降最初に
開催する定時株主総会については、準備ができ次第速やかに
提出することとし、また、6月総会の会社は遅くとも年内には
提出することが求められています。ただし、遅れて提出するこ
とが認められるのはコードにかかわる部分だけですので、コー
ド適用の初年度については、コード部分も一括して従来の期
限に提出しない限り、従来どおりの株主総会後遅滞なく提出
すべき部分と準備ができ次第に提出すべきコードに係る部分
という複数段階の提出となることについて留意が必要です。

（3） コードの尊重
これまで有価証券上場規程の企業行動規範の「望まれる事
項」において、尊重して取り組むよう努めることが求められて
きた「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」については、

◦		コーポレートガバナンス・コードへの対応とは、中長期的な企業価値向上
に向けた経営理念・方針・戦略の具体化・実践の強化と言える。適切な対
応を取るためにも、対応負荷を軽減するためにも、経営理念等を会社全体
に浸透させていくことを意識したコード対応が必要である。
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コードの趣旨・精神の尊重規定に置き換えられます。

Ⅱ コーポレートガバナンス・コードへの
対応に関する誤解

1.	2015年6月1日が実施期限

2014年6月の「『日本再興戦略』改訂2014-未来への挑戦-」
の公表から、有識者会議の設置（同年8月）、コード原案のパ
ブリック・コメント（同年12月）、東京証券取引所の上場規則
等の改正案公表（2015年2月）、コード原案の確定（同年3月）
とコーポレートガバナンス・コードの策定に係る議論や制度整
備が急速に進められるなかで、2015年6月1日から適用開始と
いう点について、時間が足りないとの指摘が多く聞かれます。
こうした指摘のなかにはコード原案における各原則の実施に
ついて、2015年6月1日が期限であるかのような誤解が多く含
まれていると感じます。
まず、自らの個別事情に照らして実施することが適切でない
と考える原則があれば実施しないことも想定されており、すべ
ての原則を一律に実施することが義務付けられている訳では
ありません。また、実施する意思があっても適用当初から完全
に実施することが難しい場合は、今後の取組み予定や実施時
期の目途を明確に説明する対応が可能とされています。
コーポレートガバナンス・コードへの対応を検討するにあ
たっては、こうした原則の実施について正確な理解に基づき
ご検討いただければと思います。
ただ一方で、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神
を理解するという点では、時間が足りないということについて
当てはまる部分はあると思います。表面的には適用開始まで
時間がないと感じることで、コード原案を深く理解することな
く、コードへの対応を始める結果、後述するような不適切なま
たは原則に反する対応を取ってしまう危険性が高まるという点
で時間が足りないという側面はあるかと思います。
こうした危険性については、コードの趣旨・精神を十分理解
している者からコードの趣旨・精神やコードへの対応について
解説・相談の機会を設けていただくなど各社において適切な
対応が取られることを望みます。

2.	説明は他社事例を参考にすれば大丈夫

コード原案では「説明」について、各原則の中に「自らの個
別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則が
あれば、それを『実施しない理由』を十分に説明することによ
り、一部の原則を実施しないことも想定している」と解説され
ています。
つまり、説明すべき「実施しない理由」とは、実施すること
が「適切でないという（会社の）考え」について説明すること

を意味します。いくら他社の上手な説明を参考にしたところ
で、会社が置かれた環境や経営戦略が違えば、他社の説明が
そのまま自社にも当てはまる説明となるわけではありません。
先に触れたように、説明内容についてモニタリングをするの
は、当局や東京証券取引所ではなく、基本的に株主をはじめ
とするステークホルダー（以下「株主等」という）です。これ
に対して、東京証券取引所が上場規則で求めているのは、原
則を実施しない場合の理由の説明なので、説明内容にかかわ
らず説明を提出すれば上場規則違反となりません。つまり、説
明内容が30点であったとしても上場規則違反となるわけでは
なく、したがって、これより低い点数であれば上場規則違反と
なる合格点というものは存在しません。
このため、他社にとって90点の説明を書き写すことは、自
らの個別事情が当該他社と同一でない限り、単に上場規則あ
るいはコード対応として意味がないというだけでなく、誤った
情報を開示することにより、その後のステークホルダーとの協
働や株主との対話に支障をきたす可能性があります。
この「適切でないという考え」を導き出すための手順につい
ては後述しますので、参考にしていただければと思います。

3.	チェックリストは有益なツール

基本原則が5、原則が30、および補充原則が38含まれてい
る各原則について「コンプライ・オア・エクスプライン」（原
則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する
か）が求められています。このため、各原則について実施する
ことが適切であるか否かを網羅的に確認するためのチェックリ
ストを作成しているという声を多く聞きます。
こうした原則実施に係るチェックリストの有益性について
は、一概に否定できないものの、使い方次第でコードへの
適切な対応を取るのに有益となることもあれば、不適切な対
応へとつながることもあるため留意が必要と考えています。
チェックリストが果たす役割や限界、あるいは有効な使い方と
なるために必要な前提条件について十分理解したうえで活用
していく必要があります。
まず、コード原案において、「自らの個別事情に照らして実
施することが適切でないと考える原則があれば、それを『実施
しない理由』を十分に説明することにより、一部の原則を実施
しないことも想定している」とされているように、コードの実
施に係る判断基準は、「実施しているか」否か、または「実施
できるか」否かではなく、「実施することが適切であるか」否か
です。各原則を実施することが適切であるものと適切でない
ものに分けることがチェックリストの主要な役割となります。
自社にとって「実施することが適切であるか」否かを判断す
るためには、自社の中長期的な企業価値向上に向けた経営理
念・方針・戦略（以下「経営理念等」という）といった会社固
有の「判断軸」が必要になります。この判断軸を持たないまま
チェックリストで各原則をチェックしていくと、多くの場合、
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原則を「実施しているか」否かという観点でのチェックになり
ます。そうすると、ルールベースの先入観がある場合は、中
長期的な企業価値を毀損してまで原則を実施することが起こ
り得ますし、判断軸がないので実施しない理由の説明に際し
ては、形式的な文言・記載となったり、ひな型的な表現による
表層的な説明となったりする可能性が高まります。こうした判
断軸を持つことおよび判断軸を持った後にチェックリストを使
うという手順が、チェックリストを有効に使うための前提条件
となります。

Ⅲ コーポレートガバナンス・コードへの	
対応に係る実施手順

コーポレートガバナンス・コードへの対応について、最終的
な各原則の履行の態様は、会社の業種、規模、事業特性、機
関設計、会社を取り巻く環境等によって異なるものであり、各
原則の適用の仕方は、こうすれば良いといった、どの会社に
も共通するものはなく、それぞれの会社が自らの置かれた状
況に応じて工夫すべきものです。ただし、最終的な態様は違っ
たとしても、最初に踏むべきいくつかの手順はいずれの会社
であっても共通する部分が多いと考えます。

1.	コードの趣旨・精神の理解

コーポレートガバナンス・コードへの対応に際して最初に行
うべきことは、コードの趣旨・精神を理解することです。日本
でなじみの薄い「プリンシプルベース・アプローチ」や「コン
プライ・オア・エクスプレイン」といった手法が採用されたの
は、従来のルールベース・アプローチでは達成できない目的を
実現するためと考えられます。
コード原案においては、「実効的なコーポレートガバナンス
を実現」することができるようプリンシプルベース・アプロー
チを採用したとし、「『コーポレートガバナンス』とは、会社が、
株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたう
えで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕
組みを意味する」とされています。
また、一定の前提のもとに「会社の迅速・果断な意思決定を
促すことを通じて、いわば『攻めのガバナンス』の実現を目指
す」としており、「会社の持続的な成長と中長期的な企業価値
の向上を図ることに主眼を置いている」としています。
主要な原則は、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資
するために設けられたものとされているため、原則の実施につ
いて適切か否かを判断する前に、まずこうしたコードの趣旨・
精神についての理解が求められていることが分かります。
このようなコードの理念を理解すると、コーポレートガバナ
ンス・コードの対応に際して何よりもまず会社が取り組むべき
事項は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に

向けた大きな方向性を明確化し、経営理念等（経営理念・方
針・戦略）の形で具体化することだと考えています。

2.	適否の判断

前述したように、原則の実施について適切か否かを判断す
るためには、経営理念等に基づく判断軸が必要となります。
そして、適切か否かで判断することにより、表面的には実施し
ている原則であっても、自社の経営理念等と照らし合わせて
対応すべき課題が見つかることもあるかもしれません。
たとえば、収益力・資本効率等に関する目標は経営理念
等と一致しているべきものですが、これまで、同目標として
ROEを掲げてきたものの「顧客・従業員・地域社会との共存
共栄」を経営理念として掲げている場合は、継続的な取引を前
提としない1回の取引から生じる利益の最大化方針、不況時の
従業員削減、地域社会への投資抑制といった行動は、ROEを
短期的・一時的に高める効果はあるものの、中長期的な企業
価値向上または経営理念等との整合性という観点から考える
と適切といえるか疑問が残ります。社会的投資や従業員給与
等を分子に加えたり、分母をより幅広いステークホルダーを
捉える指標としたりするなど、工夫する余地はあると考えま
す。こうした気付きは、原則を「実施しているか」否かという
観点でチェックリスト対応を行うと見逃してしまう恐れがあり	
ます。
また、これまで各担当部署がそれぞれの理解・価値観に基
づいて構築してきた方針や手続き、あるいは収益性等に係る
目標といったものがある場合、こうした経営理念等に基づいた
各原則のチェックおよびチェック結果を踏まえた見直しの機会
を通じて、1つの経営理念等の下で平仄のとれた内容に置き換
えることにより、会社全体に経営理念等が浸透するという効
果をもたらし得ると考えます。

3.	適切な情報開示

情報開示は、中長期的な企業価値向上に向けた経営理念等
といった「非財務情報」・「法令に基づく開示以外の情報提供」
（以下「非財務情報等」という）、原則を実施しない理由の「説
明」および「コードを実施するために行う開示」が主要なもの
になります。
まず、「非財務情報等」については、最初に踏むべき段階で
あるコードの趣旨・精神の理解において、中長期的な企業価
値向上に向けた経営理念等を構築していれば、開示すべき重
要な非財務情報等は集まっているはずです。
次に、原則を実施しない理由の「説明」については、前述し
たように経営理念等に基づいて構築された判断軸をもって原
則を実施することが適切であるか否かを判断すれば、適切で
ないと判断した原則について実施しない理由の説明はそれほ
ど難しいものではなくなります。
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さらに、「コードを実施するための開示」については、前述
の経営理念等に基づく判断軸が構築されていれば、方針や手
続きを定めるに当たっても、収益性や資本効率等の目標を設
定するにしても基本的な方向性から悩むことはなくなりますの
で、相当程度こうした設定に要する負荷は軽減されると考え
ます。この結果、コードを実施するための開示の多くは、全体
としてそれほど困難な対応ではなくなると思います。
言い換えれば、こうした判断軸を持たないままこれらの開示
をしようとすると、非財務情報や実施しない理由の説明に向
けてひな型的表現を探すことにつながり、方針や手続きの構
築に手間取ることになり、収益性等の目標は市場で話題にさ
れているものを取り上げるといった対応となる可能性がありま
す。こうした表層的な対応は必ずしも会社にとって適切なもの
とは限らないというだけでなく、そもそも会社の「正確」な情
報を開示することが求められている基本原則3などに反する恐
れも出てきます。

4.	株主との対話

対話とは一方的に相手の言い分を受け入れることではあり
ません。株主の声に耳を傾け適切に対策を講じることもあれ
ば、会社側の経営方針を説明し理解を得ることもあります。
いずれにせよ、経営理念等が構築され、コーポレートガバ
ナンスに関連する方針や手続きおよび収益性や資本効率と
いった目標にまで、一貫して経営理念等と整合性のとれたガ
バナンス体制が構築されていれば、原則を実施せず会社独自
の対応を取っていても、対話のなかで説得性のある明確な説
明を行うことが容易になると考えられます。
これに対して、個々の対応は一般的に優良とされている事
例を踏襲していても、会社全体として一貫性がなかったり、
経営理念等と整合性が取れていなかったりすると、株主との
対話においても説得力がなくなり、ますます自社に適している
とは限らない新たな対応を迫られることになりかねません。

Ⅳ おわりに

多くの上場会社は、すでに何らかの経営理念や方針といっ
たものを有していると思います。コーポレートガバナンス・
コードへの対応とはこれら経営理念等の具体化・実践の強化
と言い換えても良いと思います。
すでに社外の人間であっても容易に理解できるほど経営理
念や方針に関する非財務情報や法定開示以外の情報開示が充
実している上場会社もありますが、現時点でこうした経営理
念等がない会社の場合、コーポレートガバナンス・コードへの
対応に際して、まずは中長期的な企業価値向上について自社
の経営理念等を構築することから始める必要があります。

このようにコードへの対応に係るスタート地点がすでに会社
によって大きく異なるうえに、最終的に導き出される中長期的
な企業価値向上に向けた対応策も異なる以上、他社の対応を
参考にすることはできても、真似をすれば足りるというもので
はありません。
コードの適用開始日が迫っていることによる焦りやコードの
趣旨・精神の理解不足等から、こうした経営理念等の構築と
いうプロセスを省略すると、その後の対応が適切な方向から
外れることになります。経営理念等がしっかり構築されてい
れば、会社全体としてコードへの対応が適切な方向に向かい、
経営理念等に基づく判断軸を持たない場合と比べて、コード
への対応負荷が減るだけでなく、対応していくなかで経営理
念等が一貫性をもって各種の収益性といった目標数値やガバ
ナンスにかかわる方針・手続に反映され、社内に浸透する結
果、部分最適から全体最適へと意識が変化し、迅速・果断な
意思決定に結び付きやすくなると考えます。
ただし、こうしたコーポレートガバナンスの実効性を高める
うえで不可欠なのが、株主等による実効的なモニタリング機
能の発揮です。株主等の会社に対するアプローチが目に見え
て変わらないのであれば、こうした上場会社に生じた機運は
早晩萎んでしまうかも知れません。この点で、株主（機関投資
家）側の意識も、スチュワードシップ・コード等により向上す
ることを願っています。
いずれにせよ、こうした取組みには会社トップの関与が不可
欠です。また、幅広い部門のキーパーソンにもコードの趣旨・
精神を深く理解してもらう必要があります。こうした意識改革
には、内部のリソースだけでは対応しきれないケースも出てく
るかと思いますが、そうした時には、外部の知見なども活用し
ながら実効的なコーポレートガバナンスの実現を図っていただ
ければと思います。

【バックナンバー】

コーポレートガバナンス・コードを読み解く 
第 1 回  「OECD 原則からみる日本のコーポレートガバナ

ンス・コード」 
（KPMG Insight Vol.10/Jan 2015）

第 2 回  「 諸外国におけるコーポレートガバナンスに係る 
議論との比較からみる日本のコーポレートガバナ
ンス・コード」 

（KPMG Insight Vol.11/Mar 2015）

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
金融事業部
シニアマネジャー　保木　健次
TEL: 03-3548-5125 （代表電話）
kenji.hoki@jp.kpmg.com

mailto:kenji.hoki@jp.kpmg.com
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会計トピック①

会計基準情報	（2015.	2-3）
有限責任	あずさ監査法人

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計基準Digest の
うち、2015 年 2月分と、2015 年 3月分の記事を再掲載したものである。会計
基準Digest は、日本基準、修正国際基準、IFRS及び米国基準の主な最新動向
を簡潔に紹介するニュースレターである。会計基準Digest の本文については、
あずさ監査法人のウェブサイトの会計基準Digest	2015/2、会計基準Digest	
2015/3を参照のこと。
www.kpmg.com/jp/accounting-digest

	

Ⅰ 日本基準

法令等の改正

1.  「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の
施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令

（案）」等の公表（平成27年2月4日　金融庁）

これらの改正府令案等は、「会社法の一部を改正する法律」
及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律」の施行等に伴い、金融庁関係内閣府令等
について、所要の規定の整備を行ったものである。
本改正府令案の施行期日は平成27年5月1日とされている。
コメントの締切りは平成27年3月6日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2014/6/30

2.  平成26年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係
る政令・内閣府令案等の公表（平成27年2月13日　金
融庁）

これらの改正政令・府令案は、平成26年金融商品取引法等
改正（1年以内施行）等に係る政令・内閣府令等の改正を行う
ものである。
これらの改正府令・政令案の施行期日は平成27年5月が予
定されている。コメントの締切りは平成27年3月16日である。

会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）、日本
公認会計士協会（JICPA））

【最終基準】

1.  改正実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設
備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関す
る実務上の取扱い」の公表（平成27年3月11日　ASBJ）

本改正では、実務対応報告第31号において別途定めること
とされていた、契約変更時の借手の会計処理について、明確
化が図られた。
本スキームにおけるリース契約の変更時における借手の会
計上の取扱いは、以下とされた。

◦  ファイナンス・リース取引かどうかの再判定
	 	 	再判定にあたっては、契約変更日に、契約変更後の条件
に基づいてリース取引開始日に遡って判定を行う。

◦  オペレーティング・リース取引からファイナンス・リー
ス取引への変更

	 	 	再判定の結果、オペレーティング・リース取引からファイナ
ンス・リース取引となるリース取引については、契約変更日
から通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

◦  その他のリース取引に係る現行の取扱いへの影響
	 	 	本改正実務対応報告に定めるリース契約の変更の取扱い
は、本スキームに基づくリース取引にのみ適用されるもので
あり、その他のリース取引に係る現行の取扱いに影響を与
えるものではない。

本改正実務対応報告は、公表日以後適用される。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-2.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-3.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-3.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/20150204-3.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2014-06-24.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150213-3.html
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/lease_2015/index.shtml
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あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/16

2.  改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在
外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の改正（平成
27年3月26日　ASBJ）

本改正により、以下の点について修正が行われた。

◦  のれんの償却に関する取扱い
	 	 	平成 26 年 1月にU.S.	GAAP が改正され、非公開会社が
のれんを償却する会計処理を選択できるようになったこと
を受け、在外子会社がのれんを償却していない場合に限
り、修正を求めるように改正された。

◦  少数株主損益の会計処理に関する取扱い
	 	 	企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」
の改正により、「少数株主損益の会計処理」に関する取扱
いについての国際的な会計基準との差異がなくなったこと
から、当該修正項目を削除した。

◦  退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
	 	 	在外子会社において、退職給付会計における数理計算上
の差異（再測定）をその他の包括利益で認識し、その後
費用処理を行っていない場合、連結決算手続上、当該金
額を平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理
する方法（発生した期に全額を処理する方法を継続して採
用することも含む）により、当期の損益とすることを明確化
した。

◦  在外関連会社の会計処理に関する当面の取扱い
	 	 	実務対応報告第 24号「持分法適用関連会社の会計処理
に関する当面の取扱い」において、在外関連会社について
も、実務対応報告第 18 号の在外子会社に対する当面の
取扱いに準じた処理を認めており、本改正を受けて準用す
る実務対応報告第 24号の取扱いも同様に変更した。

本改正は、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期
首から適用される。ただし、「少数株主損益の会計処理」に関
する取扱いを除き、本改正の公表後最初に終了する連結会計
年度の期首から適用することができる。また、四半期決算に
係る規定がある。
本改正についての詳細は、本誌会計②「実務対応報告第18
号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す
る当面の取扱い」の改正」も参照のこと。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/30

3.  改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会
計基準の適用指針」の公表（平成27年3月26日　ASBJ）

本改正により、現行の企業会計基準適用指針第25号「退職
給付に関する会計基準の適用指針」の定めのうち、主として複
数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度（複数
事業主制度）の注記内容に関する定めが変更された。
具体的には、以下の場合について、注記内容の変更または
追加が行われている。

◦	 	複数事業主制度を採用し、確定拠出制度に準じた会計処
理及び開示を行っている場合

◦	 	複数事業主制度を採用し、確定給付制度の会計処理及び
開示を行っている場合

◦	 	複数事業主制度の採用に関係なく、簡便法による退職給
付債務の計算にあたって年金財政計算上の数理債務の額
を用いている場合

なお、本改正の内容は、表示方法の変更として取り扱われる。
本改正は、公表日以後最初に終了する事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用される。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/30

4.  改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減
少等に関する会計基準」等の公表（平成27年3月26日　
ASBJ）

これらの改正では、平成26年3月26日付で「財務諸表等の
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」が施行され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」等が改正されたことを受けて、単体開示の簡素
化に関連する開示項目について、一部明確化が図られた。
これらの改正は、公表日以後最初に終了する事業年度の年
度末に係る財務諸表から適用される。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/30

【公開草案】

該当なし。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-12.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zaigai2015/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-26.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/taikyu2015/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-26-2.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kansoka2015/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-26-3.aspx
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INFORMATION

1.  「平成26年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の
実施結果について」の公表（平成27年2月10日　金融庁）

金融庁は、平成26年度の有価証券報告書レビューの中で、
法令改正関係審査について、留意すべき事項を取りまとめて
公表した。

【概要】
平成26年3月31日を決算日とする有価証券報告書提出会社

（2,782社）のうち、退職給付制度を採用している連結財務諸表
（日本基準）の作成会社（2,245社）に、退職給付に関する記載
内容についての「調査票」の提出を求め、審査を実施した。こ
の結果、概ね適切な開示がなされていることが確認されたも
のの、一部の会社において、記載すべき事項が記載されてい
ない事例が確認された。

2.  「平成25年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査
及び情報等活用審査の実施結果について」の公表（平成
27年2月10日　金融庁）

金融庁は、平成25年度の有価証券報告書レビューの中で、
重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果を取りまとめ
て公表した。

【概要】
平成25年3月31日から平成26年3月30日までを決算日とす
る有価証券報告書の提出会社（4,025社）のうち、重点テーマに
着目して抽出した会社（324社）に対して、重点テーマ審査及
び情報等活用審査を実施した。この結果、概ね適切な開示が
なされていることが確認されたものの、昨年度に引き続き、一
部の会社において、企業結合や減損損失に関する不明瞭な記
載等が確認された。

3.  監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケー
ション」の改正並びに当該改正に関連する品質管理基準
委員会報告書及び監査基準委員会報告書の一部改正の公
開草案の公表（平成27年2月26日　JICPA）

本公開草案は、①平成26年6月に公布された改正会社法へ
の対応、②改正された独立性に関する指針への対応、③監査
事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査
人の伝達義務の明確化、④監査役等とのコミュニケーション
項目の明瞭化等を図ったものである。
本公開草案は、平成27年4月1日以後開始する事業年度に係
る監査、及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査
から適用されることが提案されている。コメントの締切りは平

成27年3月27日である。

4.  監査基準委員会研究報告「監査品質の枠組み」の公開草案
の公表（平成27年2月26日　JICPA）

本公開草案は、監査人の監査品質の継続的な改善に資する
ため、国際監査・保証基準審議会（IAASB）において公表さ
れた“A	Framework	for	Audit	Quality”をもとに、我が国にお
いて監査品質に影響を及ぼす要因を取りまとめるべく検討を
行ったものである。また、会社法の改正及びコーポレートガバ
ナンス・コードの原案が公表されたことに伴い、今後、監査
品質及び監査品質に影響を及ぼす要因に関する議論の機会が
増えることが想定されることから、そのような監査の利害関係
者における議論に資することも期待されている。
コメントの締切りは平成27年3月27日である。

5.  「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用におけ
る法定実効税率の検討」の公表（平成27年3月9日　
ASBJ）

ASBJが公表した第307回企業会計基準委員会の議事概要に
おいて、平成27年度税制改正に係る改正法が平成27年3月31
日までに公布された場合の、税効果会計の適用における法定
実効税率について、実務の参考となる算定例が示された。
なお、平成27年度税制改正に係る改正法は、平成27年3月
31日に公布されている。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/13

6.  「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度
の整備について」の公表（平成27年2月24日　東京証券
取引所）

本上場制度の整備案は、今後策定されるコーポレートガバ
ナンス・コード（以下「コード」という）の適用に向けた所要の
制度整備のほか、独立社外取締役の独立性に関する情報開示
についての見直しを行ったものである。

【主な内容】
◦	 	市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQの上場会
社がコードを実施しない場合に、その理由を説明すること
を、企業行動規範の「遵守すべき事項」に規定する。

◦	 	マザーズ・JASDAQの上場会社は、コードのうち「基本原
則」部分を実施しない場合にその理由を説明する。「原則」
及び「補充原則」部分を実施しない場合の理由説明は不
要である。

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150210-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150210-3.html
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/260_1.html
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1789.html
https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-elements-create-environment-audit-quality
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20150306/20150306_index.shtml
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-10.aspx
http://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu0000007k0q-att/20150305.pdf
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◦	 	「コードを実施しない場合の理由の説明」は、コーポレート・
ガバナンス報告書に欄を新設して記載するほか、「コードを
実施するために行う開示」についても、本報告書に別途、
欄を新設して記載する。

◦	 	上場会社は、定時株主総会後、遅滞なくコーポレート・ガ
バナンス報告書を提出するものとされるが、平成 27年 6月
以後最初に開催する定時株主総会については、準備がで
き次第すみやかに、遅くともその 6ヵ月後までに、提出する。

◦	 	上場会社が独立役員を指定する場合は、その独立役員と
上場会社との間の特定の関係の有無及びその概要を開示
する。

本上場制度の整備案は、平成27年6月1日を目途に実施予定
である。コメントの締切りは平成27年3月26日である。
なお、コード原案については次項も参照のこと。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/2/27

7.  「コーポレートガバナンス・コード原案～会社の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上のために～」の公表　

（平成27年3月10日　金融庁・東京証券取引所）

本原案は、平成26年12月17日に公表されたパブリックコメ
ント案について、寄せられたコメントを受けて第9回「コーポ
レートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」におい
て確定されたものである。パブリックコメント案からは、一部、
文言の修正等があるのみで、内容自体に変更は加えられてい
ない。
今後、東京証券取引所において本原案をその内容とする

「コーポレートガバナンス・コード」を制定し、また関連する
制度整備のための改正規則を平成27年5月上旬に公表する予
定である。これらは同年6月1日より施行されることが見込ま
れている。
本改正についての詳細は、本誌特集「コーポレートガバナ
ンス・コードを読み解く　第3回　コーポレートガバナンス・
コードへの対応に関する誤解と実施手順」も参照のこと。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/10

日本基準についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ

Ⅱ 修正国際基準

会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ））

【最終基準】
該当なし。

【公開草案】
該当なし。

修正国際基準の設定を巡る動向

2015年2月5日に第22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）が開催された。この作
業部会では、前回に引き続き、2014年7月に公表された修正
国際基準の公開草案に寄せられたコメントへの対応が検討さ	
れた。
今回の作業部会で、作業部会における検討は終了した。今
後は、ASBJにおいて、修正国際基準の公表に向けて検討が行
われる予定である。

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ

Ⅲ IFRS

会計基準等の公表（IASB、IFRS 解釈指針委員会）

【最終基準】
該当なし。

【公開草案】

1.  公開草案「負債の分類（IAS第1号の改訂案）」の公表（2015
年2月10日　IASB）

本公開草案は、負債の流動・非流動の分類に関するIAS第1
号「財務諸表の表示」の規定を見直し、以下を明確化すること
を提案している。

◦	 	負債の流動・非流動の分類が、報告期間の末日において
存在する権利に基づいて行われること

◦	 	負債の決済と、企業からの資源の流出との間の関連付け

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-02-25.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150305-1.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-03-05.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20150205.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/exposure_drafts/index.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/exposure_drafts/comments_20140731.shtml
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-publishes-proposals-to-clarify-the-way-liabilities-are-classified-February-2015.aspx
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適用時期は、寄せられたコメントを踏まえて決定される予
定である。適用方法は、IAS第8号「会計方針、会計上の見積
りの変更及び誤謬」に従って遡及適用することが提案されてい
る。早期適用は認めることが提案されている。コメントの締切
りは2015年6月10日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  IFRS ニュースフラッシュ　2015/2/16
■  IN THE HEADLINES 2015/03　（英語）

【我が国の任意適用制度に関する諸法令等（金融庁）】

1.  「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に
規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する
件の一部を改正する件」の公表（平成27年3月30日　金
融庁）

本改正により、IASBが平成26年7月1日から12月31日まで
に公表したIFRS第9号「金融商品」を含む国際財務報告基準
が、新たに指定国際会計基準に含まれた。
本改正は、平成27年3月30日付で官報掲載され、同日から
適用されている。

あずさ監査法人の関連資料
■  IFRS ニュースフラッシュ　2015/3/31

【IASBと我が国の任意適用制度を巡るその他の動向】

1.  河野正道氏がIFRS財団モニタリング・ボードの議長に再
任（2015年2月3日　IFRS財団モニタリング・ボード）

IFRS財団の監督機関であるモニタリング・ボードは、2015
年2月3日に、河野正道氏をモニタリング・ボードの議長に再
任したと発表した。同氏は金融庁の金融国際審議官を務めて
いる。
河野氏の議長としての任期は2015年2月までとなっていた
が、この再任により、2017年2月まで延長された。

2.  熊谷五郎氏がIASB諮問会議の副議長に就任（2015年2
月23日　IFRS財団）

IASBの監督機関であるIFRS財団の評議員会は、2015年
2月23日に、熊谷五郎氏をIFRS諮問会議（IFRS	Advisory	

Council）の副議長に指名したと発表した。
熊谷氏は、日本証券アナリスト協会の代表としてIFRS諮問
会議のメンバーを務めている。また、同氏は、みずほ証券株
式会社経営調査部の上級研究員であり、京都大学の経営管理
大学院で客員教授を務めている。

IFRS についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ

Ⅳ 米国基準

会計基準等の公表（FASB）

【最終基準（会計基準更新書（Accounting　Standards　
Updates,	ASU））】

1.  第2015-02号「連結（Topic 810）：連結範囲の分析に関
する改訂」の公表（2015年2月18日　FASB）

本ASUにより、以下の項目に関する連結の評価方法が変更
された。

◦	 	リミテッド・パートナーシップ及び類似の事業体を連結する
か否か

◦	 	意思決定者またはサービス提供者への報酬が変動持分事
業体（variable	interest	entity,	VIE）の変動持分であるか
否か

◦	 	報告企業の関連会社が保有するVIEの変動持分により、
当該VIEを連結することが求められるか否か

従来、ASU第2010-10号1により、特定の投資会社及び類似
の事業体については、FASB基準書第167号「FASB解釈指針
第46号（改訂版）の改訂」2の適用が先送りされていたが、本
ASUにより、適用先送りに関する規定は廃止された。また、
1940年投資会社法Rule2a-7または類似の規則が適用されるマ
ネー・マーケット・ファンドについては連結基準の適用から除
外された。
本ASUは、公開営利企業に対して、2015年12月16日以降
開始する期中及び年次報告期間から適用される。その他の企
業に対しては、2016年12月16日以降開始する年次報告期間及
び2017年12月16日以降開始する年次報告期間にに含まれる期
中報告期間から適用される。早期適用は認められる。

1	 	ASU第 2010-10 号「特定の投資ファンドに関する改訂」
2	 	ASU第 2009-17 号「変動持分事業体に関与する企業の財務報告の改善」

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-02-12.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2015-3.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150330-2.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-03-31.aspx
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20150203-2/01.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/Governance/Pages/IFRS-Foundation-appoints-new-Vice-Chairs-to-Advisory-Council-February-2015.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176164939022&acceptedDisclaimer=true
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あずさ監査法人の関連資料
■  Defining Issues 15-6　（英語）

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】

1.  ASU案「区分処理される組込デリバティブを含む複合金
融商品の開示」の公表（2015年2月24日　FASB）

本ASU案は、区分処理される組込デリバティブと、その組
込デリバティブに関連する主契約とを紐付ける情報を開示す
ることを企業に要求することを、提案している。現行のU.S.	
GAAPでは、区分処理される組込デリバティブは、デリバティ
ブに関する一般的な開示規定の適用範囲に含まれているが、
組込デリバティブと、それに関連する主契約を明確に紐付け
る情報を開示することは、要求されていない。
適用日は、市場関係者からのコメントを検討した後に決定さ
れる。コメントの締切りは2015年4月30日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  Defining Issues 15-7　（英語）

米国基準についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ

本稿に関するご質問等は、以下の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　
TEL: 03- 3548-5112（代表電話）
azsa-accounting@jp.kpmg.com 
担当：高田朗、島田謡子

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-6.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165007001&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-7.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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実務対応報告第18号	
「連結財務諸表作成における在外子会社の	
会計処理に関する当面の取扱い」の改正	
有限責任	あずさ監査法人　会計・審査統括部

シニアマネジャー　中根　正文

企業会計基準委員会（ASBJ）は平成27年3月26日に、改正実務対応報告第18号	
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公
表しました。
今回の改正の対象である、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在
外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」は、平成18年に公表された後、平
成22年に1度改正されており、今回は2度目の改正ということになります。
本稿では、今回の改正によって実務対応報告第18号のうち、どの定めが、どの
ように改正されたについて解説を行います。なお、本稿では、今回の改正前の
ものを「改正前の実務対応報告第18号」、改正後のものを「平成27年改正実務
対応報告第18号」と呼んで区別することとしますが、改正前後に関係なく両者
に該当する定めについて言及する場合には、単に「実務対応報告第18号」と呼
ぶこととします。また、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】
◦		今回の改正は、日本基準に従って連結財務諸表を作成し、在外子会社を有
する会社に関連する。また、実務対応報告第24号も変更されることにより、
在外関連会社にも関連する。

◦		のれんの償却について、在外子会社・在外関連会社がのれんを償却してい
ない場合に限り修正するよう改正されている。

◦		少数株主損益の会計処理について、連結会計基準が改正され、国際的な会
計基準との差異がなくなったため、修正項目から除外されている。

◦		退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理について、文言の明確
化が図られている。

◦		今回の改正は、原則、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度の期
首から適用するが、早期適用もできる。また、のれんに対する経過措置が
ある。

◦		最近のIFRSの開発動向を踏まえ、修正項目に新たに追加すべきものにつ
いて、今後、検討を行う予定とされている。

	 	 中
な か ね

根　正
まさ ふ み

文
有限責任 あずさ監査法人

会計・審査統括部
シニアマネジャー
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1	 	ここでいう在外子会社の財務諸表には、所在地国で法的に求められるものや外部に公表されるものに限らず、連結決算手続上利用するために内部
的に作成されたものを含みます。

2	 	実務対応報告第 18 号は、これらの修正「項目以外についても、明らかに合理的でないと認められる場合には、連結決算手続上で修正を行う必要
があることに留意する」（この点については、本稿Ⅵで解説しています）とした上で、「なお、当面の取扱いにおいて示した項目以外についても、
継続的に適用することを条件として、修正を行うことができる。その場合、重要性が増しているわけではないが、これまでと同一の会計事実につ
いて新たに修正を行う場合には、会計方針の変更として取り扱うこととなる」としています。

Ⅰ 改正によって影響を受ける範囲

実務対応報告第18号は、日本基準を用いて連結財務諸表を
作成する際の、在外子会社の会計処理に対して適用されます
（平成27年改正実務対応報告第18号「目的」参照）。そのため
今回の改正は、日本基準に従った連結財務諸表を作成し、在
外子会社を有する会社に関連します。
また、後述のⅣで説明するように、実務対応報告第18号の
定めを準用している実務対応報告第24号「持分法適用関連会
社の会計処理に関する当面の取扱い」（以下「実務対応報告第
24号」という）の定めの一部も、変更されることになります。
その結果、今回の改正は、日本基準を用いて作成される連結
財務諸表上の在外子会社の会計処理のみならず、在外関連会
社の会計処理にも関連します。

Ⅱ 改正前の実務対応報告第 18号の概要	
－修正 5項目

連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一
の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会
計方針は、原則として統一しなければならないこととされて
います（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）第17項参照）。しかし、実
務対応報告第18号は、当面の取扱いとして、在外子会社の財
務諸表1が国際財務報告基準（IFRS）または米国会計基準（U.S.	
GAAP）に準拠して作成されている場合には、当面の間、それ
らを連結決算手続上利用することができるものとしています。
ただし、この当面の取扱いを用いる場合であっても、重要性
が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切に
計上されるよう当該在外子会社の会計処理を修正しなければ
ならないとし、具体的に修正対象となる項目を5つ列挙してい
ました2。

Ⅲ 平成27年改正実務対応報告第18号に
よる改正の概要－ 3項目を改正

1.	改正対象となる3項目

前掲のⅡで説明した、改正前の実務対応報告第18号が定め
ていた修正5項目について、平成27年改正実務対応報告第18
号において、次のような改正が行われています。

改正前の実務対応報告 
第18号で定められていた 

修正5項目

平成27年改正実務対応報告第18号

改正の有無と性質 改正の詳しい内容

のれんの償却 改正 本稿Ⅲ 2．参照

退職給付会計における数理
計算上の差異の費用処理

明確化
（変更ではない）

本稿Ⅲ 4．参照

研究開発費の支出時費用
処理

－

投資不動産の時価評価およ
び固定資産の再評価

－

少数株主損益の会計処理 削除 本稿Ⅲ 3．参照

これらの改正内容について、以下の2.	から4.	で詳しく解説
していきます。

2.		のれんの償却に関する取扱い－修正項目の内容を	
一部改正

改正前の実務対応報告第18号は、前掲Ⅲ	1.の修正5項目の1
つとして、のれんの償却を認めないIFRSとU.S.	GAAPの処理
を連結決算手続上で償却する（その計上後20年以内の効果の
及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規
則的に償却し、当該金額を当期の費用とする）ための修正を求
めていました。
しかし、平成26年1月にU.S.	GAAPが改正され、非公開会
社はのれんを償却する会計処理を選択できるようになりまし
た。これを受け、平成27年改正実務対応報告第18号は、在外
子会社がのれんを償却していない場合に限り修正を求めるよ
うに改正されています。

実務対応報告第18号	
「連結財務諸表作成における在外子会社の	
会計処理に関する当面の取扱い」の改正	
有限責任	あずさ監査法人　会計・審査統括部

シニアマネジャー　中根　正文

企業会計基準委員会（ASBJ）は平成27年3月26日に、改正実務対応報告第18号	
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公
表しました。
今回の改正の対象である、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在
外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」は、平成18年に公表された後、平
成22年に1度改正されており、今回は2度目の改正ということになります。
本稿では、今回の改正によって実務対応報告第18号のうち、どの定めが、どの
ように改正されたについて解説を行います。なお、本稿では、今回の改正前の
ものを「改正前の実務対応報告第18号」、改正後のものを「平成27年改正実務
対応報告第18号」と呼んで区別することとしますが、改正前後に関係なく両者
に該当する定めについて言及する場合には、単に「実務対応報告第18号」と呼
ぶこととします。また、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】
◦		今回の改正は、日本基準に従って連結財務諸表を作成し、在外子会社を有
する会社に関連する。また、実務対応報告第24号も変更されることにより、
在外関連会社にも関連する。

◦		のれんの償却について、在外子会社・在外関連会社がのれんを償却してい
ない場合に限り修正するよう改正されている。

◦		少数株主損益の会計処理について、連結会計基準が改正され、国際的な会
計基準との差異がなくなったため、修正項目から除外されている。

◦		退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理について、文言の明確
化が図られている。

◦		今回の改正は、原則、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度の期
首から適用するが、早期適用もできる。また、のれんに対する経過措置が
ある。

◦		最近のIFRSの開発動向を踏まえ、修正項目に新たに追加すべきものにつ
いて、今後、検討を行う予定とされている。
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3	 	たとえば、2014 年 9 月の審議資料の別紙 1第 10 項を参照。https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140922/20140922_09.pdf

3.		少数株主損益の会計処理に関する取扱い	
－修正項目の削除

改正前の実務対応報告第18号は、前掲Ⅲ	1.の修正5項目の1
つとして、在外子会社における当期純利益に少数株主損益が
含まれている場合には、連結決算手続上、当該少数株主損益
を加減し、当期純利益が（日本の親会社の連結における従来の
処理と同じように）親会社持分相当額となるよう修正すること
を求めていました。
平成25年9月に連結会計基準が改正され、連結財務諸表上、
それまでの「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」
として表示した上で、「親会社株主に帰属する当期純利益」を
区分して内訳表示または付記することとなりました。その結
果、「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いについての国
際的な会計基準との差異がなくなったことから、平成27年改
正実務対応報告第18号から、この修正項目は削除されていま
す（この削除により、修正項目は改正前の5項目から4項目に
減少します）。

4.		退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理	
－修正項目の明確化

平成27年改正実務対応報告第18号において、前掲Ⅲ	1.の修
正5項目のうち、「退職給付会計における数理計算上の差異の
費用処理」の定めの文言が次のように修正されています。

改正前の実務対応報告 
第18号

平成27年改正実務対応報告 
第18号

在外子会社において、退職給付
会計における数理計算上の差異

（再測定）をその他の包括利益
で認識し、費用処理することなく
純資産の部に計上している場合
には、連結決算手続上、企業会
計基準第 26 号「退職給付に関
する会計基準」に従った、当該
金額を平均残存勤務期間以内の
一定の年数で規則的に処理する
方法（発生した期に全額を処理す
る方法を継続して採用することも
含む。）により、当期の損益とす
るよう修正する。

在外子会社において、退職給付
会計における数理計算上の差異

（再測定）をその他の包括利益で
認識し、その後費用処理を行わ
ない場合には、連結決算手続上、
当該金額を平均残存勤務期間以
内の一定の年数で規則的に処理
する方法（発生した期に全額を処
理する方法を継続して採用するこ
とも含む。）により、当期の損益
とするよう修正する。

この改正の理由や背景について、平成27年改正実務対応報
告第18号は「当面の取扱いにおける『（2）退職給付会計におけ
る数理計算上の差異の費用処理』について、従来から修正項目
としていた部分に限られることの明確化を図るため、所要の改
正を行った」と言及するのみですが、ASBJによるこれまでの
審議の経緯3を踏まえれば、次のように考えることができます。
すなわち、改正前の実務対応報告第18号の定めは、数理計

算上の差異の発生後、それをまったく費用処理しないIFRSの
会計処理を、連結決算手続上で費用処理するように修正する
ことを意図したものと考えられますが、改正前の文言によれ
ば、それ以外の基準間の細かい差異についても、企業会計基
準第26号「退職給付に関する会計基準」に従った会計処理とな
るように修正を求められるという誤解が生じる可能性があった
ため、文言の明確化が行われたものと考えられます。

Ⅳ 在外関連会社の会計処理に関する	
当面の取扱い

実務対応報告第24号は、在外関連会社に対する当面の取扱
いとして、実務対応報告第18号の在外子会社に対する当面の
取扱いに準じた処理を認めています。平成27年改正実務対応
報告第18号の定めが上記のように改正されたため、それを準
用する実務対応報告第24号の取扱いも同様に変更されます。

Ⅴ 適用時期等

平成27年改正実務対応報告第18号の適用時期は、次のとお
りです。

原則 平成 27 年 4 月 1日以後開始する連結会計年度の期
首から適用する。

早期適用 「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いを除き、
公表後最初に終了する連結会計年度の期首から適用
することができる。早期適用する場合、連結会計年度
中の第 2 四半期連結会計期間以降からも適用するこ
とができる。

いずれのケースでも、のれんに対する次の経過的な取扱い
に従うこととされていますが、連結会計年度中の第2四半期連
結会計期間以降に早期適用する場合、連結会計年度の期首に
遡って適用することとされています。

適用初年度の期首に連結財務諸表において計上されているのれん
のうち、在外子会社が償却処理を選択したのれんについては、企
業結合ごとに次の 2 つの償却年数のいずれかを選択する。
①  連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間
②  在外子会社が採用する償却期間が連結財務諸表におけるのれ

んの残存償却期間を下回る場合は、当該償却期間（当該償却
期間に変更し、変更後の償却期間に基づき将来にわたり償却）
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会計トピック②

Ⅵ 今後、実務対応報告第18号への追加が	
検討される予定の修正項目

実務対応報告第18号は、そのなかで具体的に掲げた修正項
目（平成27年改正実務対応報告第18号の場合では4項目）以
外についても、「明らかに合理的でないと認められる場合」に
は、連結決算手続上で修正を行うことを求めています。こうし
た修正が求められる理由としては、IFRSまたはU.S.	GAAPに
準拠した会計処理が、我が国の会計基準に共通する考え方（我
が国の会計基準に共通する考え方としては、当期純利益を測
定する上での費用配分、当期純利益と株主資本との連繋およ
び投資の性格に応じた資産および負債の評価などが挙げられ
る）と乖離するものであり、一般に当該差異に重要性があるた
め、修正なしに連結財務諸表に反映することは合理的でない
と考えられるためという点が挙げられています。
実務対応報告第18号が平成18年に策定されて以降、平成22
年と平成27年の改正においてそれぞれ1つずつ修正項目の削
減がなされた一方で、新たな修正項目の追加は行われていま
せんが、上記の考え方に該当すると考えられる項目が出てきた
場合には、実務対応報告第18号が定める「明らかに合理的で
ないと認められる場合」として、修正が求められるものと考え
られます。
この点、たとえば平成21年に公表されたIFRS第9号「金融
商品」における、その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
る資本性金融商品への投資の公正価値の変動におけるノンリ
サイクリング処理（以下「資本性金融商品のOCIオプションに
関するノンリサイクリング処理」という）は、これに該当する
のではないかとも考えられます。
ASBJは、平成27年改正実務対応報告第18号の審議過程に
おいて、資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイ
クリング処理を含むいくつかの項目について、修正項目に追加
すべきかを検討したものの、今回の改正では追加を見送って
います。ただし、ASBJは、これらを修正項目として追加する
か否かについて、今後、検討を行う予定としています。

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
会計・審査統括部
シニアマネジャー　中根　正文
TEL: 03-3548-5121 （代表番号）
masafumi.nakane@jp.kpmg.com
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国外転出時課税制度（出国税）の導入
KPMG税理士法人　タックステクニカルセンター

マネジャー　山崎　沙織

2015年度税制改正において、個人が国外転出する時に有する株式等に係る未実
現のキャピタルゲイン等に対して課税する国外転出時課税制度（いわゆる出国
税）が導入され、2015年 7月1日から適用されることとなりました。
本稿では、国外転出時課税制度の概要をご紹介するとともに、国外転出時課税
制度の導入に伴い見直されることとなった財産債務明細書の提出制度に関する
改正内容についてもお知らせいたします。

	

【ポイント】
◦		国境を越えた人の動きに係る租税回避を防止する観点から、出国時におけ
る株式等に係る未実現のキャピタルゲイン等に対して課税する国外転出時
課税制度が導入される。

◦		出国の場合だけでなく、贈与等（贈与、相続または遺贈）により含み益を
有する株式等を非居住者に移転した場合にも、その株式等に係る未実現の
キャピタルゲイン等が実現したものとみなして、国外転出時課税制度が適
用される。

◦		国外転出時課税制度では、未実現のキャピタルゲイン等に課税することと
なるため、納税資金が十分でない可能性に配慮し、納税猶予制度が設けら
れている。

◦		国外転出時課税制度の適用を受けた場合であっても、出国後一定期間内に
株式等を売却せずに帰国した場合には、課税を取消すことができる措置が
設けられている。

◦		国外転出時課税制度の創設に伴い、所得税・相続税の申告の適正性を確保
するため、財産債務明細書について、記載内容の充実が図られるとともに、
提出の有無等により所得税・相続税に係る過少申告加算税等を加減算する
インセンティブ措置が設けられた。

Ⅰ 国外転出時課税制度の導入の背景

株式等のキャピタルゲインについては、租税条約上、一定
の場合を除き、その株式等を売却した者が居住している国
に課税権があるとされています。これまでは、こうした法制
度を利用して、個人が含み益を有する株式等を保有したまま
キャピタルゲイン非課税国（たとえば、シンガポール、香港、

ニュージーランド等）に出国し、その後に売却することにより、
キャピタルゲインに対する課税を回避することが可能となって
いました。
このような税負担の回避は、日本だけでなく他国においても
問題視されており、先進諸国（アメリカ、イギリス、ドイツ、
フランス、イタリア、カナダ等）では、出国時に有する資産に
係る未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税する措
置等が設けられています。
また、現在G20/OECDが推進しているBEPSプロジェクト

	 	 山
や ま ざ き

崎　沙
さ

織
お り

KPMG 税理士法人
タックステクニカルセンター

マネジャー
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（国際的な租税回避を各国で協調して防止することにより、公
平な課税を実現し、税制に対する納税者の信頼を確保するた
めの取組み）において、昨年9月に公表されたAction	6（租税
条約の濫用防止）に関する報告書では、租税回避防止措置とし
て出国時における未実現のキャピタルゲインに対して課税す
る制度を国内法に定めることは、租税条約に抵触しないこと
が示唆されました。
こうした流れを受け、日本においても国境を越えた人の動き
に係る租税回避を防止する観点から、2015年度税制改正にお
いて、国外転出時課税制度が導入され、2015年7月1日から適
用されることとなりました。

Ⅱ 国外転出時課税制度の概要

1.	国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

含み益を有する株式等を保有したまま出国し、その後に売
却することにより、日本での譲渡所得課税等を回避することを
防止するための措置として、個人が国外転出する時に有する
株式等に係る未実現のキャピタルゲイン等に対して課税する
譲渡所得課税等の特例制度が導入されます。

（1） 適用対象者および対象資産

適用対象者 国外転出（*1）をする居住者で以下の 2 つの要件を
満たす者
①  以下の対象資産の価額等の合計額が 1 億円以

上であること
 ◦  国外転出時に保有する対象資産①の価額
 ◦  国外転出時に契約を締結している対象資産

②のみなし決済損益の金額
②  国外転出の日前 10 年以内に、国内に住所また

は居所を有していた期間（*2）の合計が 5 年超で
あること

対象資産 ①  所得税法に規定する有価証券、匿名組合契約
の出資の持分

②  未決済のデリバティブ取引・信用取引・発行日
取引

（*1）	 	国外転出とは、国内に住所および居所を有しないこととなること
をいいます。

（*2）	 	「国内に住所または居所を有していた期間」には、納税猶予（下記
（5）②参照）を受けている期間が含まれることとされている一方、
出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留して
いた期間は除かれます。また、経過措置により、2015 年 6月 30 日
までに別表第二の在留資格で在留している期間についても「国内
に住所または居所を有していた期間」から除かれることとされて
います。出入国管理及び難民認定法における在留資格については、
図表 1をご参照ください。

	 	 	したがって、たとえば別表第一の 2等に掲げる在留資格（いわゆる
就業ビザ）により一時的に日本に滞在する外国人駐在員は、国外
転出時課税制度の適用対象者から除かれることとなります。また、
別表第二に掲げる在留資格（永住者や日本人の配偶者等）により滞

在している外国人は、原則として本制度の適用対象とされますが、
経過措置により 2020 年 6月 30日までは適用を受けないこととなり
ます。

（2） 所得金額の計算
国外転出時に有する対象資産について、その国外転出の時
に以下の区分に応じて定められた価額等により譲渡等があっ
たものとみなして、譲渡所得等（事業所得、譲渡所得または雑
所得）を計算することとなります。

国
外
転
出
時
の
価
額
等

◦  国外転出の日の属する年
分の確定申告書の提出時
までに納税管理人の届出
をした場合

◦  納税管理人の届出をしな
いで国外転出をした日以
後にその年分の確定申告
書を提出する場合

◦  その年分の所得税につき
決定がされる場合

国外転出時における対象資
産の価額・みなし決済損益の
金額

◦  上記以外の場合

国外転出の予定日の 3 月前
の日（同日後に取得した場合
は取得時）における対象資産
の価額・みなし決済損益の金
額

なお、（１）適用対象者の要件の①についても、上記の区分
に応じて定められた価額等を用いて判定します。

（3） 適用税率
原則として15.315％（復興特別所得税を含む）の税率が適用
されます。

（4） 申告納付手続
対象資産に係る未実現の譲渡所得等は、国外転出の日の属
する年分の他の所得とあわせて、以下の期日までに申告納税
することとされています。

図表1　出入国管理及び難民認定法における在留資格

別表第一

1 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

2 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、
医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能、技能実習

3 文化活動、短期滞在

4 留学、研修、家族滞在

5 特定活動

別表第二 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者

（別表第一の在留資格は、2015 年 4 月 1 日付で改正されています。）

国外転出時課税制度（出国税）の導入
KPMG税理士法人　タックステクニカルセンター

マネジャー　山崎　沙織

2015年度税制改正において、個人が国外転出する時に有する株式等に係る未実
現のキャピタルゲイン等に対して課税する国外転出時課税制度（いわゆる出国
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◦		国外転出時課税制度では、未実現のキャピタルゲイン等に課税することと
なるため、納税資金が十分でない可能性に配慮し、納税猶予制度が設けら
れている。

◦		国外転出時課税制度の適用を受けた場合であっても、出国後一定期間内に
株式等を売却せずに帰国した場合には、課税を取消すことができる措置が
設けられている。

◦		国外転出時課税制度の創設に伴い、所得税・相続税の申告の適正性を確保
するため、財産債務明細書について、記載内容の充実が図られるとともに、
提出の有無等により所得税・相続税に係る過少申告加算税等を加減算する
インセンティブ措置が設けられた。
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申告期限 納付期限

国外転出時までに
納税管理人の届出
がある場合

翌年の確定申告 
期限（3/15）

◦  申告期限までに担保の提
供がある場合：

  納税猶予の適用あり（下
記（5）②～④参照）

◦  申告期限までに担保の提
供がない場合：

  確定申告期限（3/15）

国外転出時までに
納税管理人の届出
がない場合

国外転出日 国外転出日

（5） 制度の主な留意点
国外転出時課税制度には、以下の措置が設けられています

（図表2は以下の取扱いをフローチャートにまとめたものです）。

① 国外転出後5年以内に帰国した場合
 ◦ 	国外転出時課税制度の適用を受けた者が、国外転出の日
から5 年以内に帰国（*）した場合には、帰国の日から 4月
以内に更正の請求をすることにより、帰国時まで引き続き
有している対象資産に係る課税を取り消すことができます。

 ◦ 	10 年間の納税猶予（下記②参照）の適用を受ける場合に	
は、国外転出の日から10 年以内に帰国（*）したときも、こ	
の課税の取消しに係る規定の適用を受けることができます。

	（*）		帰国した場合のほか、（i）贈与により国外転出時に有していた対象
資産を居住者に移転した場合や、（ii）死亡したことにより、国外転
出時に有していた対象資産につき、一定の相続・遺贈により移転
を受けた相続人・受遺者のすべてが居住者となった場合にも、課
税の取消しに係る規定が適用されます。

② 納税猶予制度
	 ◦		国外転出時課税制度の適用を受けた者は、以下のすべて
の要件を満たした場合に限り、5 年（申請により10 年）の
納税猶予が認められます。

	 	 ⅰ		国外転出の日の属する年分の確定申告書に納税猶予を
受けようとする旨の記載があり、納税猶予分の所得税額
の計算に関する明細等の添付があること

	 	 ⅱ		その年分の所得税の確定申告期限までに納税猶予分の
所得税額に相当する担保を提供すること

	 	 ⅲ		国外転出時までに納税管理人の届出をすること

	 ◦		納税猶予される所得税額は、以下の（i）の金額から（ii）
の金額を控除した金額とされます。

	 	 ⅰ		国外転出の日の属する年分の確定申告に係る所得税額
	 	 ⅱ		国外転出時課税制度の適用がないものとした場合にお

ける国外転出の日の属する年分の確定申告に係る所得
税額

	 ◦		納税猶予を受ける者は、納税猶予の期限までの各年12月
31日（基準日）における納税猶予に係る対象資産に関する
継続適用届出書を、基準日の翌年 3月15日（提出期限）
までに、納税地の所轄税務署長に提出することとされてい
ます。

	 ◦		継続適用届出書を提出期限までに提出しなかった場合に
は、その提出期限から 4月を経過する日が、納税猶予の
期限となります。

③ 納税猶予の期限までに対象資産の譲渡等をした場合
	 ◦		納税猶予に係る所得税のうち譲渡等があった対象資産に
係る部分については、譲渡等の日から4月を経過する日を
もって納税猶予が終了し、納税義務が生じます。

	 ◦		所得税を納付する際には、納税猶予がされた期間に係る
利子税をあわせて納付しなければなりません。

	 ◦		譲渡価額等が国外転出時の価額等を下回るときは、譲渡
等の日から4月以内に更正の請求をすることにより、所得
税額を減額することができます。

図表2　国外転出時課税制度－フローチャート

（*）　10 年間の納税猶予の適用を受ける場合には、10 年以内

課税猶予期限到来

猶予期限内に譲渡納税猶予あり

国外転出時課税制度

納税猶予なし

5年以内（*）に帰国

5年以内に帰国

課税

課税の取消し可

但し、以下の場合には、更正の請
求により所得税の減額が可
・ 時価が下落した場合
・ 外国所得税が課された場合
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	 ◦		その譲渡所得等に対して外国所得税が課される場合にお
いて、その外国で二重課税が調整されないときは、その外
国所得税を納付することとなる日から4月以内に更正の請
求をすることにより、その外国所得税を国外転出の日の属
する年において納付することとなるものとみなして、日本に
おいて外国税額控除の適用を受けることができます。

④ 納税猶予の期限が到来した場合
	 ◦		期限到来日に納税猶予に係る所得税について納税義務が

生じます。
	 ◦		所得税を納付する際には、納税猶予がされた期間に係る

利子税をあわせて納付しなければなりません。
	 ◦		期限到来日における対象資産の価額等が国外転出時の価

額等を下回るときは、期限到来日から4月以内に更正の請
求をすることにより、所得税額を減額することができます。

（6） 適用時期
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例制度は、居住者が
2015年7月1日以後に国外転出をする場合について適用され	
ます。

2.		贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所
得等の特例

含み益を有する株式等を贈与等（贈与、相続または遺贈）に
より非居住者に移転した場合には、その贈与等の時に株式等
に係る未実現のキャピタルゲイン等が実現したものとみなして
所得税を課税する、上記1.と同様の特例制度が導入されます。
したがって、たとえばオーナー企業の経営者等が、その保
有する自社株式を非居住者に承継させるような場合には、本
制度の適用を受ける可能性がありますので留意が必要です。

（1） 適用対象者および対象資産

適用対象者 対象資産を贈与等により非居住者に移転する居住
者（以下の 2 つの要件を満たす贈与者または被相
続人）
①  以下の対象資産の価額等の合計額が 1 億円以

上であること
 ◦  贈与等の時に保有する対象資産①の価額
 ◦  贈与等の時に契約を締結している対象資産

②のみなし決済損益の金額
②  贈与等の日前 10 年以内に、国内に住所または

居所を有していた期間（*）の合計が 5 年超である
こと

対象資産 ①  所得税法に規定する有価証券、匿名組合契約
の出資の持分

②  未決済のデリバティブ取引・信用取引・発行日
取引

（*）	 	「国内に住所または居所を有していた期間」には、納税猶予（上記
1.（5）②参照）を受けている期間が含まれることとされている一方、
出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留して

いた期間は除かれます。また、経過措置により、2015 年 6月 30 日
までに別表第二の在留資格で在留している期間についても「国内
に住所または居所を有していた期間」から除かれることとされて
います。出入国管理及び難民認定法における在留資格については、
図表 1をご参照ください。

（2） 所得金額の計算
贈与等の時に、その時における価額等で対象資産の譲渡等
があったものとみなして、譲渡所得等を計算することとなり	
ます。

（3） 適用税率
上記1.（3）と同様、原則として15.315％（復興特別所得税を
含む）の税率が適用されます。

（4） 申告納付手続
① 贈与の場合
対象資産に係る未実現の譲渡所得等は、贈与の日の属する
年分の他の所得とあわせて、その年分の所得税に係る確定申
告期限（3/15）までに申告納税することとされています。ただ
し、確定申告書に納税猶予の適用を受けようとする旨の記載
および必要書類の添付があり、確定申告期限までに担保を提
供した場合には、納税猶予の適用が認められます。

② 相続または遺贈の場合
対象資産に係る未実現の譲渡所得等は、相続または遺贈の
日の属する年分の他の所得とあわせて、相続人がその被相続
人に係る準確定申告書の提出期限（相続開始があったことを
知った日の翌日から4月を経過した日の前日）までに申告納税
することとされています。ただし、準確定申告書に納税猶予
の適用を受けようとする旨の記載および必要書類の添付があ
り、準確定申告書の提出期限までに相続人が担保を提供した
場合であって、対象資産を取得した非居住者の全員が納税管
理人の届出をしたときは、納税猶予の適用が認められます。

（5） 制度の主な留意点
上記1.（5）とほぼ同様の措置が設けられていますが、たとえ
ば以下の相違点があるため、留意が必要です。
	 ◦		相続または遺贈の場合には、被相続人の所得税の申告納
税義務は相続人に承継されるため、納税猶予の申請や継
続適用届出書の提出、更正の請求の手続等は相続人が行
うこととされています。

	 ◦		贈与により対象資産の移転を受けた非居住者で贈与者か
ら納税猶予を受けている旨および納税猶予期限の通知を
受けた受贈者が、納税猶予の期限までにその対象資産の
譲渡等をした場合には、その譲渡等の日から2月以内に、
譲渡等をした旨、譲渡等をした対象資産の種類・銘柄等
の事項を贈与者に対して通知することとされています。

	 ◦		対象資産の移転を受けた非居住者である受贈者・相続人
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等が、納税猶予の期限までに対象資産の譲渡等をしたこ
とにより、その譲渡所得等に対して外国所得税が課される
場合においても、二重課税の問題は生じないため、外国
税額控除の適用はありません。

（6） 適用時期
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等
の特例制度は、2015年7月1日以後の贈与等について適用され
ます。

3.		外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得
等の特例

外国で日本の国外転出時課税制度に相当する規定の適用を
受け、外国所得税を課された居住者が、その課税対象となっ
た資産の譲渡等をしたときは、所得金額の計算上、外国で課
税対象とされた価額をその資産の取得価額等とすることによ
り、二重課税の調整が行われます。
この特例規定は、2015年7月1日以後に外国における国外転
出に相当する事由等が生ずる場合について適用されます。

4.	地方税（個人住民税）の取扱い

現行法上、個人住民税は1月1日に日本国内に住所を有する
者の前年の所得に対して課税することとされています。その
ため、年の途中で出国した者については、翌年1月1日に日本
国内に住所を有しないこととなるため、出国した年中に生じた
所得（キャピタルゲイン等）に対して個人住民税は課税されま
せん。
この現行法における取扱いとの整合性から、未実現のキャ
ピタルゲインに課税する国外転出時課税制度（上記1.～ 3.の規
定）は、個人住民税には適用しないこととされています。ただ
し、個人住民税に対する国外転出時課税制度の導入について
は、引き続き検討を行うこととされています。
なお、上記2.のうち、贈与により非居住者に対象資産を移転
した場合には、国外転出時課税制度の適用を受ける贈与者は
贈与の翌年1月1日においても日本国内に住所を有している可
能性がありますが、その場合も含めて個人住民税は課税しな
いこととされています。

5.	更正決定等の期間制限

所得税に対する更正決定等の期間制限は、原則として、5年
とされていますが、国外転出時課税制度（上記1.または2.）の
適用がある場合（納税管理人の届出および税務代理権限証書
の提出がある場合等は除かれます）の所得税については、その
更正決定等の期間制限が7年とされます。
この改正は、2015年7月1日から施行されます。

Ⅲ 財産債務明細書の提出制度の見直し

これまで、確定申告書の提出義務があり、その年分の総所
得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超える個人
は、「財産及び債務の明細書」（その年の12月31日において有
する財産の種類、数量および価額ならびに債務の金額等を記
載した明細書）を確定申告書に添付して提出することとされて
いました。
国外転出時課税制度の創設に伴い、この「財産及び債務の
明細書」について、所得税・相続税の申告の適正性を確保する
ため、記載内容を充実させる等の整備が行われました。

1.	提出基準および記載事項の見直し

「財産及び債務の明細書」はこれまで所得税法に規定されて
いましたが、改正により、内国税の適正な課税の確保を図る
ための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律において
新たに「財産債務調書」として規定され、提出基準が以下のよ
うに見直されることとなりました。

改正前 その年分の所得金額が　2,000 万円超

改正後

以下の 2 つの基準を満たすこと
①  その年分の所得金額が 2,000 万円超
②  その年の 12 月 31日に有する財産の価額の合計額が 3

億円以上
または

  その年の 12 月 31日に有する国外転出時課税制度の対
象資産の価額の合計額が 1 億円以上

記載事項については、「国外財産調書」（その年の12月31
日に有する国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える個人
（永住者のみ）が提出する調書）と同様となります。たとえば、
これまで記載を要しなかった財産・債務の所在や有価証券の
銘柄・取得価額（「国外財産調書」においても従前は、取得価
額は記載事項ではありませんでしたが、改正により有価証券
等については取得価額も記載事項に加えられています）等の情
報も記載が必要となります。また、財産の価額については、そ
の年の12月31日における時価または見積価額により記載する
こととなります。「財産債務調書」の書式については、図表3を
ご参照ください。
この改正は、2016年1月1日以後に提出すべき「財産債務調
書」について適用されます。
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2.	過少申告加算税・無申告加算税の特例

納税者が過少申告をした場合または申告すべき所得等を申
告しなかった場合において、納税者による修正申告・期限後
申告書の提出または国税当局による更正・決定（以下、「修正
申告等」という）があったときは、原則として、修正申告等に
よる納税額に対し下記の課税割合を乗じた過少申告加算税ま
たは無申告加算税が課せられます。

加算税 修正申告等による納税額 課税割合

過少申告加算税 50 万円または期限内申告税額の 
いずれか多い金額を超える部分

15％

上記以外 10％

無申告加算税 50 万円を超える部分 20％

上記以外 15％

「財産債務調書」の適正な提出を促すため、過少申告加算税
および無申告加算税について、「国外財産調書」制度に設けら
れている措置と同様の以下の特例（軽減措置または加重措置）
が適用されることになります。

【軽減措置】

軽減措置が 
適用される場合

期限内に提出された「財産債務調書」に修
正申告等の基因となる財産または債務に係
る記載がある場合

軽減措置の対象税額 ◦  財産債務に係る所得税
◦  財産に対する相続税

軽減措置の内容 過少申告加算税または無申告加算税の課
税割合が 5％軽減される

【加重措置】

加重措置が 
適用される場合

◦  期限内に「財産債務調書」の提出がな
い場合

または
◦  期限内に提出された「財産債務調書」

に修正申告等の基因となる財産または債
務に係る記載がない場合（重要な事項の
記載が不十分である場合を含む）

加重措置の対象税額 財産債務に係る所得税

加重措置の内容 過少申告加算税または無申告加算税の課
税割合が 5％加重される

なお、「財産債務調書」が期限後に提出された場合であって
も、その提出が、財産債務に係る所得税または財産に対する
相続税についての調査があったことにより更正または決定が
あるべきことを予知してされたものでないときは、上記の特例
の適用上、その「財産債務調書」は期限内に提出されたものと
みなされます。
この特例は、2016年1月1日以後に提出すべき「財産債務調
書」に係る財産債務に係る所得税または財産に対する相続税に
ついて適用されます。

図表3　「財産債務調書」の書式

平成　　年12月31日分　財産債務調書

財産債務を
有する者 住所又は居所

氏　　　　名

個  人  番  号

財産債務の
区分 種　類 用　途 所　　　在 数　量 財産の価額 

又は債務の金額 備　考

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

  •
  •
  •

•
•
•

財産の価額の合計額 債務の金額の合計額

（取得価額については、この調書の「財産の価額又は債務の金額」の欄に外書で記載することとされています。）
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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
すようお願いいたします。

KPMG 税理士法人
タックステクニカルセンター
マネジャー・税理士　山崎　沙織
TEL: 03-6229-8256
saori.yamazaki@jp.kpmg.com
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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14回　	日本企業の統合報告書に関する	

事例調査結果（後編）
KPMGジャパン　統合報告アドバイザリーグループ

シニアマネジャー　新名谷　寛昌

「未来を拓くコーポレートコミュニケーション」シリーズの連載第13回（KPMG	
Insight	Vol.11/Mar	2015）では、2014年に発行された142社の統合報告書につ
いて、発行企業の属性や統合報告書の形式面の調査結果について報告しました。
第14回目となる今回は、同じく142 社の統合報告書について、いくつかの開
示項目を取り上げ、開示内容や全体的な傾向についての調査結果を報告します。
具体的には、コーポレートガバナンス・コードの公表に伴い、今後、注目を集
めると予想されるコーポレートガバナンスに関する開示、そして、スチュワー
ドシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのいずれにおいても
キーワードとなっている、企業と投資家との対話という観点から、シリーズの
第10回目「企業と投資家との対話の重要性から考える『統合報告』」において
も取り上げた、ビジネスモデル、リスク情報、非財務KPIの3点について、開
示状況を分析するとともに、今後の課題について考察しました。
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】
◦		コーポレートガバナンス・コードへの対応を考えた場合、現状のコーポレー
トガバナンスの開示にはいくつか共通した課題がある。

◦		ビジネスモデルの開示は、試行段階にあるが自発的な開示が進んでいる。
◦		リスク情報の開示は、法定の開示があるにもかかわらず統合報告書ではあ
まり重視されていないが、投資判断のための重要な情報であり、適切な開
示により企業価値を向上させる効果が期待できる。

◦		財務 KPI の開示は充実しており、今後は、将来志向情報の提供が課題とな
る。一方で、非財務 KPI の開示は依然として手探りの状態であり、今後、
実務のさらなる進展が期待される。

	 	新
に い

名
な や

谷　寛
ひろ ま さ

昌
KPMG ジャパン

統合報告アドバイザリーグループ
シニアマネジャー
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経営トピック①

Ⅰ はじめに

近年、統合報告書への注目が集まり、統合報告書を開示す
る企業は着実に増加しています。また、IIRCフレームワーク
をはじめとして、スチュワードシップ・コード、コーポレート
ガバナンス・コードなどにより、企業による価値創造、そして、
経営者と株主との対話についての議論が活発化しています。
このような流れの中、統合報告に関する共通的な認識も次第
に醸成されつつあり、優れた統合報告を実践する企業も登場
しています。本稿では、統合報告書の開示に挑戦した先進的
企業の開示動向から、今後、統合報告を実践しようとする企
業が直面すると思われる共通的な課題を抽出しました。これ
まで抽象的でわかりにくいと思われてきた統合報告の議論に
ついて具体的事例を学ぶことにより、統合報告の本質を理解
するとともに実務を改善するためのヒントを得ることができる
でしょう。

Ⅱ 事例調査の結果	
コーポレートガバナンスの開示

1.	開示情報の分量

コーポレートガバナンスの開示に関しては、調査対象142社
のうち、ガバナンスに関する独立したセクションを設けていな
い会社9社および監査法人2社を除く131社を対象に調査を実
施しました。
コーポレートガバナンスに割かれている頁数で比較した場
合、67％の会社は4ページ以下と比較的簡素な開示となってい
ます（図表1参照）。

機関設計別の平均頁数で比較した場合、監査役会設置会社
のうち、報酬または指名委員会もしくはその両方を取締役会の
任意の諮問機関として設けている、いわゆる「ハイブリッド型」
を採用する会社の平均は5頁、委員会設置会社の平均は6頁と、	
監査役会設置会社の平均よりも多くなっています。これは、ガ
バナンスの重要性を認識し、独自の工夫を凝らすとともに、そ
の考え方を外部に伝えようとする姿勢が、開示の分量にも反
映されているためと考えられます（図表2参照）。
もちろん、このことは監査役会設置会社が他の機関設計に
劣るということを意味するものではありません。コーポレート
ガバナンスにおいて重要なのは、自社にとって最適なガバナン
ス体制を構築することであり、なぜそのような体制を選択した
のかという点を説明することが投資家との対話においては重
要と考えられます。

2.	社外取締役

東証一部上場会社1,814社のうち、社外取締役を選任して
いる会社は1,347社（74％）ですが、調査対象会社131社のう
ち、社外取締役を選任している会社は113社（86％）となって
おり、東証一部平均に比較してやや上回っている状況です（図
表3参照）。また、東証一部で社外取締役を置いている1,347社
のうち、複数名以上の社外取締役を選任している会社は622社
（46％）しかないのに対し、調査対象企業では93社（82％）と
なっており、顕著な差があります（図表4参照）。
社外取締役を複数名以上置くことがグローバルスタンダー
ドであるといわれていることや、執行の側においても社外の視
点をより多く取り入れているという意味で、調査対象会社の多
くが一歩進んでいるという印象です。とはいえ、社外取締役
を増員すれば良いという単純な問題ではなく、監査役会とい
う世界でも珍しいガバナンス体制が普及している日本におい
ては、まず、監査役会と社外取締役それぞれの役割を明確に

図表1　コーポレートガバナンスセクションの頁数

1～2頁 
40%

10頁以上
6%

5～9頁
27%

3～4頁
27%

 
4 頁以下

67%

（n = 131 社）

図表2　会社機関設計別の平均頁数

* ハイブリッド型とは、監査役会設置会社のうち、報酬委員会または指
名委員会 もしくはその両方を取締役の任意の諮問機関として設けて
いる会社（委員会の名称は様々）

3.2頁

5.0頁

6.2頁

4.0頁

監査役会設置会社
（77社）

ハイブリッド型 *
（45 社）

委員会等設置会社
（9社）

全体
（131 社）
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したうえで、監査役会がガバナンスにおいてどのような役割を
果たしているのかを説明することが重要だと考えられます。

3.	役員報酬

役員報酬については、131社のうち、70社（53％）が統合報
告書において開示を行っています（図表5参照）。
有価証券報告書において開示されているにもかかわらず、
約半数の企業で、役員報酬の情報が統合報告書では開示され
ていないのは、企業が、役員報酬は価値創造にとって重要で
はない、すなわち、報酬体系は経営者にとって適切なインセ
ンティブを与える構造になっていないと考えているシグナルな
のかもしれません。

また、役員報酬を開示している70社のうち、59社（84％）が
役員報酬の決定方法を開示していますが、その説明は固定部
分、変動部分の有無等についてのみであり、ごくわずかな例
を除いて、IIRCのフレームワークが想定する役員報酬と中長
期的な価値創造との関連性については詳しく説明されていま
せん（図表6参照）。
グローバルでは、いびつなインセンティブ構造により、経営
者と株主との間に利益相反を生じていないかという問題意識
があると考えられますが、日本においては、コーポレートガバ
ナンス・コードが「攻めのガバナンス」の実現を目指している
ように、報酬体系が適切なリスクテイクを促すインセンティブ
構造となっていないため、迅速かつ果敢な意思決定が行われ
にくいのではないかという問題意識があると考えられます。そ
のため、中長期的な価値創造という目的は共有したうえで、投
資家および経営者双方の観点から、自社にとっての役員報酬
設計上の課題は上記のいずれであるのかということについて
対話を深めていく必要があると考えられます。

図表5　役員報酬を開示している企業

53% 
70

（n = 131 社）

図表6　役員報酬の決定方法を開示している企業

84% 
59

（n = 70 社）

図表3　社外取締役を選任している会社の割合

調査対象 （131社） 東証1部 * （1,814社）

74% 
1,347

86% 
113

*  東証一部のデータは、2014 年 7 月 25 日　㈱東京証券取引所　 「東証上場会社
における社外取締役の選任状況＜確報＞」による

図表4　複数名の社外取締役を選任している会社の割合

調査対象 （113社） 東証1部 * （1,347社）

*  東証一部のデータは、2014 年 7 月 25 日　㈱東京証券取引所　 「東証上場会社
における社外取締役の選任状況＜確報＞」による

46% 
622

82% 
93
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4.	役員の選任

社外役員を選任している113社について、選任理由および
スキルを開示している会社は42社（37％）あります（図表7参
照）。ただし、概括的な経験やスキルの説明であり、戦略目標
等と関連付けて選任理由を説明している例はほとんどありませ
んでした。
社外取締役に限りませんが、投資家の関心は、取締役会全
体として戦略目標を達成するために必要なスキルとリーダー
シップを備えているかどうかということであるため、そのよう
な観点から、選任理由や役員の経験やスキルを説明すること
が重要と考えられます。

Ⅲ 事例調査の結果	
ビジネスモデルの開示

シリーズ第10回「企業と投資家との対話の重要性から考え
る『統合報告』」（KPMG	Insight	Vol.8/Sep	2014）において、
KPMGのグローバルサーベイの結果より、ビジネスモデルに
ついては様々に解釈されているのが実態であり、長期的価値
創造についての理解を深めるという目的に対してあまり有効で
ないものも開示されていると報告しました。
今回、142社の統合報告書を分析した結果はこれを裏付ける
ものでした。また、調査を通じて、ビジネスモデルの開示の良
否を判断するに際しての評価基準は非常に主観的なものにな
らざるを得ないということが改めて確認できました。優れたビ
ジネスモデルの説明は、主要な要素を強調するとともに、戦略
やリスクと機会など他の内容要素との関連性を明確に説明す
るものであり、読者の知識や経験により、判断が異なると考え
られるためです。
そのため、この章ではビジネスモデルの開示についての全
般的な傾向と、KPMGの考えるビジネスモデルの説明に含め
るべき要件のうち、ビジネスモデルと資本の関連性に関する説

明およびビジネスモデルの長期的な見通しの2点について分析
結果を報告します。

1.	ビジネスモデルの開示状況

142社のうち、59社（41％）が統合報告書においてビジネス
モデルの説明を行っていました（図表8参照）。開示すべきビ
ジネスモデルの解釈や方法論が定まらない中、半数近くの企
業が開示を試みているということは、価値創造の全体像を理
解するため、そして、多面的な企業活動を体系的に説明するた
めに、ビジネスモデルを統合報告書の中心に据えることが有用	
であることが理解されつつあるのではないかと考えられます。
ビジネスモデルの記載方法は多様であり、類型化すること
は困難ですが、IIRCのフレームワーク（オクトパスモデル）を
意識した開示やビジネスプロセスに沿って説明する例が比較
的多く見られました。
また、事業ごとにSWOT分析を行い、戦略とともに主要な
資本、事業活動、生み出される価値を説明している会社もあ
りました。しかし、多角的に事業を行う企業では、事業ごとの
ビジネスモデルは説明されていますが、一方で複数事業を展
開することの意味や事業ポートフォリオの取捨選択理由、事
業間のシナジー効果については説明されておらず、これらを充
実させることが今後の課題であると考えられます。
ビジネスモデルが有効に機能するかどうかは、外部環境、
リスクや機会、組織概要その他の要素なども関連していると
考えられるため、これら要素間の相互関連性をどのように表現
するのかについても課題があると考えられます。

2.	ビジネスモデルと資本の関連性に関する説明

ビジネスモデルを開示している59社のうち、24社（40％）
が資本との関連性について説明していました（図表9参照）。
IIRCフレームワークでは、資本を財務資本、製造資本、知的
資本、人的資本、社会資本、自然資本の6つに分類しており、

図表7　 社外取締役のスキル（選任理由含む）を開示してい
る企業

（n = 113 社）

37% 
42

図表8　ビジネスモデルを開示している企業

42% 
59

（n = 142 社）
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これを参考に関連する資本を列挙するだけのものもありました
が、13社については、6つの資本について詳細な説明まで行わ
れていました。
情報の結合性は統合報告書の完成度を高めるうえで鍵とな
る要素のうちの1つですが、結合性を強化するためには、まず
価値創造要因である資本を具体的に特定し、他の要素との相
互依存、相互関連性に関する仮説に基づいて価値創造の全体
像を論理的に組み立てたうえで、これを反映するよう統合報
告書の構成を工夫する必要があると考えられます。

3.	ビジネスモデルの長期的な見通し

ビジネスモデルを開示している59社のうち、長期的な見通
し（将来のビジネスモデル）について説明している会社はわず
か7社（12％）に過ぎませんでした（図表10参照）。変化の激し
い経営環境を前提とする場合、中長期的な価値創造ひいては
企業の持続可能性を説明するためには現在のビジネスモデル
を前提とした説明だけでは不十分であり、そのためIIRCフレー
ムワークでは、見通しについて、組織が直面するであろう課
題や不確実性が、ビジネスモデルや将来の実績に及ぼす潜在

的影響を説明することが、要求事項とされています。

Ⅳ 事例調査の結果	
リスク情報の開示

1.	リスク情報の開示

リスク情報の開示には、大別すると2つのパターンがあり	
ます。
1つ目は、サステナビリティ報告書やCSR報告書といった、
非財務情報を中心に取り扱う報告書におけるガバナンスやリ
スク管理に関する説明の一部として、具体的なリスクについて
まで言及するものです。2つ目は、財務情報を中心に取り扱っ
ている有価証券報告書における事業等のリスクと同様に、投
資者の判断に重要な影響を及ぼす事項として識別したリスク
について説明するものです。前者の場合は、全般的なリスク
管理体制について説明されるほか、コンプライアンス違反や
災害時における事業継続計画に関する問題としてリスクが考
察されるという傾向があります。一方、後者の場合は、投資
判断のための重要情報ということで、財務的な業績等に及ぼ
す影響を念頭に説明されています。
今回の調査では、リスク情報が重要であると考えているなら
ば、それは単独の項目として説明されるだろうという仮説に基
づき、リスク情報に関する独立のセクションを設けているかど
うかを調査しました。ただし、セクションが独立していても全
般的なリスク管理体制のみ説明しており、会社が識別した具
体的なリスクが説明されていない場合はリスク情報の開示に
はカウントしていません。この結果、調査対象142社のうち、
独立のセクションを設けているものは70社（49％）でした（図
表11参照）。事業等のリスクは、有価証券報告書においてはす
でに開示されている情報ですが、統合報告書においてはおお
よそ半数の会社が開示していないという状況です。

図表9　ビジネスモデルと資本の関係性

41
24

% 

（n = 59 社）

十分に説明されている 
22%（13社）
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図表10　ビジネスモデルの長期的な見通し
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図表11　 リスク情報に関して独立のセクションを設けて
いる企業
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2.	リスク開示情報の分量

リスク情報に割り当てられた頁数としては、2頁以内が51社
（73％）、3頁から4頁が14社（20％）、5頁以上にわたり詳細な
説明を行っているものは5社（7％）ありました（図表12参照）。
しかし、リスク情報を開示している場合でも、一般化された
どこの会社にも当てはまる記載に留まる報告書が一定の割合
で存在していました。このような紋切り型の簡素な記載のみ
では、情報の質量の両面で十分な説明とは言えないと思われ	
ます。
筆者が知る限り、どこの会社でも重要なリスクとその対処に
ついては相当の時間をかけて議論が行われ、かつリスクへの
対処も適切になされていますが、そのような内部の努力と比
較すれば、外部に開示されている情報はほとんど無いに等し
いと言えるかもしれません。
しかし、この点において投資家は、自らが設定する将来
キャッシュ・フロー予測の前提条件について重要な影響をおよ
ぼすリスクを網羅的に把握するとともに、それらのリスクが発
現する程度と発現した場合の影響を理解することに高い関心
があると考えられるため、価値創造能力に関連する重要なリ
スクを特定して経営者の考えるその潜在的影響と対処方針を
説明するとともに、リスクが適切に管理されていることをデー
タで示すことができれば、投資家の主観的な予測に確信を与
え、ひいては、埋もれていた株主価値を掘り起こすことにつな
がると期待されます。

3.	開示されているリスクの個数

開示されているリスクの個数は、最も少ない会社で4個、最
も多い会社では27個であり、平均すると11個が開示されてい
ます（図表13参照）。組織の置かれた状況や事業の複雑性によ
り、重要と認識するリスクの数も相当程度異なると考えられま

すが、一方で、あまりにも数が多いと簡潔性が損なわれ、ま
た、本当に重要なリスクはどれかが不明瞭になると考えられま
す。そのため、重要性に関する考え方を併せて説明するよう
な工夫も必要になると考えられます。
また、開示されているリスクは、おおよそ株主価値との関連
性が高いものが選定されていましたが、潜在的影響や管理方
針および管理状況を具体的に説明している会社は少数でした。
そのため、優れた開示例に倣い、リスク評価に関する開示を
充実させていくことが、今後の課題になると考えられます。
なお、金融機関では、信用リスク、市場リスク、流動性リス
ク、オペレーショナルリスクを共通的にリスクとして認識して
おり、Asset	Liability	Management（金融上のリスク管理手法
の１つ）の観点から定量的にリスク評価が行われているという
特徴があります。

Ⅴ 事例調査の結果　非財務KPI の開示

1.	開示KPIの個数と属性

KPIについては、統合報告書の複数のセクションで実に様々
なKPIが開示されています。しかし、重要なKPIに限定する目
的で、今回の調査は統合報告書の冒頭または巻末にハイライ
ト情報として要約記載されている指標を調査対象としました。
調査対象会社142社のうち、ハイライト情報を開示している
会社は134社（94％）ですが、開示しているKPI（財務KPIを含
む）の数は、図表14のとおりとなっています。大半の会社がか
なりの数のKPIを開示しているようにも思われますが、その内
訳を関連する資本の種別ごとにみていくと、これらのうちの4
分の3は財務KPIであることがわかります（図表15参照）。つ
まり、非財務KPIの開示は、まだまだ少なく、今後、拡充する
ことが期待されます。

図表12　リスク情報セクションの頁数

（n = 70 社）
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図表13　開示されているリスクの個数
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2.	代表的なKPI

調査に際しては、IIRCフレームワークにおける資本の分類
を参考に、開示されているKPIを6つに分類しました。資本ご
との開示項目Top3は、図表16のとおりです。
財務資本については馴染みのあるKPIが多く開示されてい
るため、特に興味深い調査結果は得られませんでした。また、
自己資本利益率（ROE）、1株当たり配当金、1株当たり純利益
といった投資判断における重要指標は開示率も高くなっていま
した。財務KPIについては、十分な開示が行われており、今
後は、目標や見通しといった将来情報をどのように開示してい

くかということが課題になると考えられます。
一方で非財務KPIの中では、相対的に人的資本と自然資本
の開示が充実しています（図表15参照）。ただし、従業員数は
絶対数ではなく、価値創造に必要なスキルを備えた人財とい
う観点が重要であり、特定の職種など属性に関する情報も併
せて提供することにより、情報の価値が高まると考えられま

図表14　開示されているKPIの個数

（n = 142 社）
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図表15　資本別のKPI開示比率
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図表16　資本別の開示KPI　Top3
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す。その意味で、女性や海外従業員の比率を開示している会
社はより付加価値の高い情報を提供していると言えます。さら
に、今回の調査では、これらを会社の使命や戦略と紐付くKPI
として開示している会社があり、戦略の遂行状況の説明とし
て大変説得力のある事例だと言えます。
また、自然資本については、CO2排出量、廃棄物総量、エ
ネルギー消費量がKPIの御三家です。中でもCO2排出量の開
示比率が高いのは、国際的にも重要課題としての認知が進み、
企業の社会的使命として共通認識ができている証左であり、
各社が長年にわたりCSR活動を実践してきたことの成果であ
ると考えられます（図表16参照）。
社会的資本については、これまであまり馴染みのない概念
ということもあり、現時点ではKPIも確立されておらず、また、
KPIと価値創造との関連性も明確ではありません。しかし、知
識経済社会では社会資本が重要な価値創造要因であることは
間違いないため、今後、実務の進展が期待される領域ではな
いかと考えられます。

Ⅵ おわりに

今回の調査は約10名のプロフェッショナルが6ヵ月にわた
り、様々な分析を行ったものであり、本稿でご紹介した事項の
ほかにも興味深い発見がありました。それらのご紹介は機会
を改めるとして、全般的な感想としては、調査を通じて、統
合報告書の普及が着実に進んでいるということを実感しまし
た。また、部分的にではありますが、内容面でもたいへん優
れた事例も多く存在することがわかりました。一方で、統合報
告書に取り組む先進的な会社の報告書においても、最小限の
制度対応や他社動向への同調といった動機により、報告内容
が決定されているであろうことが推察される例もありました。
このように、統合報告書の内容が会社により、質量の両面
において大きな差があるのは、統合報告書が組織による長期
的な価値創造の全体像を包括的に説明することを目的として
いることに起因すると考えられます。すなわち、ガバナンスや
社会関係資本といった抽象的な概念を取り扱うこと、将来志
向情報を提供しようとする場合に不確実性に対する経営者の
判断について説明が求められること、組織の事業活動自体の
複雑性を反映していること、といった要因が大きく影響してい
ると考えられます。確かに統合報告のテーマは難解です。
しかし、KPMGは、流動的な経営環境において持続的に事
業活動を行っていくためには、財務機能の高度化を実現し、
戦略的な経営判断を行ううえで信頼できるインテリジェンスを
提供することができなければならず、そのような仕組みを構築
できた企業だけが持続的に競争優位を保つことができると考
えています。
今回の調査においても、優れた統合報告を行っている高業

績企業の例が多くみられましたが、いずれも長年にわたり、統
合報告を実践し、企業価値の向上に取り組まれてきたと思わ
れます。本調査結果が、読者の皆様が統合報告を深化させる
一助となれば幸いです。
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労働生産性向上のアプローチと	
人材マネジメントのあり方
KPMGコンサルティング株式会社

ディレクター　寺﨑　文勝

2012年の日本の労働生産性（就業者1人当たり名目付加価値）は、71,619ドル	
（購買力平価換算）で、OECD加盟 34ヵ国中21位と低迷しています。特に、ホ
ワイトカラーの労働生産性の低さが問題視されており、企業は生産性向上に向
けた取組みを行っているものの大幅な改善に至っていない事例が散見されます。
本稿では、労働投入量の削減と付加価値増大の両側面において必要となるアプ
ローチを解説するとともに、労働の主体である人材マネジメントのあり方につ
いて述べています。
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
しておきます。

	

【ポイント】
◦		高度プロフェッショナル制の導入や裁量労働制・フレックスタイム制の適
用拡大といった労働時間管理だけで、労働生産性は大幅には改善しない。

◦		業務効率化施策を中心とした投入労働量の削減だけではなく、イノベー
ション等による付加価値創出や付加価値増大こそがホワイトカラーの労働
生産性向上のカギとなる。

◦		効率性が求められる業務と付加価値貢献度が高い業務を切り分けて、それ
ぞれに適したマネジメントを行うことが重要である。

Ⅰ 労働生産性とホワイトカラー	
エグゼンプション

一般的に日本企業においては、工場など生産現場のブルー
カラーと比較してホワイトカラーの労働生産性の低さが指摘
されています。

労働生産性（Labor	Productivity）とは、投入した労働量（人
的資源）に対してどれだけ付加価値を産み出したかによって算
出されます（図表1参照）。したがって、労働生産性を高める
ということは、より少ない人的資源でより多くの付加価値を産
み出すということになり、労働生産性の向上は売上高利益率
の向上に寄与することになります。

	 	 寺
て ら さ き

﨑　文
ふみ か つ

勝
KPMG コンサルティング株式会社

ディレクター

図表1　労働生産性算出式

労働生産性＝
付加価値総額 付加価値総額

労働者数（FTE※）
労働生産性＝

総労働時間
または

※ FTE（Full-Time Equivalent）とは、1 人の常用労働者が処理することので
きる仕事量のこと。

【例】 常勤労働者の勤務時間が週 40 時間の場合、週 20 時間勤務の短時間
労働者 4 名は 2.0 FTE に相当する。
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ところが、多くの企業でホワイトカラーの働き方についての
取組みがなされているにもかかわらず、労働生産性の大幅な
改善に至っていないことが多いように思われます。
平成24年経済センサス（総務省・経済産業省2014年2月26
日改訂）によると、全産業の付加価値の合計額、およそ244兆
6670億円のうち、第三次産業が占める割合が70.1%となって
いることからも、生産職や技能職といったブルーカラー以外の
職種について労働生産性を向上させることが日本経済におい
ても重要な課題であることがわかります。
これを受けて、厚生労働省	労働政策審議会	労働条件分科会
が2015年2月13日に取りまとめた報告案（今後の労働時間法
制等の在り方について）において、ホワイトカラーの労働生産
性向上を後押しするための施策として、フレックスタイム制お
よび裁量労働制の見直しに加えて、特定高度専門業務・成果
型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設を提言してお
り、これらは第189回通常国会に労働基準法の改正法案として
提出・審議される見通しとなっています。
この制度はいわゆるホワイトカラーエグゼンプション（White	
Collar	Exemption：ホワイトカラー労働時間規制適用免除制度）
と呼ばれるものであり、一定の年収要件を満たし、職務の範
囲が明確で、高度な職業能力を有する労働者について、時間
外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の
支払義務などを適用除外とする制度です。
労働生産性を高めるための施策の1つに労働投入量の低減が
あり、ホワイトカラーエグゼンプションを適用すれば必要以上
の労働時間を投入するインセンティブが弱まり、結果として労
働投入量（労働時間）が削減できるということが期待されます。
ただし、ここで注意しなければいけないのは、ホワイトカ
ラーエグゼンプションによって残業代を削減することで労働分
配率（付加価値額に占める人件費の割合）を直接的に抑制する
ことはできても、労働時間自体を削減することにつながらなけ
れば、依然として労働生産性は改善されないということです。
もちろん労働分配率は経営において重要な管理指標なので
すが、労働生産性とは異なる指標として管理するものになりま
す。したがって、ホワイトカラーの労働生産性を改善・向上す
るためには、依然として労働時間管理以外のアプローチを検
討しなければならないのです。

Ⅱ 労働生産性向上のためのアプローチ

1.	投入労働量の低減

労働生産性を向上させるためのアプローチは2つあり、まず
は労働投入量を減らすことが考えられます。より少ないイン
プットで一定の付加価値を産出するために、設備投資や情報
システム投資を行うことにより人員削減や労働時間・時間外労

働を抑制・削減したりするアプローチであり、生産現場が高
い労働生産性を実現できているのはこれに拠る部分が大きい
とされています。もちろん、労働生産性が向上する代わりに資
本生産性（有形固定資産が産み出す付加価値の割合）が低下す
るということになるので、投資効果を見極める必要はあります
が、ホワイトカラーの仕事においても同様の効果が見込めるこ
とになります。
標準化可能な業務プロセスを情報システム化することで労
働投入量を大幅に減らす取組みはこれまでも行われてきたこ	
とですが、情報通信技術（ICT：Information	and	Communication	
Technology）の継続的な進化と低価格化により、新たな情報シ
ステム投資を行うことで更なる業務効率化を図ろうとする事例
が散見されるようになりました。
たとえば、ウェブ会議システムを導入することで参加者が会
議に出席するための移動時間や日程調整に費やす時間を削減
したり、デスクトップ仮想化技術（Desktop	Virtualization）を
活用することでセキュリティを確保しつつ自宅や出先でも会社
と同等のPC環境を構築したりすることなどが可能です。また、
これと並行して業務プロセスを見直すことで業務効率化を行
うことも効果的な取組みと言えるでしょう。
これを行うためのよく知られたフレームワークとして、ビジ
ネスプロセス・リエンジニアリング（BPR：Business	Process	
Re-engineering）があるのはご存じかと思います。
これは、企業活動や業務の流れ（ワークフロー）を分析し、
組織・職務・ワークフロー・マネジメントシステム・情報シス
テムを再設計することで業務プロセスの最適化を図ろうとする
ものですが、それにはまず対象となる業務をコア業務（付加価
値貢献度が高い業務）とノンコア業務（付加価値貢献度が低い
業務）に切り分ける必要があります。
たとえば、営業の仕事で提案書作成業務を付加価値貢献
度が高いコア業務とする一方で、受注処理業務は付加価値
貢献度が低いノンコア業務と定義するといった作業を行うの
です。これの作業には活動基準管理（ABM：Activity	Based	
Management）の手法を用いるのが効果的だとされています。
活動基準管理とは、活動単位に業務プロセスを分類して各々
のコストを算出する活動基準原価計算（ABC：Activity	Based	
Costing）に基づいて活動ごとに把握された原価情報などを活
用し、コストの視点から業務プロセスの見直しを図る手法で
す。活動単位の分析を通じて、付加価値貢献活動とそうでな
い活動が明確化されるということになるわけです。
次に、このようにして整理したコア業務・ノンコア業務に
おいて、それぞれ標準化できる業務と標準化ができないか難
しい業務とを分類します。これで業務分類は2×2の4パター
ンとなり、「ノンコア業務かつ標準化ができる業務」→「コア
業務かつ標準化ができる業務」といった優先度をつけて業務プ
ロセスの適正化に着手することになるわけです（図表2参照）。
ただし、標準化が難しいコア業務については業務プロセスの
見直しは慎重に行わなければならないでしょう。付加価値貢
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献度が高い業務は組織業績に与えるインパクトが大きいため、
業務プロセスの見直しが大幅な収益向上をもたらすこともあ
れば、その逆もあるからです。

なお、ノンコア業務かつ標準化できる業務については、シェ
アードサービス化（Shared	Service：事業ごとに重複して持
つ同様の業務プロセスを集約して効率化を図る手法）やビ
ジネスプロセスアウトソーシング（BPO：Business	Process	
Outsourcing）の検討俎上にのせることになります。基本的に
ノンコア業務はシェアードサービス化して別会社として切り出
すか、アウトソースした方が労働生産性は確実に向上すること
になりますが、最終的にはコストメリット等を総合的に判断し
て意思決定する必要があります。
また、改正高齢者雇用安定法が2013年より施行されたこと
により、本来はアウトソースすべき業務を高齢者雇用の受け
皿として残したり、すでにアウトソースした業務を再び取り込
む“インソーシング”を検討したりする事例も増えてきており、
問題がより複雑化していると言えるでしょう。
ここまで挙げてきた設備投資、BPR、シェアードサービス、
BPOといった取組みに加え、実際に業務を遂行する人材への
働きかけも当然ながら必要です。業務プロセスが最適化され、
設備投資等により効率的に働く環境が整ったとしても、その業
務プロセスを効率的に実行するために必要なスキルが十分な
ければ意味がないからです。つまり本来期待しうるアウトプッ
トを得るためには、業務プロセスを遂行する人材のスループッ
ト（単位時間当たりの処理能力）を改善・向上しなければなら
ないということです（図表3参照）。スループット改善のため
に、まずすべきことは、スキル研修を充実させることに尽きま
す。この研修は個別の業務プロセスに紐付いた具体的なスキ
ルや知識が習得できるものでなければなりませんし、加えて
陳腐化対策のために定期的に研修内容を見直す必要もあるで
しょう。

また、効率的に働こうという動機づけが弱ければ当然なが
らスループットも低くなります。意識改革を図るために、いわ
ゆる“ノー残業デー”を設定したり、夜間残業を禁止する代わ
りに早朝出勤を奨励したりするなどのキャンペーンを実施する
ことも考えられます。ここで重要なのは、意識改革は効率的に
働くための環境が整ったうえで実施しないと意味がないという
ことでしょう。
なお、意識改革だけでは行動変革（動機づけ）に結びつかな
いことも多々あるので「業務効率性」を人事評価基準に採用す
ることも検討するとよいかもしれません。効率よく働くことへ
の動機づけを強化するためには、適切なインセンティブとペナ
ルティを与えることは重要です。
ここまで説明したように、多くの企業において労働生産性向
上といえば、このようなインプット削減施策を採ることが一般
的だと思います。しかしながら、このアプローチが有効なの
は、インプット量とアウトプット量の相関関係が相対的に高く、
産出される付加価値に一定の限度があるブルーカラーの仕事
（主として生産工程職、輸送・機械運転職、建設・採掘職、運
搬・清掃・包装職等）やホワイトカラーでも反復定型業務であ
る点に注意が必要です。このアプローチだけでは、労働生産
性を高めるもう1つの視点である「付加価値増大」を実現する
ことができないからです。

2.	付加価値の増大・創出

ブルーカラーとは対照的に、ホワイトカラー（経営管理職、
企画職、技術職、研究開発職等）およびグレーカラー（グレー
カラーとは社会学上の分類であり、販売職、サービス職、保
安職等を指す）の業務はインプットと付加価値の相関関係が低
く、業務効率を上げることが必ずしも労働生産性の向上に直
結するとは限らないことから、投入量の低減とは異なるアプ
ローチをとる必要があります。
日本企業のホワイトカラーの労働生産性が低いのは、効率よ
く働いていないからだけではなく、ホワイトカラーが産み出す
付加価値が決して高いとは言えないことも一因となっているの
ではないでしょうか。

図表2　業務プロセス適正化の優先度

慎重に検討 優先順位「中」

労働生産性改善の
余地の見極め 優先順位「高」

付
加
価
値
貢
献
度

低

高

低

高

業務標準化可能性

図表3　スループット改善イメージ

Input 
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スループット改善
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Input 

期待どおりの
パフォーマンスと
なっている状態

スループットが
ボトルネックに
なっている状態

業務プロセス 能力・スキル パフォーマンス
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業務効率化により労働生産性を上げようとするアプローチは
高度経済成長時代の成功モデルである「キャッチアップ型」経
営においてより効果的なのであって、新興国から逆にキャッチ
アップされるようになったからには、付加価値創造に重きを置
いた「イノベーション型」経営に舵を切らなければならないと
いう指摘がされています。
これは、イノベーションが起きず、付加価値の低い商品や
サービスしか提供できないために価格競争をせざるを得ない
企業は、結果として労働生産性を上げることができないという
ことになります。
一般的にイノベーションは「新技術の発明」というイメージ
がありますが、その本質は、物事の「新結合」「新機軸」「新
しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」を創造する行
為であり、その結果として意味のある新しい価値が産み出さ
れることにあります。したがって、あらゆる業種や業務プロセ
スにおいてイノベーションは起きうることになるわけです。た
とえば、学校経営においてもプロダクト・イノベーション（新
しい商品やサービスを開発することによって競争優位を確立
するもの）が起きうるし、間接業務においてもプロセス・イノ
ベーション（プロセスの変革により競争優位を確立するイノ
ベーション）が起きうるということです。
そういうことであれば、ホワイトカラーの労働生産性向上に
おいて必要なのは、付加価値貢献が低い業務（ノンコア業務）
に対する労働投入量を削減したうえで、イノベーションを含む
付加価値貢献が高い業務に、より多くの労働量を投入すると
いうアプローチになります。
これを実践するためにはまず、組織・職種単位で業務分析

を行い、インプット量低減が効果的な業務と付加価値産出へ
の貢献度が高い業務を切り分けたうえで、前者については先
に述べた業務量適正化の取組みを、後者については付加価値
を産み出すために必要な人事マネジメント（人材採用・育成・
最適配置・動機づけ）を構築・運用することになります。
イノベーション型経営においては知的資産が持つ重要性が
極めて高いことから、知的資産を産み出すうえで必要となる
人的資本（Human	Capital）を最大化する人材マネジメントの
仕組みを構築しなければなりません。そのためには、経営ビ
ジョンや経営戦略を実現・実行するうえで重要な職務（Critical	
Positions）を特定し、その職務を有能に遂行しうる人材を確保・
育成・活用するための要員計画を策定・実行することが必要
なのです。	

Ⅲ 要員計画と人事マネジメント

1.	要員計画の策定

人事マネジメントとは、経営ビジョンの達成や事業計画の実
行のために行う人的資源（Human	Resources）のマネジメント
であり、経営ビジョンや事業計画に必要な人的資源を特定し、
それを滞りなく確保→開発→活用→代謝することが主要活動
となります。このうち「経営ビジョンや事業計画に必要な人的
資源を特定する」部分が、要員計画の策定にあたります。
要員計画は人事マネジメントにかかる諸施策を策定・実行

図表4　 経営ビジョン・事業計画と要員計画～人事マネジメントの関係図

質的ギャップ量的ギャップ

経営ビジョン

事業計画

人材要件

必要（目標）人員
to be

現有人員
as is

要員計画

人材開発

報酬制度

評価制度

採用・雇用施策
（インフロー）

代謝施策
（アウトフロー）

異動・配転
（インナーフロー） ギャップ
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するうえでの拠り所となるため、要員計画の「確からしさ」が
労働生産性を大きく左右すると言っても過言ではありません。
この確からしさとは、投入労働量（要員数）だけでなく、会社
の事業や機能に必要な要件（スキル・知識・経験など）を満た
す人材とはどのようなものかという質的な側面も担保されてい
るかということです。
要員計画は、事業計画を短期的・中長期的に遂行していく
うえで経営資源としての人材が最適配置されている「あるべき
状態」を設定し、現状とのギャップ分析を行い、ギャップを埋
めるための人材マネジメントに展開することを目的に策定・実
行されるものなのです（図表4、図表5参照）。

2.	人材要件の定義とマネジメントの方向性

要員計画の質的な側面を担保するためには、人材要件を定
義する必要があります。これは、職務記述書（Job	Description）
とも呼ばれているものであり、通常はポスト・職務毎に定義し
ます（ホワイトカラーエグゼンプションを導入する際には、職
務記述書で職務内容を規定することが一般的です）。
日本企業に浸透している職能資格制度では「階層毎」に職種
横断的な人材要件を定義することが一般的ですが、事業や職
種の特性を無視して普遍的・汎用的な人材要件を定義すると、

要員計画の質的側面での精度が落ちてしまうので注意が必要
です。
人材要件は職責（職務上の責任）と能力（職務遂行能力）
の2項目で定義するとよいでしょう。職責は、アカウンタビ
リティ（Accountability：結果責任）とレスポンシビリティ
（Responsibility：遂行責任）に大別され、第一義的には付加価
値増大・創出を求められる業務にはアカウンタビリティが、効
率的な働き方が求められる業務にはレスポンシビリティが求め
られます。
結果責任とは文字どおり結果に対する責任であり、通常は
RBM（Result	-	Based	Management：成果重視のマネジメント）
が適用され、プロセスマネジメントの対象とはなりません。そ
れに対して、遂行責任とは結果を出すためにすべきこと＝プロ
セスを遂行する責任であり、プロセス統制型のマネジメントを
行うのが一般的です。
日本企業で働くホワイトカラーの労働生産性が低い理由とし
て、日本企業にマイクロマネジメントを好む傾向があることが
挙げられています。
しかし、こまめに「報連相」を行わせることが業務効率を低
下させ、付加価値を産む業務に十分な時間が当てられないよ
うでは本末転倒になってしまいます。このようなことにならな
いためにも、職務毎に求められる責任のタイプを仕分け、そ

図表5　要員計画の策定と人材マネジメント施策への展開プロセス

経営ビジョンの確認

採用計画の実行
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れぞれに適したマネジメントを行うようにしなければなりませ
ん。そのためには、全社一律の評価・処遇制度や労働時間管
理のあり方を見直すことも検討するとよいでしょう。

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 コンサルティング株式会社
ディレクター　寺﨑　文勝
TEL: 03-3548-5550 （代表番号）
Fumikatsu.terasaki@jp.kpmg.com

実践 人事制度改革
今、解決すべき 14 の課題と対応実務

2015 年 2 月刊
【編】 労務行政研究所
【著】 寺﨑文勝（KPMGコンサルティ

ング）ほか
労務行政
312 頁　3,600円（税込）

グローバル化と労働人口の減少、超高齢化が進む中で、国内
の雇用環境も大きく変化しています。人口減少のインパクトを
軽減するため、人事制度のトータルな見直し、ワーク・ライフ・
バランス施策や働き方改革に関心が集まっています。
本書では、現状において人事担当者が知っておくべき人事課題
とその解決法、およびこれら課題を踏まえた制度見直し、再構
築を進めるうえでの実践ノウハウについて、可能な限りわかり
やすく解説しています。
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ビッグデータ利活用に潜むリスクへの対応
KPMGコンサルティング株式会社

シニアマネジャー　土方　宏治

企業が経営や業務にデータを活用することは昔から行われています。近年、利
活用されるデータは量・種類共に著しく増え「ビッグデータ」と呼ばれます。
このビッグデータの時代、業務へのデータの取り込みに過度に身構えると、新
たなリスクは増えないものの、今日ますます進展する情報技術の恩恵をとりこ
ぼし、事業の拡大や業務の効率化等の機会を見逃します。一方、世の中の動き
に煽られリスクに対する十分な検討と備えがないままに目の前のチャンスに飛
びつくと、顕在化したリスクに足元をすくわれ、場合によっては企業の存続を
危うくするかもしれません。本稿では、データの持つ可能性を積極的かつ最大
限に活かすために求められる、ビッグデータ利活用時における効率的・効果的
なリスク対策について考察します。
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】
◦		これまでもデータは経営や業務に活用されてきた。近年、その量と種類が
著しく増えた。

◦		ビッグデータの利活用を行う際は、ビッグデータ特有のリスクに着目する
必要がある。

◦		適切なリスク管理によって、ビッグデータの潜在力を企業の競争力に昇華
できる。

Ⅰ はじめに	～	「ビッグデータ」とは

「ビッグデータ」という用語は一見するとわかりやすい用語
で、さしたる根拠もなく理解できた気になります。一方で、関
連する書籍にあたると決まってビッグデータという言葉の定
義から始まることから、ビッグデータについての共通認識は

存在していないようです。本稿では、ビッグデータを「近年に
おける情報技術（IT）の著しい進歩により取り扱うことが可能
となった多種多量のデータ」と定義し、考察の対象とするリス
クを「近年における情報技術の著しい進歩により取り扱うこと
が可能となった多種多量のデータを、経営や業務に利活用す
る際に、何らかの事由により想定された目的が達成されない可
能性」と定義します。企業がデータを分析し、経営・業務に活
用することはビッグデータという用語が提唱される前から行わ
れており、かつてはDSS（Decision	Support	System：意思決定
支援システム）、EUC（End	User	Computing：エンドユーザコ
ンピューティング）、DWH（Data	Warehouse：データウェアハ
ウス）、BI（Business	Intelligence：ビジネスインテリジェンス）
等という流行語が唱えられていました（図表1参照）。「ビッグ
データ」の時代が過去と大きく相違する点は、従来に比して取
り扱われるデータの種類や量・発生頻度が増え、データが高
頻度で処理されるようになったことです。

	 	 土
ひ じ か た

方　宏
こ う じ

治
KPMG コンサルティング株式会社

シニアマネジャー

図表1　企業によるデータ利活用にまつわる流行語の歴史
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1	 	データの更なる先へ：データと分析（D&A）から得られる洞察を行動に結びつけるために（2014 年、KPMG）
	 http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/article/research-report/pages/insight-data-analytics-140408.aspx

Ⅱ 「守り」の要	～	リスク管理

どのようにデータからインサイト（新たな知見）を引き出し、
どのような形で経営や業務に取り込み、事業の拡大、業務の
効率化、経営リスク管理の高度化等を実現するか、これは、
企業の経営戦略であり、各企業の内外の状況と経営方針に応
じて判断していくことになります。KPMGが実施したアンケー
ト1によると、経営者の多くはデータのさらなる利用で得られ
るメリットが残されていると感じている一方で、データ分析に
対するシステム投資や経営への取り込み方の難しさに直面し
ています。
一方、ビッグデータの経営への利活用に伴って新たにリス
クが生じてきます。こちらも各企業の内外の状況と経営方針
に応じた適切な施策が求められます。一般的には、リスクを
洗い出し、許容度に応じた対応策を決め、必要な統制を整備・
実施します。以降、このビッグデータの利活用に伴って生じる
リスク管理について論じます（図表2参照）。

ビッグデータ特有のリスクの検討においては、ビッグデータ
の特徴を示す5V、すなわちVolume（多量）・Variety（多種）・
Velocity（高頻度・高速度のデータ発生・処理）・Veracity（低
精度のデータから得られる高精度の知見）・Value（価値への変
換）の切り口での、従来のデータからの変化点が鍵となります。
データが大きく複雑になり、それを処理するシステムと業務・
体制が変わるにつれてリスクが変わります。この変化点に着目
することで、ビッグデータ特有のリスクに効果的かつ効率的に
対応できます。

ビッグデータ特有のリスクについて、データを収集・加工す
る業務を例に具体的に考察します。データが少なければ自社
で管理することも容易です。データが売買や在庫管理など従
来の業務処理で使われる構造化可能なデータであれば、リレー
ショナルデータベース（RDB）等の情報技術を用いて社内のリ
ソースだけで対応できるでしょう。ところが、データ量が膨大

になってくると、管理に高度な知識や技術が必要となり、自
社での管理が難しくなることが増えてきます。また、ウェブサ
イトへのアクセスログやソーシャルメディアでのつぶやきなど
大量の非構造化データを処理の対象とする場合、Hadoop（ハ
ドゥープ）といった分散処理プラットフォームやNoSQL（ノー
エスキューエル）と呼ばれる新しい情報技術でデータを処理す
ることがあり、自社内だけでの対応が難しい可能性が出てき
ます。その結果、システムや業務の社外への依存度が高まり
ます。これが変化点です。この変化によって、委託先の複雑
化する業務の品質確保が難しくなり、また業務委託先に求め
る要件も厳しくなります。たとえば、データの保護体制は十分
か、今後も継続してサービスを提供できるか、今後の情報技
術の進歩についていけるかといった点であり、これらについて
確認するよう手順を見直すことがリスクの低減に有効です。

Ⅲ リスク対策

ビッグデータ特有のリスクを、データ（情報技術）との関連
の濃淡で二分します。データに直接関連するリスクは、直感
的にわかりやすいためリスクの洗い出しに漏れが生じにくく、
その対応も比較的実施しやすいといえます。一方、データに
直接の関連がないリスクは、それが顕在化するまでは気付き
にくいため、企業経営という一段高い視点から俯瞰するように
します。後者は、対応策が変革管理やプロジェクト管理など
多岐に渡り、企業の総合力が問われることにご留意ください。
以下、企業で想定されるリスクとその対応策を挙げます（図表
3参照）。

1.	データ（情報技術）に直接関連するリスクと対策案

（1） データの高度化①
リスク データ処理業務に対する外部委託先の管理不足

背景 データ作成や分析等といった業務の複雑化や、データ量の
増加による外部への業務委託の増加

懸念 ■  委託業務が複雑化し委託先の業務の品質確保が不十分
となる恐れ

■  その結果、個人情報等の営業機密が漏洩する恐れ

図表3　ビッグデータ利活用による変化点（例）

人や業務に
関連するリスク

データ（情報技術）に
直接関連するリスク

・判断の根拠
・業務の専門性
・システム開発

・データの高度化
・匿名性
・導出する知見

図表2　ビッグデータ利活用時のリスク管理の考え方

ビッグデータ利活用

リスク管理経営戦略

データの積極活用に
伴って生じる
リスクへの対応

事業拡大や業務の
効率化等を意図した
データの積極活用

ビッグデータ利活用に潜むリスクへの対応
KPMGコンサルティング株式会社

シニアマネジャー　土方　宏治

企業が経営や業務にデータを活用することは昔から行われています。近年、利
活用されるデータは量・種類共に著しく増え「ビッグデータ」と呼ばれます。
このビッグデータの時代、業務へのデータの取り込みに過度に身構えると、新
たなリスクは増えないものの、今日ますます進展する情報技術の恩恵をとりこ
ぼし、事業の拡大や業務の効率化等の機会を見逃します。一方、世の中の動き
に煽られリスクに対する十分な検討と備えがないままに目の前のチャンスに飛
びつくと、顕在化したリスクに足元をすくわれ、場合によっては企業の存続を
危うくするかもしれません。本稿では、データの持つ可能性を積極的かつ最大
限に活かすために求められる、ビッグデータ利活用時における効率的・効果的
なリスク対策について考察します。
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】
◦		これまでもデータは経営や業務に活用されてきた。近年、その量と種類が
著しく増えた。

◦		ビッグデータの利活用を行う際は、ビッグデータ特有のリスクに着目する
必要がある。

◦		適切なリスク管理によって、ビッグデータの潜在力を企業の競争力に昇華
できる。
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対応策 ■  外部委託先の選定基準の見直し・厳格化
■  委託業務の執行状況のモニタリング強化や日々の業務

監査の実施

（2） データの高度化②
リスク 法規制の未整備による人権侵害と機会損失

背景 プライバシー意識の高まりや情報技術の発達により、保護
すべき個人情報の範囲が広がっているが、対応する法規制
が未整備

懸念 ■  個人の権利利益を侵害する恐れ
■  個人データの利活用が萎縮し、事業機会を逸する恐れ

対応策 ■  プライバシー保護方針の見直し
■  法規制の改正動向の事前把握・対応
  たとえば、一定のプライバシーを確保しながらもデータ

の積極的な利活用による新しいビジネスの創造や産業の
育成を目指し、匿名処理を施して個人を特定できないよ
うにすれば、データ利用に関する当人からの承諾を不要
とする動きがある

■  データ（プライバシーデータ）利用に関する許諾手続の
見直し

  「オプトアウト」（許諾されなかった場合のみデータを利
用しない）から「オプトイン」（許諾された場合のみデー
タを利用）への許諾手続の変更や、データ利用に関す
る通知においてウェブサイトでの掲示から当人への直接
連絡への変更等、許諾手続を適時適切に見直す

（3） 匿名性
リスク データの組み合わせによる意図しない個人の特定

背景 現在の個人情報保護法の観点では、匿名処理を施した位
置情報や購買履歴に特別な配慮が求められていない。しか
し、SNS 等で公開された別の匿名情報と組み合わせ、最
新の情報技術で分析することで、個人を特定できるように
なってきている

懸念 匿名の位置情報や購買履歴の流通によって、合法であって
も企業倫理が問われる恐れ

対応策 ■  法の定めよりも幅広く個人情報を認識
  法規制の改定動向を把握し遅滞なく対応することに加

え、法の定めよりも幅広く利用者の視点で個人情報を捉
える

■  適時適切なプライバシー保護方針の見直し

（4） 導出する知見
リスク 分析結果（導出された相関関係）の誤り

背景 
（例）

①  ネット通販：人を介在させ
ず購買の履歴や傾向から
機械的に推奨販売商品を
選択・提示する仕組みの
増加

②  新型保険：顧客属性と病
気・怪我・事故等の相関
に基づくリスク細分型保
険や実走行データに基づ
く自動車保険等、データ
分析結果に則り価格が決
まる商品やサービスの出
現

懸念 ①  不適切な推奨品の提示に
よる販売の機会の損失

②  価格の算定誤り

対応策 ■  一定の誤りを想定したうえでの事業推進の見極め
■  自動算出された相関関係の検証の強化
■  相関関係の算出過程の監査
■  相関関係の算出の正当性に関する外部機関による保証

取得

2.	人や業務に関連するリスクと対策案

（1） 判断の根拠
リスク 既存業務へのこだわりによる業務改革遅延

背景 業務上の判断の根拠が、ベテランの知見からデータに内在
する知見へ変わることに対する従業員の抵抗感

懸念 データ分析による新たな知識や洞察が業務に活かされない

対応策 ■  従業員の意識改革 
  業務担当者から新しい手順に対する懸念や不安を取り除

いたうえで、とにかく一度やってみるという環境・風土を
築く

■  データ分析結果利用による成功体験の共有
  課題が明確で、成果が出やすく確認しやすい業務で試

行し、成功体験を積み重ね、横展開する

（2） 業務の専門性
リスク 事業の核となる業務の空洞化

背景 データ作成や分析等といった業務の複雑化による、外部へ
の業務委託の増加

懸念 市場での競争優位の基盤となる業務を外部に委託すること
による、自社の競争力の失墜や過度の外部依存の恐れ

対応策 ■  水平分業戦略の立案
  他社との協業を前提とし、資本提携も視野に入れて、外

部に委託する領域と自社で抱える領域を適切に定義する

（3） システム開発①
リスク プロジェクトの失敗

背景 システムに必要なデータや機能が設計段階に明確に定まっ
ておらず、開発段階での試行錯誤の過程で処理内容が確
定

懸念 システム利用者の求める機能を新システムが実現できず、
新システムに移行できない、あるいは十分な成果を発揮で
きない恐れ

対応策 ■  企画構想段階から本番稼働までのシステム利用部門の
十分な参画

  企画構想段階から企画やマーケティングなどシステムの
利用部門が参画し、その意見を十分に汲み取る

  開発中に具体化する要件を柔軟かつ迅速に反映するた
め、システム利用者による操作性や画面イメージの確認
工程を確保する

  全体の工程はウォーターフォールモデルであっても、部分
的にスパイラルモデルを取り入れる

■  経営者の参画や強い意志の表明（コミットメント）
  関与する部門が多くなる場合は経営者がプロジェクトの

成功に向けてリーダーシップを発揮する
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（4） システム開発②
リスク プロジェクトの失敗

背景 データから知見を抽出する「情報系」システムの場合、シス
テムで達成すべき目標設定や導入後の効果測定が困難

懸念 ■  新規や追加での投資判断を誤る恐れ 
■  ソフトウェアやデータ分析ツールの導入そのものを目的

とする恐れ 
  目標が不明確なままプロジェクトを開始して、新システム

による業務改革を目的とせず、本来は手段であるはずの
新システムの導入自体を目的とする（プロジェクトをフェー
ズに分割し、初期フェーズの目的を「システム導入」に
限定し、投資の回収を次期フェーズに先送りする、等）

対応策 ■  業務改革目標の事前設定と関係者による合意形成
■  効果測定指標の事前設定と関係者による合意形成

Ⅳ 今後に向けて

図表4は、企業の成熟度（データの活用度）と競争力の関係
を表したものです。ビッグデータ活用に着手したばかりの企業
は、グラフ左下の原点から少し右上に進んだところにあり、現
在、一部の先進的な企業を除き、多くはこの状態にあると想
定されます。

行先は3つの道に分かれます。1つ目はもう少しその場に留
まる、あるいは、ゆっくりと右上へ進む道です。これは、慎重
になるあまりに、ビッグデータを経営や業務に積極的には活用

しないことを意味します。この場合対処すべきリスクは増えま
せんが、企業の競争力も高まらず、相対的に競合他社に後れ
を取ることになるかもしれません。2つ目は猪突猛進して、世
の中の動きに煽られてリスクに対する十分な備えがないままに
眼前のチャンスに飛びつく道です。これをグラフの破線で表し
ています。本来であればデータの活用が進むと競争力が増し
ていきますが、次第に増えるリスクがその効果を打ち消してい
く、つまりマイナスに振れる可能性が大きくなって競争力の期
待値が伸び悩む様子を示しています。3つ目の道は、グラフの
実線で図示したもので、リスクを適切に管理することで、ビッ
グデータの持つ潜在力を最大限に引き出すことができます。
前項で紹介したリスクは、KPMGの知見を元に整理したも
のです。各社に当てはまらないリスクについては、発生の可能
性が小さい、あるいは、すでに各社で適切な管理が行われて
いると考えられます。ビッグデータの時代への備えができてい
ますので、グラフの実線の上をこのまま突き進んでください。
もしそうでなければ、事業に内在するリスクを評価し管理す
る際、近年の情報技術の著しい発展やそれに伴う利用者と法
規制の動向に対し、注意が足りない恐れがあります。そうした
変化が事業に与える影響について予測・対応をせず、リスク
の評価や対処を従来の取組みの単純な延長で十分だと安易に
判断してしまうと、リスクへの対応に大きな抜け漏れが生じる
ことになりかねません。
今日、最も注意を払うべきは個人情報の保護です。今は個
人情報保護法で定められた個人情報を法に則して適切に取り
扱っている企業でも、他社との競争で優位に立つために利用

図表4　企業の成熟度（データ活用度）と競争力の関係

現在

将来

優

劣

競争力

成熟度（データ活用度）

リスクの適切な管理で
ビッグデータの潜在力を
最大限に引き出す

低 高

残余リスク

実際の競争力潜在的な競争力
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するデータの種類を増やすことにより、気付かぬうちにパーソ
ナルデータと呼ばれる新たなリスク要因を抱え込んでいること
もあり得ます。こうしたリスクに正しく対処するために、情報
システム部門の役割を見直して、最新の情報技術に加え関連
規制を継続的に調査し自社の取り組みに反映させる機能を持
たせることも一案です。
データの持つ可能性を積極的に活かすか否か。そのリスク
を適切に取り扱うことができるのか。本稿が、貴社のビッグ
データの価値を最大限に利活用する一助となれば幸いです。

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 コンサルティング株式会社
シニアマネジャー　土方　宏治
TEL: 03-3548-5305 （代表番号）
koji.hijikata@jp.kpmg.com
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企業価値最大化のための	
戦略的事業ポートフォリオの構築
株式会社KPMG	FAS

パートナー　中西　宏

日本企業における戦略的事業ポートフォリオ構築のための課題として、①あい
まいな事業ドメインの設定、②不十分な経営管理システム、③非合理的なマネ
ジメントレベルでの意思決定プロセス、④トップマネジメントに対するガバナ
ンスとインセンティブといった点が考えられますが、特に②と④は、早急に解
決しなければならない課題です。
事業別の損益管理に加え、投下資本についても事業別に把握し、投資収益の代
表的な評価指標であるEconomic	Profit（経済利益、以下「EP」という）を事業別
にモニターする経営管理システムを構築することで、トップマネジメントの意
思決定をサポートすること、および、企業価値最大化に向けて、トップマネジ
メントが積極的にリスクを取って意思決定することを促進するようなインセン
ティブ制度とガバナンス体制を設計することが、企業価値最大化のための戦略
的事業ポートフォリオの構築を進める上での重要な前提条件と言えます。
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】
◦		「どの事業に優先的に経営資源を配分するか」だけでなく、「どの事業に投
資をすれば企業価値が向上するか」という観点も合わせて事業ポートフォ
リオを構築する必要がある。

◦		EPを事業別に把握するための経営管理システムに加え、トップマネジメ
ントによるリスクテイクを後押しするようなインセンティブ制度とガバナ
ンス体制を構築することが必要である。

	 	 中
な か に し

西　宏
ひろし

株式会社 KPMG FAS
パートナー
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Ⅰ 事業ポートフォリオマネジメントとは

一般的に、事業ポートフォリオマネジメントとは、自社が展
開する複数の事業群の構成を最適化することにより、事業群
総体としての収益性を改善し、企業価値の最大化を達成する
ための経営管理手法です。「企業価値の最大化」という最終目
的の観点からは、各事業のキャッシュ創出力、必要投資額お
よび事業リスクの3点を検討し、「経営資源の適正配分」と「投
資効率の向上」の2つを同時に達成することが志向されます。

1.	事業ポートフォリオマネジメントにまつわる一般論

（1） 事業ドメインの決定
事業ポートフォリオマネジメントの出発点として、最初に、
自社はどの領域で事業を行うのか、すなわち事業ドメインを
決定する必要があります。「提供する製品やサービス」、「顧客
ターゲット」、「保有する技術やノウハウ」あるいは「提供する
機能・価値」といった観点から、企業として活動するべき事業
ドメインを定義することが一般的ですが、自社のコア・コンピ
タンスに裏打ちされたものであることが重要と言えます。

（2） 資源配分の決定
次に、それぞれの事業ドメインに対する経営資源の配分に
係る優先順位を決定します。この際によく利用されるツールと
して、「BCGモデル」と「GEモデル」が有名です。

① BCGモデル
1970年代に、ボストン・コンサルティング・グループが提
唱したモデルとして有名です。このモデルでは、「市場成長率
（＝資金投下の必要性）」と「相対マーケットシェア（＝キャッ
シュ創出力）」を軸とし、円の大きさを売上高として、自社が
展開する複数の事業ドメインをマッピングし、それぞれに対す
る経営資源の配分を戦略的に決定するためのツールとして利
用します。「市場成長率」、「マーケットシェア」、「売上高」と
いった、比較的計測しやすい定量データを基礎とするモデル
であるため、客観的でわかりやすい半面、各事業ドメインに関
する定性的な特質が反映されないという欠点が指摘されてい
ます（図表1参照）。

② GEモデル
これに対し、ゼネラル・エレクトリック社とマッキンゼー&
カンパニー社が開発したモデルでは、各事業ドメインを「業
界の魅力度」と「競争上の地位」を軸として3段階で評価する
ことで、各事業に対する経営資源の配分方針を決定していき
ます。GEモデルでは、「業界の魅力度」や「競争上の地位」と
いった、BCGモデルでは考慮されなかった各事業に関する定
性的な特徴を反映したうえで、経営資源の配分を決定するこ
とができるようになります（図表2参照）。

2.		企業価値向上のための事業ポートフォリオマネジメント

前述したBCGモデルやGEモデル（あるいはその他モデル）
といったツールを利用することで、「どの事業ドメインに対し
て優先的に資金を投下するか（あるいは投資を引き揚げるか）」
という課題は解決されますが、一方で、その投資が「企業価値
の向上につながるか」という課題は解決されません。すなわち、
「各事業ドメインに対していくら投資しているのか」、「各事業

図表１　BCGモデル
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ドメインからどれだけのキャッシュが創出されているのか」、
および ｢投資額に対するキャッシュリターンは株主の期待を超
えているか｣といった観点から、各事業ドメインを定量的に評
価することが必要となります。

（1） EPの概念 
EPとは、税引後営業利益から、株主配当などの資本コスト
を差し引いた利益として定義されます。すなわち、「事業資金
を提供する投資家が期待する投資利回り以上の税引後利益を
獲得しているかどうか」を示す指標であり、EPのプラスが大
きいほど企業価値の向上に貢献している事業と評価されます。
逆に、EPがマイナスの場合は企業価値を破壊している事業と
評価されます（図表3参照）。

（2） 企業価値向上のための投資意思決定
企業価値を向上させていくためには、EPが最大化されるよ
うな経営資源の配分を達成することが必要です。特にEPがマ
イナスの事業については、EPをプラスに転換させるような投

資を行うのか、あるいは既存の投資を引き揚げて、より多くの
EPが見込まれる事業へ投資するための原資とするのかについ
ての意思決定が必要となります（図表4参照）。

全社戦略の観点から特定された事業ドメインにおいて、より
多くのEPを創出するために、限られた経営資源の配分に関す
る意思決定を行うこと、かつ、そのために必要な事業資金を
調達することがマネジメントの役割であり、これらの活動の蓄
積によって、継続的に価値を生み出す企業となることが可能と
なると言えます。

Ⅱ なぜ教科書どおりにいかないのか

Iで述べたような事業ポートフォリオマネジメントに関する
考え方は、すでに何十年も前から議論され、その有効性や具
体的な成功事例についても多くのトップマネジメントに理解さ
れているところであり、M&A等を通じてより積極的な経営資
源の配分が行われるようになってきました。その一方で、多く
のトップマネジメントが、自社の取組みが株価に十分に反映さ
れない傾向に悩んでいるように思われます。1990年代のバブ
ル崩壊以降、日本企業の企業価値が長期間にわたり低迷して
いるのはなぜでしょうか。以下では、その原因について考察し
ます。

1.	事業ドメインの定義があいまいなのではないか

事業ポートフォリオマネジメントは事業ドメインの定義から
始まると述べましたが、この事業ドメインがあいまいなままで
設定されていたのでは、効果的なポートフォリオマネジメント
は期待できません。事業ドメインは、競合他社にはまねのでき
ない自社ならではの能力（＝コア・コンピタンス）に裏打ちさ
れたものとして設定される必要がありますが、特に日本企業で
は、総花経営とも言われるように、コア・コンピタンスと直接
的な関連性のない領域まで事業ドメインに含まれている傾向
があるように思います。
一方で、事業ドメインをあまりに限定的（硬直的）に設定す
ることにも問題があります。特に、顧客ニーズが短期間で変
化しやすい成熟市場において、「提供する製品やサービス」を
軸とする事業ドメインを設定してしまうと、長期的観点からの
投資は失敗する可能性が極めて高くなります。
ただ残念ながら、事業ドメインの定義が正しかったかどう
かは事後的にしか検証できないのが実情です。これまでにも、
事業ドメイン設定の巧拙による成功例や失敗例が多くの経営
書で紹介されてきましたが、トップマネジメントをリアルタイ
ムでサポートするものではありません。現実的には、トップマ
ネジメントのセンスとリーダーシップによるところとなります

図表4　EPによる投資意思決定の例
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が、そのうえで重要なことは、各事業ドメインにおいて自社が
成功しているのか、失敗しているのかを、客観的かつ継続的
に把握し、経営資源の配分に関する適切な意思決定をサポー
トするためのマネジメント体制を構築することではないかと考
えます。

2.		事業別の収益性と資本コストが客観的に把握されてい
ないのではないか

前項において、各事業ドメインにおける成功あるいは失敗
を、継続的かつ客観的に把握することが重要と述べました。
企業価値の向上が事業ポートフォリオマネジメントの目的であ
るとすれば、各事業ドメインにおいて、どれだけのEP（資本
コスト控除後の税引後営業利益）が発生しているのかが把握さ
れていなければなりません。
管理会計システムにより、営業利益については事業別に把
握されていることが一般的ですが、投資額（すなわちバランス
シート）と資本コストも含めて、統合されたシステムによって
事業別に管理されていることは稀ではないでしょうか。主要設
備等の長期性事業資産については事業別の区分が比較的容易
である一方、売掛金や買掛金といった運転資本を含む流動項
目を事業別に区分することは、実務的には困難なケースが多
くあります。また、グローバルに事業を展開している企業（あ
るいは事業）については、海外拠点も含めた連結ベースでの投
下資本と収益性の双方が事業別に把握されていなければなり
ませんが、親会社単体レベルでは事業別の投資採算を継続的
にモニタリングしているケースは見受けられるものの、海外拠
点等も含めた連結ベースでモニタリングしているケースは、非
常に大規模かつ複雑な管理会計システムを構築しなければな

らないことから、必ずしも多く見受けられるわけではありま	
せん。
一方で、上記のような課題を、持株会社化によってクリアし
ようとする動きもあります。一口に持株会社といっても、現実
的にはいろいろな形態がありますが、純粋持株会社の傘下に
事業子会社を設立し、それぞれの事業に必要な経営資源のす
べてを会社組織単位で帰属させることで、複雑な管理会計シ
ステムを構築することなく、一般的な財務会計の範囲内で各
事業と収益および投下資本との関係をより直接的に把握する
ことが可能になります。また特に、M&Aによる事業の多角化
やノンコア事業の整理を志向する場合にも、M&Aのプロセス
が単純化され、よりスピーディーなM&A戦略の実行が可能と
なるという効果も期待できます。

3.	マネジメントレベルでの意思決定システムは効果的か

企業における最終意思決定責任者は、「社長」や「CEO」とい
うタイトルを持つ個人であることは当然なのですが、その一方
で、自分の思いどおりに経営上の意思決定を行えていると感
じている日本企業の「社長」や「CEO」は、それほど多くはな
いのではないかと推察します。前任の社長が始めた事業や買
収を決断したグループ企業が不採算事業となっていても、そ
の前任者が会長や相談役として社内に残っていると、不採算
事業からの撤退や事業売却といった意思決定をタイムリーに
できないといった話はよく聞かれます。
近年では、多くの経営者が、株主に向けたメッセージとして

「ROE（自己資本利益率）重視の経営」を標榜するようになって
いますが、具体的な意思決定の場面では、社内の論理や人間
関係といった非経済的あるいは非合理的な論理が優先される

図表5　日米英CEO報酬比較（売上高1兆円以上の企業）
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ことが往々にしてあるのではないでしょうか。

4.		トップマネジメントに対するインセンティブとガバナ
ンスの仕組みは効果的か

以下に示すのは、日本、アメリカおよびイギリスにおいて、
売上高が1兆円を超える企業のCEOの年間報酬を比較したグ
ラフ（タワーズワトソン調べ）です。日本の名だたる大企業の
最高経営責任者の報酬は、米国における同等の企業の8分の1、
イギリス企業との比較においても4分の1という水準にあるこ
とがわかります。また絶対額以上に、業績連動ボーナスや株
式報酬等を中心とした、企業の利益や株価のパフォーマンス
に連動した報酬部分が少なく、これらと関連しない固定報酬
の割合が全体の報酬額の6割以上を構成している点は注目に値
します（図表5参照）。

日本企業では、これまで外部からトップマネジメントを招聘
することはほとんどなく、企業内部の人材から昇格したトップ
マネジメントは、仲間である一般従業員との連帯感を重視す
る傾向があり、一部のトップマネジメントだけが高額の報酬を
得ることに対して、心理的抵抗を感じることが、このような状
況を生み出しているひとつの要因と考えられます。
一方で、特にアメリカを中心とした大企業では、広範囲な業
務執行権を与えられたCEOが、M&A等を通じて、新たな経
営資源の獲得やダイナミックな事業の入れ替えを行い、会社
の業績を上げ、企業価値を向上させる（＝株価を上げる）こと
で高額報酬を手にするというインセンティブシステムが一般的
に構築されています。日本企業においても、オーナー経営者
のように、自らの意思決定が保有株式の評価に直結するよう
な仕組みのある企業では、M&A等のリスクを伴う経営上の意
思決定についても、大胆かつスピーディーに実施しているよう
に見受けられます。
一部の限られたトップマネジメントだけが高額な報酬を手に
することに対して多くの批判があることも事実ですが、企業価
値向上の観点から、トップマネジメントがリスクをとって大胆
な意思決定を行うことを間接的にサポートするようなインセン
ティブ構造を検討する必要があるのではないかと考えます。も
ちろん、その大前提として、社外取締役等を積極的に登用し、
トップマネジメントの人事権や報酬決定権を与えるなど、トッ
プマネジメントに対するガバナンスの体制を強化することが、
あわせて必要であることは言うまでもありません。

Ⅲ おわりに

事業ポートフォリオマネジメントについて、「企業価値の最
大化」という観点から考察しましたが、もちろん、企業の目的
は「企業価値の最大化」だけではないという意見も少なからず
あると思います。一方で、上場企業に対するガバナンス強化
の必要性が議論される中、これまで以上にROE等の株主価値
に直結する指標を重視した経営を目指す企業が増えているこ
とも事実です。このような取組みに対してより実効性を持たせ
るべく、企業内部のマネジメントシステムについても再考する
余地があるのではないでしょうか。

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。

株式会社 KPMG FAS
パートナー　中西　宏
TEL: 03-5218-8826
hiroshi.nakanishi@jp.kpmg.com

mailto:hiroshi.nakanishi@jp.kpmg.com
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着実なファイナンス・ガバナンスのための	
FGTソリューション
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　柿添　哲徳

アジア太平洋地域の経営幹部を対象とした調査 1によって、CEOがCFOに課
題を共有するパートナーとしての戦略的な対応を求めているにもかかわらず、
実際にはその要望に応えきれていないという現状が明らかになりました。CFO
は、企業価値増大のパートナーであると同時にファイナンス・ガバナンスを確
保するスチュワードシップを果たさなければなりません。
しかしながら、多くの企業では相応の投資をしているにもかかわらず、記帳か
ら報告までのR2R（Record	to	Report）プロセス全体に対してガバナンスが確
保されているとは言い難い状況であり、各種施策が遅れている印象を受けます。
様々な要因により、継続的な改善活動、および今後の役割として期待されてい
る高い成長性と企業価値の増大に寄与することが困難なCFOの方も少なくない
のではないでしょうか。
頻繁に発生する規制変更や各種ステークホルダからの報告タイミングの早期化
と多頻度化等、多種多様な理由が挙げられますが、ファイナンス・ガバナンス
を提供するソリューションや環境を十分に使いこなしていないことが主たる要
因だと考えます。
グローバルの他の地域の企業との差を縮め、企業価値を増大させる活動に注力
できる環境を整備することが望まれる日本企業にとって、KPMGが提唱するファ
イナンス・ガバナンス・テクノロジー（以下「FGT」という）の活用は、非常に
効果的だと考えられます。
本稿では、KPMGが行った調査結果について考察したうえで、CFOのスチュワー
ドシップをどのように実現するか、および着実なファイナンス・ガバナンスを
確保するためのFGTソリューションについて、ご紹介します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断
りいたします。

	

【ポイント】
◦		調査結果から、CFOの期待役割に対する認識と戦略的な取組み等において、
日本企業とその他地域の企業のCFOに意識の差があることが明らかに	
なった。

◦		元帳記帳から報告までの全体プロセス（R2R）にガバナンスが確保されて
いない。

◦		ファイナンス・ガバナンス・テクノロジー（FGT）はガバナンス確保に有
用である。

◦		企業の状況に応じた対応策を打つためにはCFO業務に有用な環境整備が
必要である。

	 	 柿
か き ぞ え

添　哲
あき の り

徳
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

1	 	「The	View	from	the	Top － CEOの高まる期待にCFOは応える準備ができていますか－」KPMGジャパン、2015 年 3 月	
http://www.kpmg.com/Jp/view-from-the-top



49

© 2015 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. 12 / May 2015

経営トピック⑤

着実なファイナンス・ガバナンスのための	
FGTソリューション
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　柿添　哲徳

アジア太平洋地域の経営幹部を対象とした調査 1によって、CEOがCFOに課
題を共有するパートナーとしての戦略的な対応を求めているにもかかわらず、
実際にはその要望に応えきれていないという現状が明らかになりました。CFO
は、企業価値増大のパートナーであると同時にファイナンス・ガバナンスを確
保するスチュワードシップを果たさなければなりません。
しかしながら、多くの企業では相応の投資をしているにもかかわらず、記帳か
ら報告までのR2R（Record	to	Report）プロセス全体に対してガバナンスが確
保されているとは言い難い状況であり、各種施策が遅れている印象を受けます。
様々な要因により、継続的な改善活動、および今後の役割として期待されてい
る高い成長性と企業価値の増大に寄与することが困難なCFOの方も少なくない
のではないでしょうか。
頻繁に発生する規制変更や各種ステークホルダからの報告タイミングの早期化
と多頻度化等、多種多様な理由が挙げられますが、ファイナンス・ガバナンス
を提供するソリューションや環境を十分に使いこなしていないことが主たる要
因だと考えます。
グローバルの他の地域の企業との差を縮め、企業価値を増大させる活動に注力
できる環境を整備することが望まれる日本企業にとって、KPMGが提唱するファ
イナンス・ガバナンス・テクノロジー（以下「FGT」という）の活用は、非常に
効果的だと考えられます。
本稿では、KPMGが行った調査結果について考察したうえで、CFOのスチュワー
ドシップをどのように実現するか、および着実なファイナンス・ガバナンスを
確保するためのFGTソリューションについて、ご紹介します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断
りいたします。

	

【ポイント】
◦		調査結果から、CFOの期待役割に対する認識と戦略的な取組み等において、
日本企業とその他地域の企業のCFOに意識の差があることが明らかに	
なった。

◦		元帳記帳から報告までの全体プロセス（R2R）にガバナンスが確保されて
いない。

◦		ファイナンス・ガバナンス・テクノロジー（FGT）はガバナンス確保に有
用である。

◦		企業の状況に応じた対応策を打つためにはCFO業務に有用な環境整備が
必要である。

Ⅰ CEOの期待にCFOは応えられているか

企業を取り巻くビジネスや規制の頻繁な変更の中で、CEO
はビジネスを拡大し、企業価値を継続的に高めることが求め
られています。ここでは、日本を含むアジア太平洋地域の企
業の経営幹部178名を対象とした調査（2014年9月～10月に
フォーブス・インサイトが実施）の結果から、CEOの期待に
CFOが応えられているかについて考察するとともに、アジア
太平洋地域全体の傾向と日本の特異性を解説します。

1.	アジア太平洋地域全体の調査結果

（1） CEOが抱える課題の共有と貢献
財務情報は計画や戦略策定の強力なツールとなります。
CEOはCFOがそれらの情報を十分に収集分析し、戦略的に
応用する事を期待しており、CEOの72％は、今後3年間で
CFOの役割の重要性が増すと予測しています。しかしながら、
32％のCEOはCFOが課題を共有するビジネスパートナーにな
れていないと考えています。

（2） CFOに最も必要な資質
企業全体を財務数値やプロセス的な視点で理解するのは
CFOに求められる資質ですが、成功するために必要かつ重
要な個人的資質として、「大局的な視点と戦略的アプローチ」
（49％）と「リーダーとしての資質」（39％）を重視しています。

（3） テクノロジーの重要性
従来のマニュアルによる帳簿からエクセルのスプレッドシー
ト、ERPの導入によるプロセスの自動化や分析機能の提供等、
テクノロジーはCFOの業務や役割に重要な影響を与えてきま
した。高業績企業CEOの63％は、今後も、テクノロジーが将
来の役割に最も大きい影響を及ぼすと考えています。

（4） 頻繁な規制変更への対応
CEOの43％は、厳格な規制環境への対応が、CFOが実施す
べき活動を妨げていると考えている反面、42％のCEOは競争
優位獲得の機会であると捉えています。

（5） 人材マネジメントの重要性
高業績企業のCEOの80％は、人材マネジメントが今後の
CFOの役割として非常に重要であると考えています。

2.	調査結果における日本企業の特異性

アジア太平洋地域全体178名のうち24名が日本のCEOです
が、彼らのCFOへの期待役割に対する認識と戦略的な取組み

等はアジア太平洋地域全体の結果と大きく異なります（図表1
参照）。

（1） CFOが企業価値に貢献できる領域
地域全体の結果としてはCFOが最も貢献できる領域は、「企
業業績・成長」（58％）であると考えているのに対して、日本
では、従来からCFOに期待されてきた「ガバナンス」、「効率
性・価値」が重視されており、「統制」と合わせると66%になっ
ています（図表1－Q1参照）。

（2） CFOの役割に影響を与える要素
地域全体の結果としては、「テクノロジー」（52％）、「リス
ク管理」（32％）、「ビッグデータ／アナリティクス」（30％）
が上位を占めるのに対して、日本では、「マネジメントの戦略
パートナーになること」（33％）、「ビッグデータ／アナリティ
クス」（33％）が上位を占めています（図表1－Q2参照）。

（3）  企業に戦略的価値をもたらすことができる 
CFOの取組み

地域全体の結果としては、財務データの分析をもとに「利益
率の向上」（66％）や「新規業務モデルの考案」（59％）と考え
ているのに対して、日本では「より集約的で連携性に優れ、標
準化されたグローバル財務経理機能の構築」（67％）を1番に
挙げています（図表1－Q3参照）。

Ⅱ CFOをとりまく企業環境変化と	
R2Rの現CFOの役割

今回の調査結果において、CFOには従来型の「ガバナンス」、
「効率性・価値」および「統制」を健全に遂行するスチュワード
シップ、およびビッグデータを最大限利用することによるビジ
ネスパフォーマンスを増大させるリーダーシップの両方が求め
られていることが明らかになりました。
CFOの意識や行為が必ずしもCEOを満足させるものではな
いとしても、各企業の置かれた状況を正しく認識し、限られた
経営資源を変革が必要な重要な領域に、最も効率的に投資す
ることがCEOとCFOの役務になります。
各種業務が実施された結果を会計事象として認識し、総勘
定元帳に記載し、単体の決算処理を実施し、多くの子会社の
決算時情報を収集し、連結し、それを内部および外部の必要
なステークホルダに正しい情報として提供する一連のプロセ
スを「Record	to	Report」（以下「R2R」という）と呼びます。
従来型のCFOのスチュワードシップは、このR2Rの中に適
切な統制ポイントを埋め込むことで、信頼に足るデータを取
集・配信し、内外のステークホルダに真実で公正な企業の状
況を知らせることでした。今後は、その真実性を担保したうえ
で、さらに、ビッグデータを活用できる環境を整備し、企業価
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値の向上をCEOと共に達成することが求められています。
本章では、CFOのスチュワードシップをどのように実現す
るかについて焦点をあてています。

1.	R2Rプロセスへの頻繁な変更要請

R2Rは、定期的にどのインダストリーセクターでも繰り返し
実施されていますが、依然として、関係当局への報告が遅れ、
信用失墜および株価の下落を招いてしまうようなケースも見受
けられます。このようなガバナンスの危機を引き起こす原因と
しては主に次の3つが挙げられます。

① 法律／規制／会計基準の変更
  各種基準の変更による情報要求が変わるために、情報要求に

合う各種データを収集し、加工した結果を報告するのに時間が
かかり、期日を守れない。

② 報告タイミングの早期化および多頻度化
  マーケットの不安定化によりボラティリティやリスク量が増えた

ために、当局や他のステークホルダからタイムリーで頻繁な報
告を求められる。

③ ビジネスリスク／会計基準／ＩＴの複雑化
  グローバルベースのアカウンティングハーモナイゼーションが失

敗したために、多国籍企業は各国で固有な会計基準（IFRS、
US-GAAP、J-GAAP）や規制の順守を求められる。

図表1　調査結果詳細データ －日本企業の特異性－

Q1　CFOが企業価値に貢献できる、または影響を及ぼすことができる最大のチャンスはどこにありますか？

Q2　CFOの今後の役割に大きな影響を与える要素は何ですか？

Q3　企業に戦略的価値をもたらすことができるCFOの取組みとは何ですか？
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【CFOの将来像】

全体 日本

全体 日本

全体 日本

企業業績・成長（M&A、事業提携、戦略、
人材マネジメント等）
ガバナンス（規制対応、取締役会の要請、
リスクおよびコンプライアンス等）
効率性・価値（コスト最適化、運転資金、
ソーシング）
統制（IT、内部監査等）
イノベーション（新製品・サービス、
新規市場、新規ビジネスモデル）

テクノロジー
リスク管理
ビッグデータ／アナリティクス
規制環境
マネジメントの戦略パートナーになること
経済状況

財務データ分析を、利益性の高い
成長実現のために活用する
財務データ分析を、新たな業務モデルの
考案のために活用する
予測能力を向上させる
規制環境から競争上の優位性を引き出す
より集約的で連携性に優れ、標準化された
グローバル財務経理機能を構築する
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2.	従来型アプローチによるR2R改善の限界

多くの企業は、R2Rプロセスを取りまく様々な環境の変化に
対応すべく、相応のＩＴ投資をしてきたにもかかわらず、課題
の解決に至っていません。
問題の核心は、BPM（Business	Performance	Management）
対応型のERPや特定ソリューションのパッケージ（連結パッ
ケージ等）や個人の生産性向上用のツールをマニュアルでつな
ぎ合わせて利用している点にあると考えられます。つまり、こ
のソリューションの提供形態は、ガバナンスを確保するために
必要なR2R全体をカバーするコラボレーション、コミュニケー
ションおよびコントロールの環境を提供できていないと言え	
ます。
特に、以下の点が主要な問題点として挙げられます。

■  分散処理システムからの様々なデータ収集方法の混在
■  関連するプロセスと統制ポイントの分離
■  システム統合とステータス報告の欠如
■  e メールと基礎的なワークフローによるコミュニケーション
■  複数のベンダーが提供するプラットフォーム間の連携の欠如
■  メタデータの管理方法およびデータ品質への疑念

これらにより、現状のR2Rは、多くの企業において、個人で
管理している数百～数千のスプレッドシートに基づき、様々な
作業・課題・リスクおよび状況報告（R2R）がなされていると
いう状態です。
そのため、CFOやグループのコントローラーは、全体のプ
ロセスを俯瞰できず、R2Rで進行中の重要な作業についても
状況を確認することができません。結果として、規制変更を
キャッチアップできずに対応が後手に回ったり、バックログの
処理に追われたりするなど、決算期にあってもプロセス改善
ができていない状況に陥ります。以下では、なぜ従来型のア
プローチでは解決できなかったのかを考察します。

（1） ERPベースのBPM環境
大規模ERPベースのBPM環境は多種多様な業務機能を備え
ているために、理論上、優位性があると思われますが、必ず
しも、すべてのビジネス環境に適用できるソリューションでは
ありません。多くの製品は、中核となるERPとの統合機能を
強調していますが、すべてがシームレスに統合できているわけ
ではありません。
企業構造が変わることが常態化している昨今では、企業買
収等の構造変化に伴い、大規模ERPベースのBPM環境には、
異質の個別の業務機能が組み込まれて運用されています。
理論的には、これらの環境は、シームレスな統合を経てメ
タデータが一貫して適用され、一貫したプロセスを提供する
はずですが、現実には、情報技術の機能不足等のため異なる
設計やアプリケーションの各パーツが混在することによって、

統合の効率性を阻害し、ユーザの生産性を妨げてしまってい	
ます。
近年では、それらの点は随分改善はされましたが、より根本
的な問題が残っています。それは、情報技術的なプロセスや
アプリケーションの連携および統合が強調される一方で、各
プロセスまたは各プロセス間の統制ポイントの全体プロセスを
カバーするR2R全体のプロセス管理についてはほとんど考慮
されていないという点です。
結果として、多くの製品は、あるプロセスの領域においてプ
ロセスの執行を実施する独立した機能を提供するだけであり、
R2R全体を通したスムーズなガバナンスを確保することはでき
ていません。

（2） ニッチベンダー製品の導入
グループ財務報告の圧倒的複雑さは、R2R全体プロセスを
構成する各サブプロセスの特定のニーズを満たすニッチなア
プリケーションを生み出しました。しかし、ニッチベンダーが
提供している連結システム、開示管理業務システムやXBRLへ
の変換ツールのような戦術的または特化したアプリケーション
は、非常に限られた一部のプロセスにのみ有用です。

（3） スプレッドシートの利用
エクセルのスプレッドシートは、ERPやニッチアプリケー
ションで埋めきれなかった領域に対応するために使われてい
ます。
勘定照合、仕訳登録、タスクリスト、コントロールチェック
リストが注意深く作り込まれているスプレッドシートを見るこ
とも珍しくありません。各々スプレッドシートは特定の目的に
は適したものですが、全体のプロセスを可視化すると言う観
点からは非常に使いにくいものになっています。

Ⅲ ガバナンスを確保したR2Rを	
提供するFGT

ガバナンスとは、R2Rプロセス全体を推進しかつ監督する原
則、活動および統制と定義できます。ガバナンスは、総勘定
元帳への記帳から始まり、決算締め処理、連結処理、勘定突
合、差異分析、当局報告および、コンプライアンスまでをカ
バーしなければなりません。
KPMGは、ガバナンスを確保したR2Rを実現するために
FGT（ファイナンス・ガバナンス・テクノロジー）の適用を提
案しています。FGTは従来型のアプローチでは、実現できな
かったガバナンスを確保したR2Rプロセスを継続的に改善する
統合的な基盤を提供します。
FGTは、4つの変革テーマと8つのコンポーネントで構成さ
れています（図表2参照）。
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1.	FGTの4つの変革テーマ

FGTは、相互に関連する4つの変革テーマから構成されてい
ます。

（1） 透明性
複数の管理階層にまたがって主要な締め処理活動を可視化
し、R2Rのプロセス全体にわたるボトルネックと必要な統制と
のギャップを特定するとともに能動的にモニタリングできるよ
うにします。

（2） プロセス統合化
各エンティティ間での標準化された一貫性のあるプロセスと
自動化による生産性の効率化を可能とします。

（3） ガバナンスと統制
マニュアルプロセスを削減することによるリスク軽減と品質
向上のための固有なシステム統制を達成します。

（4） リソース最適化
望ましいROIを実現するためのコスト削減、スタッフの生産
性の強化を実現し、取引処理業務から分析業務へのシフトを
可能にします。

2.	8つのコンポーネント

FGTは、R2Rプロセスを最適化する8つのコンポーネントか
ら構成されています。各々のコンポーネントは次のような機能
を提供します。

（1） 仕訳登録管理
	 ①		各仕訳は、作成、妥当性チェック後に電子的に承認プ

ロセスを経て、総勘定元帳に直接に転記されます。
	 ②		仕訳内容のサポート資料と承認を集中的に実施管理し

ます。

（2） 勘定照合
	 ①		貸借対照表勘定項目の突合の自動化と標準化を実現し

ます。
	 ②		可視性、モニタリングとレポーティングについての集中

管理レポジトリーを提供します。

（3） 連結会計管理
	 ①		個別の総勘定元帳と連結システムとの勘定変換を自動

化可能なモジュールを提供します。
	 ②		大局的な視点で連結調整仕訳を行うための情報を提供

することができます。

図表2　FGTの概念

≪4つの変革テーマ≫ ≪8つのコンポーネント≫

（1） 透明性
 Transparency

（1） 仕訳登録管理
 Journal Entry Manegement

（2） 勘定照合
 Account Reconciliations

（3） 連結会計管理
 Consolidation Management

（5） 差異分析
 Variance Analysis

（6） 取引照合とオペレーション照合
 Transaction Matching & 
 Operational Reconciliations

（7） 締め処理サイクルとタスク管理
 Close Cycle and 
 Task Management

（8） コンプライアンスと ERM
 Compliance & ERM

（4） 外部向け財務レポートと XBRL
 External Financial 
 Reporting & XBRL

（2） プロセス統合化
 Process Unification

（3） ガバナンスと統制
 Governance & Control

（4） リソース最適化
 Resource Optimization



53

© 2015 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. 12 / May 2015

経営トピック⑤

（4） 外部向け財務レポートとＸＢＲＬ
	 ①		対外報告レポートの作成とＸＢＲＬのタグ付けを自動的

に実現することができます。
	 ②		ワークフロー機能とタグ付け機能を介して、レポーティ

ングプロセスを効果的に管理することができます。
	 ③		開示の管理をサポートすることができます。

（5） 差異分析
	 ①		実績と予算、予測データに関する財務数値の実数や比

率によるルールベースの流動性分析を可能にします。
	 ②		分散して実施されているマニュアルベースの財務諸表分

析をなくすことを可能とします。

（6） 取引照合とオペレーション統合
	 ①		ルールベースの照合エンジンによって、様々なデータリ

ソースとの照合を可能にします。
	 ②		手動によるデータの突合せをなくし、例外管理へと作

業のシフトを可能にします。

（7） 締め処理サイクルとタスク管理
	 ①		決算締めに向けた反復的な活動と締め処理以外の活動

をともにトラッキングできるようにします。
	 ②		すべてのアクティビティをデータベース化することにより、

改善や変革するべき領域を特定することが可能になり
ます。

（8） コンプライアンスとＥＲＭ
	 ①		SOX2 や SOLⅡ3 等の各種コンプライアンスプログラム

に対応できる電子的なワークベンチを提供することがで
きます。

	 ②		集中管理された自動的な方法によってコンプライアンス
プログラムを効果的に管理することができます。

3.	8つのコンポーネントとR2Rプロセス

R2Rプロセスには様々なレイヤーがありますが、8つの機能
コンポーネントは、図表3に示す領域に適用することができ	
ます。

4.	FGTソリューションの導入

今までは、ソリューションを構成する個々のアプリケーショ
ンのシステム機能に制限されるとともに、ガバナンスも各々の
アプリケーションの影響を受けていました。
しかし、FGTソリューションでは、トップダウンのファイナ
ンス・ガバナンスの概念で、R2R全体のガバナンスにおける
課題、タスク、管理および状況報告のすべての機能を統一的
にカバーすることができます。さらに、プロセスを自動化する
だけではなく、課題管理、タスク管理、状況報告等を連携強
化することができます。
また、このソリューションは、様々な統制レベルや統制目

図表3　FGTの概念

処理
区分

主要
業務
処理

業務
補完
機能

業務処理

購買処理
会計締め処理

連結会計プロセス 外部レポート

定期レポート

内部レポート
仕訳登録管理
勘定照合
連結会計管理
外部向け財務レポートと
XBRL
差異分析
取引照合と
オペレーション照合
締め処理サイクルとタスク
管理
コンプライアンスとERM

非財務情報

販売処理

固定資産

給与計算

締処理～レポーティング処理

～締め処理 ～連結処理

ガバナンス・リスク

組織と従業員 （役割と責任）

業務処理方針と手順

情報システムテクノロジー

～レポーティング

凡例

②
⑥

②
⑤
⑦

①
②
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④
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2.	 	米国企業改革法（サーベンス・オクスリー法）：正式名称は「Public	Company	Accounting	Reform	and	Investor	Protection	Act	of	2002：上場企
業会計改革および投資家保護法」といい、監査制度、コーポレート・ガバナンスやディスクロージャーなどに関する抜本的な改革を行うことを目
的に、2002 年 7 月に制定された。

3.	 	ソルベンシー規制Ⅱ（経済価値ベースのソルベンシー規制）：保険会社の財務健全性を確保しリスク耐性を備えることで保険契約者の保護を図る
ことを主要な目的とする。
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的（SOX、SOLⅡ等）に応じて、R2Rのプロセスのどこにでも、
何個でも、タスク、課題、リスク、統制および状況報告機能
を埋め込むことができます。

Ⅳ FGT導入のメリット

単一の環境・基盤（ソリューション）でファイナンシャル・
ガバナンスのすべてのコンポーネントを提供することは、プロ
セスの透明化、ガバナンス、および、変革への対応の観点か
ら非常に有益です。

1.	プロセスの透明性

画一化されたデザインは、ダッシュボードから、1つの視点
で、R2R全体のガバナンスを俯瞰することを可能にしました。
これにより、R2Rプロセスのどのポイントでも、管理やプロ
セスの状況、たとえば、タスク、課題、未済の勘定照合、完
了パーセント等を個々に提供することができます。また、どの
業務作業が遅延しているかの現状とそれが与える後続プロセ
スへの影響も同時に、提供することができます。これにより、
プロセスの実態が見えてくることになります。

2.	プロセス進捗管理と人員の稼働管理

R2Rプロセスが分断される最大の要因は、一連の流れのなか
でプロセス管理ができなくなることです。なぜなら、R2Rプロ
セスは一連のプロセスのなかで1番遅いプロセスに引きずられ
てしまうからです。
統一された継ぎ目のない環境・基盤を提供するソリューショ
ンは、プロセスにおけるボトルネックをリアルタイムで可視化
するだけではなく、担当者が同時にR2Rプロセスの違う部分を
実行することを可能にします。
この透明性が確保されたことによって、管理者は、1つの
担当領域から別の担当領域に担当替えすることができるほか、
同一の領域でも担当者を変更することができます。各タスクの
担当替えを柔軟にすることにより、稼働負荷の山と谷を抑制
し、生産性を向上させることができます。
R2Rは、従来マニュアルで対処療法的に管理されている状
態から、継続的に環境変化に柔軟に対応できる状態への変革
が可能になります。

3.	ガバナンスのカルチャーの醸成

どれだけテクノロジーが優れていても、それのみでは、コン
プライアンスおよびコントロールが喪失されてしまうリスクを
なくすことはできません。定義が難しいため数量化はできませ
んが、カルチャーが、ガバナンスの様々な領域において、非
常に重要な役割を果たしていることは疑いの余地がありませ
ん。それは、不正の報告、会計記録の正確性、財務諸表の完
全性等の領域でも同様です。
組織の構成員が、組織の階層に応じて、皆が同じダッシュ
ボードの機能によりファイナンシャル・ガバナンスの情報を
共有することができます。従来のソリューションでは、組織
の階層ごとにガバナンスの階層を構成していくことが困難で
したが、組織のすべての階層で階層に応じた責任を共有でき
るようになり、ガバナンスを守るカルチャーの醸成を可能にし	
ます。

4.	リスクの管理と必要な統制の抽出

統一された統制環境・基盤は、R2Rプロセスに深く一体化し
ており、統制とコンプライアンスはどの部分にも設定すること
ができます。さらに、作業等の進捗状況を監視し、レビューし
管理することができるようになります。統制が効果的に発揮さ
れていない場合は、ワークフローにより、それらを改善するプ
ロセスを稼働させることで能動的にリスクを管理することがで
きます。

5.	俊敏性

統一された環境・基盤は、規制やコンプライアンス要件の
変更に俊敏に対応することができます。規制の変更に対応す
るには、アプリケーションのスペシャリストやコンサルタント
の助けを借りずに、自らが変更ポイントを1ヵ所だけ変更する
ことにより可能になっています。さらには、この変更によっ
て影響を受ける担当者に対して、何が変更になったのかとど
のような影響があるのかについても周知徹底することができ	
ます。

6.	適用の柔軟性

統一された環境・基盤の適用形態には、企業の要請に応じ
て、様々なオプションを提供しているソリューションもありま
す。SaaS4としてアプリケーションを利用することも、自らの
ＩＴ環境に取り込むこともできます。
さらには、既に利用している主要なERPシステムや連結シ
ステムとも組み合わせて利用することも可能です。

4.	 	サース（Software	as	a	Service）：ソフトウェアの機能を必要に応じてネットワーク経由で利用することができるクラウド上のサービス。
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7.	ファイナンスファンクション効率化

ファイナンス・ガバナンスを確保するためにはR2Rのあら
ゆる局面をカバーする機能が必要です。この統一された環境・
基盤は、プロセスの効率化の局面においても様々な示唆を提
供することができます。
たとえば、ワークフローエンジンの機能により、各サブタス
クや活動の開始時点、終了時点および所要時間が把握可能と
なり、管理者にプロセスの遂行に対するボトルネックの情報
を提供することで、継続的な改善を可能とするベンチマーク
情報を提供します。さらには、各企業に固有のサブプロセス、
エンティティ、ユーザーグループ別に、多面的な切り口による
パフォーマンス分析や、貴重な人的リソースに着目した分析も
可能となります。

Ⅴ おわりに

CFOは、CEOより、ファイナンス・ガバナンスを確保する
スチュワードシップとビジネスパフォーマンスを増大させる
リーダーシップをバランスよく遂行していくことを求められて
います。
CFOは、企業の置かれている状況を判断し、最適な投資判
断が必要になります。KPMGが行った調査において、日本は、
アジア太平洋地域全体に比べ、CFOが従来型のスチュワード
シップ機能を遂行することに重きを置いており、また、戦略的
価値をもたらすCFOの取組みでは「より集約的で連携に優れ、
標準化されたグローバル財務経理機能を構築する」ことを重要
視していることが明らかとなりました。
これは、日本を除くアジア太平洋地域の方が、従来型のス
チュワードシップ機能をサポートする環境が既に整備され、さ
らなる競争優位を獲得するためのリーダーシップ機能を実施
するために、テクノロジーを重視していることを表しているの
ではないでしょうか。
そのような差を縮め、グローバル環境で同等に競争できる着
実なファイナンス・ガバナンスを確保するために、FGTの導
入がその一助になるのではないかと考えます。

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

有限責任 あずさ監査法人
アカウンティングアドバイザリーサービス
パートナー　柿添　哲徳
TEL: 03-3548-5120 （代表番号）
akinori.kakizoe@jp.kpmg.com

The View from the Top 
～  CEOの高まる期待にCFOは 

応える準備ができていますか～ 

目次 （抜粋）
1. 序文
2. はじめに－トップの孤独
3.  CFO の将来像：絶え間ない変化

の中で将来像を描く
4. 日常業務：現場の現実
5.  リーダーであること：財務経理機

能の対外活動
6. KPMG の視点

レポートはKPMGジャパンのウェブサイトからダウンロードいた
だけます。
www.kpmg.com/Jp/view-from-the-top

KPMGは2014年9月～10月にフォーブス・インサイトと共同調
査を実施しました。本調査は、アジア太平洋地域の企業の経
営幹部178名を対象とし、財務経理機能に対する考え方や期
待の変化を把握することを目的としています。
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財務経理機能の高度化支援のご紹介
KPMG のアカウンティングアドバイザリーサービスでは、財務経理機能の高度化に向けた企業の取組みを企業戦略立案から具体的施策実行
まで、財務・経理機能の側面より全面的に支援します。

急激に変化するグローバルな経済環境のなか、CFO にはマネジメントの経営判断をサポートするような CEO の戦略パートナーとし
ての役割が今後ますます重要視されます。さらに、財務・経理部門に集まる豊富な情報をビッグデータとして企業価値創造に活用す
ることも CFO に期待されてきています。
上記のような役割に向けて財務・経理機能をさらに高度化していくことが日本企業の大きな課題となっていますが、具体的な実現ま
でには至っていない企業がまだ多く存在します。
KPMG では、財務・経理機能の高度化に向けた取組みを戦略立案から具体的な施策実行まで支援します。KPMG 独自のツールを用
いた財務・経理機能の診断や課題整理を通じて、プロセス・システム・人材の観点で、従来の機能の見直しから将来のあるべき姿を
定義することにより、必要な変革をサポートします。
支援にあたっては、KPMG ジャパンの監査・税務・アドバイザリー各領域の専門家との連携および KPMG グローバルの強力なネッ
トワークの活用により、各企業の個々のニーズに応じた最適なメンバー構成による、効果的・効率的なサービスを提供します。

最新情報および各種サービスの内容については、下記サイトをご覧ください。

www.kpmg.com/jp/frpa
※  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。

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　　
大阪事務所	 TEL	：	06-7731-1300　　
名古屋事務所	 TEL	：	052-589-0500　　

info-aas@jp.kpmg.com
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進展するアジアにおけるファンドの	
クロスボーダー販売促進構想と日本への示唆
有限責任	あずさ監査法人　金融事業部

シニアマネジャー　保木　健次

2015年 2月 27日、アジア地域ファンド・パスポート作業グループよりアジア
地域ファンド・パスポートに係る規則および運用上の取極めに関する市中協議
が行われました。
アジア地域ファンド・パスポートとは、パスポートの枠組みに参加する国のう
ちいずれか1国において一定の要件を満たすパスポート・ファンドとして承認
を受けたファンドは、他のパスポート参加国で改めて複雑な承認手続きを経る
ことなく当該パスポート参加国のリテール投資家への販売を可能とする仕組み
です。
一般的に、ファンド（日本において典型的には投資信託）をリテール投資家（一
般的には個人投資家）に販売する際には、投資家保護の観点から組成・運用・
販売・情報開示等いくつもの段階で厳格な規制が国ごとに設けられています。
したがって、通常、ある国で組成（製造）されたファンドを他の国で販売する
ためには、販売しようとする国におけるこれらのすべての段階に係る規制に改
めて準拠する必要があり、これまで国ごとの規制の差異が大きいアジア地域で
は、国境をまたがったファンドのクロスボーダー販売は概して活発に行われて
きませんでした。
しかしながら、近年、アジア地域では、リテール投資家となり得る中間層が台
頭してきたこと、および、そうした投資家・運用資金の成長を取り込みたい先
進国の思惑を背景に、リテール投資家へのファンド販売に係る規制の共通化・
簡素化を図ることにより、クロスボーダー販売を促進させようという動きが活
発化しています。
アジア地域で確認されている3つのファンド・パスポート構想の中でも、特に
今回取り上げるアジア地域ファンド・パスポート構想が日本において脚光を浴
びつつある背景には、国内の資産運用ビジネス市場が成熟化に直面し海外展開
に関する機運が高まっているなかで、成長する「アジア市場」へ進出する足掛
かりとしての役割が期待できることに加えて、日本の「参加」が最も期待され
ることがあると考えられます。
ファンド・パスポートの制度は、遵守が求められる規制とは異なり、制度を利
用するかどうかはあくまで利用者側の判断に委ねられていることに留意する必
要があります。つまり、いかに遵守するかという一般的な規制対応とは異なり、
こうした制度の導入が市場構造や競争環境に与える影響や変化を見極めつつ、
自社の中長期的なビジネス戦略にどう組み込んでいくかという観点から対応を
検討する必要があります。
たとえば、単に海外展開のあり方について検討するだけでなく、当面は海
外展開を想定していない資産運用会社であっても、パスポートを通じて日
本に輸入されてくるファンドへの対策や、一定の厳しい投資家保護ルール
に基づいて組成されているというファンドの品質保証を示す効果を差別化
要因として活用するといった観点も含めて、こうした制度が導入されるこ

	

	 	 保
ほ き

木　健
け ん じ

次
有限責任 あずさ監査法人

金融事業部
シニアマネジャー
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Ⅰ アジアで進展する 3つの	
ファンド・パスポート構想

1.	3つのファンド・パスポート構想の概要

現在、アジア地域では、欧州のUCITS1のようなパスポート
に参加する国のいずれか1国において一定の要件を満たすパス
ポート・ファンドとして承認を受けたファンドは、他のパス
ポート参加国で改めて複雑な承認手続きを経ることなく当該
パスポート参加国のリテール投資家への販売を可能とする仕
組みの導入を目指す構想が3つ進展しています。
最も先行しているのが、ASEAN（東南アジア諸国連合）
の枠組みのなかで進められているASEAN	CIS（Collective	
Investment	Scheme：集団投資スキーム）	フレームワークと呼
ばれるものです。すでに2014年8月からマレーシア、シンガ
ポールおよびタイの3ヵ国において先行して導入されています
が、詳細な規則等について事前の周知期間が十分でなかった
こともあり、現時点ではこのフレームワークに基づいて承認を

受けたファンドはまだそれほど多くないようです。
次に進んでいるのが、アジア地域ファンド・パスポート

（ARFP）です。2015年2月27日に2度目の市中協議文書が公
表されており、2016年後半からの適用開始を想定しています。
このARFPについては、後ほど詳述します。
最後に、中国と香港の間で進められているファンドの相互承
認に係る構想があります。この構想に関して公表されている
情報は少なく、時折、同構想の進展に係るニュースが関係当
局幹部の発言として流れるものの、現時点で具体的な規則案
や導入時期の目途などは明らかにされていません。

2.	ファンド・パスポート制度のチェックすべきポイント

ここでは、ファンド・パスポート構想が自社や市場にどのよ
うな影響を与えるか、またどのような対応を取るべきかについ
て検討していくうえでのポイントを、主として日本国内の資産
運用会社の観点から確認します。なお、中国と香港のファンド
に関する相互承認制度については具体的な規則案が公表され
ていないため、ASEAN	CISフレームワークとARFPの2つの

との影響について分析し、必要な対応を検討する必要があります。
本稿では、「アジア地域ファンド・パスポート」を中心に現在アジアにおいて進
展している3つのファンド・パスポート構想を概観するとともに、日本におけ
るファンド・パスポートへの参加可能性を含めた日本の資産運用ビジネスへの
影響を考察します。
なお、本稿の内容は執筆時（2015年4月13日）における情報に基づいていること、
および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】
◦		アジアで進展している3つのファンド・パスポート構想は、現在、実現に
向けた最終段階に差し掛かってきており、資産運用会社といった関連する
市場関係者は、パスポート制度を利用する予定がなくとも、市場構造や競
争環境の変化を的確に捉え、自社の中長期的な戦略への影響について調査・
分析する必要がある。

◦		日本がファンド・パスポートに参加した場合にまず留意すべきポイントは、
パスポートの取得が義務付けではなく任意であるということである。これ
は、パスポートを取得することの是非について分析する必要があるという
だけでなく、他社がパスポートを取得することによる相対的な影響につい
ても予測・分析していく必要があることを意味する。

◦		ファンド・パスポート制度の影響分析に際しては、クロスボーダー販売が
容易になるという点や、パスポートの取得による品質保証効果も含めた活
用策だけでなく、ガバナンス体制の整備や分散投資といった運用制限を踏
まえた運用体制の整備への対応についても考慮すべきである。

1	 	UCITS とは、欧州において一定の要件を満たして組成されたファンドであり、公衆から調達した資本を、リスク分散の原則に基づき、一定の譲
渡可能証券その他の流動性資産に投資することを唯一の目的とし、かつ、投資家の要求により、ファンド資産を用いて持分の買戻し、償還等を行
う事業体である。
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制度（以下「両制度」という）に絞って考察します。
両制度は、組成・運用・販売勧誘・情報開示のうち、組成・
運用に係る分野について規制の共通化・簡素化を図るもので
すので、ファンドの販売業者は、引き続き各国で規制に準拠
した登録等を行わなければファンドを販売することができませ
ん。したがって、ファンド・パスポート構想について関心を払
い、影響を分析し、自社の戦略への反映について検討すべき
なのは、主として資産運用会社ということになります。
ファンドの組成・運用についてパスポートを取得する要件が
設定されるため、必然的にファンドおよび資産運用会社は母
国（ファンドが組成され、規制を受けている国）の規制とパス
ポート規則についてより厳格な方の基準を満たさなければなり
ません。また、ファンド・パスポート制度は、資産運用会社が
そうした厳格な基準を満たしていることを証明するという副次
的効果をもたらします。
3つのファンド・パスポート構想のうち、日本が議論に直接
参加しているのはARFPのみです。つまり、ASEAN	CISフ
レームワークを日本の資産運用会社が活用するためには、現
地に子会社を設置して組成したファンドについてパスポートを
取得する方法や、パスポートを取得したファンドを運用する現
地の資産運用会社から運用を受託するなどの方法を考えなけ
ればなりません。
ARFPの場合は、ファンドおよび資産運用会社を登録する国
がビジネスの主拠点であることを求めていますので、日本が参
加しない場合、パスポート参加国に子会社を設置することによ
りパスポートを取得することは難しいと考えられます。日本が
参加した場合は、日本で組成したファンドについてパスポート
を取得することが可能になります。
パスポートを取得できるファンドの形態については、分別保
管や分散投資規制、母国公募規制といった要件を満たしなが
らクロスボーダーでリテール投資家へ販売することなどを踏ま
えると、日本においては投資信託または投資法人の形態をとる
ことが予想されます。
両制度には、欧州のUCITSにはない「母国公募規制」が導
入されています。これは、パスポートの取得にあたってはその
ファンドを母国においても公募することを求めるものです。こ
の規制を導入する狙いは、投資資金の流用といったファンド・
資産運用会社の不正が起こった場合に母国のリテール投資家
にも被害が発生する状態におくことにより、母国当局によるパ
スポートの承認や監督の実効性を高めること、および被害が
発生した場合にホスト国（パスポート・ファンドの販売が行わ
れている、または行われようとしている母国以外のパスポート
参加国）当局が母国当局の協力を得やすくすることにあると考
えます。こうした母国規制は、海外のパスポート参加国に子
会社を設置してパスポートを取得するという戦略を採用する
ハードルを上げることになると考えられます。

Ⅱ アジア地域ファンド・パスポートの詳細

1.	背景と経緯

ARFP構想は、2009年11月にオーストラリアの金融セン
ター・フォーラムが公表した報告書「Australia	as	Financial	
Centre」（金融センターとしてのオーストラリア）において、
オーストラリアの資産運用セクターの競争力を生かし、豊富な
投資資金のプールと潜在的な資産運用ニーズを取り込むため
に、成長市場でありながら参入障壁が高く国ごとの規制の差
異が大きいアジア市場へのアクセスを改善することを目的とし
て、欧州で普及しているUCITSを参考にしたARFP制度の創
設が提言されたことが背景にあります。
この提言を受けた2010年以降、オーストラリアが主導する
形でAPEC（アジア太平洋経済協力）財務大臣会合の下に日本
を含めたアジアの国々が参加してARFP構想を検討するワー
クショップが設置され、同構想の実現に向けた議論を重ねて
きました。
2013年9月、ARFPへの参加に向けた意思を表明する文書

（Statement	of	Intent）が作成され、オーストラリア、韓国、
ニュージーランド、シンガポールの4ヵ国が署名しました。そ
して、その4ヵ国による作業グループをワークショップの下に
設置し、ARFPに係る具体的な取極めに関する市中協議文書
を作成することになりました。
その後、作業グループにタイおよびフィリピンが加わり、
2014年4月にARFPに係る取極めに関する市中協議文書（以
下「第一次市中協議文書」という）が公表されました（図表1 
参照）。

図表1　ARFPワークショップおよびグループメンバー参加国

2010年以降
ワークショップ
メンバー

2013年9月署名国
初期作業

グループメンバー

2014年4月および
2015年2月

市中協議国現作業
グループメンバー

・オーストラリア
・韓国
・ニュージーランド
・フィリピン
・シンガポール
・タイ
・香港
・インドネシア
・日本
・マレーシア
・台湾
・ベトナム

・オーストラリア
・韓国
・ニュージーランド
・シンガポール

・オーストラリア
・韓国
・ニュージーランド
・フィリピン
・シンガポール
・タイ

出典：第一次市中協議文書等を基にKPMG作成
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2.	第二次市中協議文書の概要

2015年2月27日、前述の作業グループよりARFPに係る規
則および運用上の取極め（MOU）に関する市中協議（以下「第
二次市中協議」という）文書が公表されました。
第二次市中協議文書には、第一次市中協議文書に対して寄
せられたコメントに対するフィードバックおよび主要な変更点
とARFPの実施に向けた今後のスケジュール案が提示された
文書（Feedback	Statement、以下「フィードバック・ステート
メント」という）と、実際の「MOU案」の2つの文書から構成
されています。

（1） フィードバック・ステートメント
第一次市中協議文書に対して寄せられたコメントに対する
フィードバックおよび第一次市中協議文書からの主要な変更
点には、次のようなものが含まれています。

■  寄せられたコメントの多くは、より規模の大きなファンド・パス
ポート制度となること、およびファンド・パスポートに係る取極
めがより幅広い国の参加を妨げることのないようにすることの
重要性を強調していた。

■  ARFP の規定には、資産運用会社の「ビジネス主拠点」を
母国に置くことをパスポート取得の要件の 1 つとするという、
ASEAN CISフレームワークにもない規定が設けられていたとこ
ろ、同要件の緩和を求めるコメントに対しては、域外の資産運

  用会社にパスポートを与えることによるファンド・パスポート制
度の複雑化を避けるという理由から、当面この規定を維持する。

■  第一次市中協議文書では、資産運用会社は過半数が独立した
メンバーである取締役会といった特定の独立した主体によって
監督されることが求められていたところ、「主体」の形態につい
て柔軟性を高めるべきとのコメントを踏まえて、監督を行う機能
が確保されていることを資産運用会社に求めるのではなく、パ
スポートに参加する国の適格要件と法規制の枠組みに求めるよ
う変更する。

図表2　MOU案の構成と概要

記載箇所 取扱い 概要

前文 第二次市中協議文書に
は不添付

パスポートへの参加慫慂
取極めに係るガバナンス
の枠組み構築
ARFP 参加希望国に係
る適格要件

第 1 部 第二次市中協議文書に
添付

ホスト国の法規制が適
用される範囲

第 2 部 第二次市中協議文書に
添付

共通の規制上の取極め

第 3 部 第二次市中協議文書に
添付

パスポート規則

第 4 部 非公表 規制当局間の協力に係
る取極め

第 5 部 非公表 ARFP 参加希望国が既
存参加国に承認を求め
る際の手続き

図表3　アジア地域ファンド・パスポートの承認手続き

Step2：ホスト国承認プロセス

資産運用会社 ホスト国
規制当局

①書類の提出

③固有の登録番号
　を割り当て

④公表 ④公表

①書類の提出

③承認通知

②規制当局の評価 ②規制当局の評価

(不備があった場合)
　書類の差し戻し

資産運用会社 母国
規制当局

母国市場

母国
規制当局

パスポート
ファンド

ホスト国市場

ホスト国
規制当局

パスポート
ファンド

または運用会社

Step1：母国承認プロセス

1. パスポート当局により合意された情報
2. 母国当局が求める特定の情報
3. 申請料

1. 母国規制当局が割当てた登録番号
2. パスポート当局により合意された情報
3. ホスト国当局が求める特定の情報
4. 申請料

審査期間は
原則21日

以内

審査期間は
定められて

いない
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（2）	MOU案
MOU案は、図表2のように前文のほかに5部の付属書から
構成されており、このうち第1部～第3部が第二次市中協議の
対象とされています。

第1部は、パスポート・ファンドに対する「ホスト国の規制」
が及ぶ範囲について記載しています。具体的には、パスポー
ト・ファンドの情報開示および販売勧誘については、ホスト国
の法規制が適用されます。
第2部は、パスポート参加国において有効となるべき「共通
の規制上の取極め」について記載しています。なお、この取極
めは各参加国において直接法制度に組み込まれるものではな
く、各国において所要の法制度の整備を図ることになります。
パスポート・ファンドの母国およびホスト国における「承認申
請の手続き」に関する共通の規制上の取極めについての概要は
図表3のとおりです。

また、前述した母国当局に登録する資産運用会社が満たす
べき要件の1つとして、「ビジネス主拠点」を母国に有すること
を求める規定は、この第2部「共通の規制上の取極め」に含ま
れています。
第3部は、パスポートを取得するために資産運用会社および
ファンドが遵守しなければならない「パスポート規則」につい
て記載しています。このパスポート規則には次のような規定が
含まれています。
資産運用会社のCEO、上級幹部、運用担当者等には一定の
関連業務経験が必要とされています。たとえば、CEOは過去
15年以内に10年以上の金融サービス関連ビジネスの経験があ
り、なおかつその10年のうち5年は管理職もしくは監督職であ
ることが求められています。
資産運用会社は、運用資産残高に応じた一定の財産を保有
することが必要とされています。具体的には100万米ドル＋
（運用資産残高－5億米ドル）×0.1%（上限2100万米ドル）によ
り算出された金額の財産の保有が求められています。

3.	今後の予定

第二次市中協議文書によれば、2015年4月に同市中協議に
対するコメントを締切るとともに、作業グループでない国に
ARFPへの参加を呼び掛けるとしています。
その後の予定は図表4のとおりです。
この作業スケジュールによると、2015年9月以降MOU署名
によりARFPメンバー国となった国は、署名から1年以内に所
要の制度整備を図り取極めを実現することが求められていま
す。実際には、2015年9月には複数の国がMOUに署名し、1
年を費やすことなく所要の制度整備を終えると考えられること
から、2016年9月を待たずにARFPの運用が開始されることが
見込まれます。

Ⅲ 日本の資産運用ビジネスへの示唆

日本が国としてファンド・パスポートに参加する場合、資産
運用会社はファンド・パスポート制度が、パスポート取得が義
務ではなく任意であることも踏まえて、パスポートの取得の是
非について分析する必要があります。
つまり、いかに準拠コストを最小化させるかではなく、パス
ポート取得からどのようなメリットを生み出せるかといった面
も含めて分析する必要があります。このため、パスポートの取
得を生かす戦略の構築も重要になってきます。
また、メリットについては、他社の動向に大きく影響される
相対的な側面があることにも留意が必要です。特に、パスポー
トの取得がもたらす品質保証効果を活用する場合、相当程度
の他社が追随した時点でその効果は大きく低減することにな
ります。
なお、国内の資産運用ビジネスに対しては、主として2つの
ルートを通じて影響が波及することが想定されます。まずは、
他のパスポート参加国においてパスポートを取得したファンド
の日本への輸入であり、もう1つは日本でパスポートを取得し
たファンドの海外への輸出です。

1.	ファンド・パスポートの戦略的活用

ファンド・パスポートの取得には、大きく分けて2つのメ
リットがあると考えます。1つは、ファンド・パスポートの所
期の目的であるクロスボーダーのファンドの直接販売が容易に
なるということです。前述したように必ず利用しなければいけ
ない制度ではありませんので、現地子会社の設立や現地資産
運用会社の買収、現地資産運用会社との提携等を通じた運用
の受託といった他の海外展開手段と比較衡量しながら、戦略
的な活用について検討していく必要があると考えます。
もう1つの重要なメリットは、パスポートを取得することに
より、パスポートを取得していないファンドと比べて厳しいパ
スポート基準を充足しているという品質保証を示す効果が得

図表4　ARFPについての今後の予定

2015年2月 当該署名6ヵ国が第二次市中協議文書を公表	
（コメント期限は4月10日）

2015年4月 作業グループが他のワークショップメンバー	
国に参加を呼びかけ

2015年5月 作業グループが市中協議に寄せられたコメン
トを検討

2015年8月 MOUの最終化

2015年9月以降 MOUへの署名によりARFPメンバー国となる

2016年 MOU署名の1年以内（当初は 2ヵ国以上が
署名した後1年以内）にARFPの運用開始
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られることです。パスポートを取得したファンドであることは、
母国およびホスト国において公表されることが予定されていま
すので、この効果は国内にとどまらず、一般的に国内よりも認
知度が低い海外においても効果を発揮すると考えられます。
実際にファンド・パスポート制度の普及について先行する欧
州では、国内向けのみの販売を想定している場合であっても
国内法に準拠したファンドではなくUCITSを取得するケース
が見られます。これは厳格なUCITS基準に準拠していること
が競争上の利点となっているからだと考えられます。
そして、このような動きが日本国内で起きないとは言い切れ
ません。もし運用手法やパフォーマンス以外での新たな差別
化要因としてパスポートの取得が着目され、パスポートを取得
したファンドが増え、実際の販売において一定の実績が確認
された場合、クロスボーダー販売を全く考えていない国内販
売に集中している資産運用会社でさえもパスポート取得に向
かい、結果として国内ファンドの大半がパスポート・ファンド
となる可能性がないとは言えないでしょう。戦略的活用という
観点からは、むしろ積極的に国内販売向けのファンドについて
もパスポートの取得を検討していくことが考えられます。
実際にパスポートを取得する場合、国内の法規制の遵守に
加えて新たにパスポート規則への準拠に伴うコストが発生し
ます。ただ、パスポートの取得と海外展開とは切り離して考え
るものですので、海外展開をどう考えているかとは別に、まず
は現時点でパスポートを取得する場合にどの程度のギャップ
が存在し、コストが発生するかを検証することは有用と考えら
れます。
そのうえで、実際に日本から海外へファンドを販売する海外
展開を考える場合には、業務体制の整備や投資信託計理シス
テムの外貨対応など一定の体制整備が必要になります。パス
ポートが取得できる時期によっても戦略が変わってくるため、
この辺りの戦略についても複数のケースを想定しながら検討
を進めていく必要があると考えます。

2.	日本が参加する可能性

これまで日本はワークショップメンバーとしてARFPに係る
議論に参加してきたことは確認できますが、作業グループに
参加するといった形でARFPへの参加について日本が決断し
ているという客観的な事実は確認されていません。
ただし、第二次市中協議報告書において、ARFP参加国の
拡大の重要性が強調されたほか、他の国に対してARFPへの
参加を呼び掛けることも示唆されています。こうした記述に加
えて、独立監視要件が緩和されたことなどから、ARFPワーク
ショップメンバー国でオーストラリアに次ぐ第2位のファンド
市場規模を誇る日本の参加が期待されていると考えられます。
また、日本にとってもアジアの成長の取り込みや国際金融セ
ンター化といった戦略との親和性も高いことから、今後の日本
の動向については注視していく必要があると考えます。

Ⅳ おわりに

資産運用ビジネスは大きな変革期を迎えています。金融危
機に端を発した厳格な金融規制は銀行から他の金融機関にも
波及し、ファンドも例外ではなくなってきています。こうした
規制の多くは、資産運用会社単位だけでなく、ファンド単位で
も規制対象とするものが多く含まれます。
退職給付債務負担の重さなどから先進国の年金制度は、確
定給付型から確定拠出型にシフトしており、また新興国では
年金制度の整備段階から確定拠出型が標準的な年金制度にな
る傾向があります。これらは、資産運用ビジネスが、年金基
金に対して資産運用会社を商品として売るビジネスから個人
に対してファンドという商品を売るビジネスへの転換をもたら
しています。
運用資金が伸びる新興国市場と有力な資産運用会社が主拠
点とする国のミスマッチにより、クロスボーダー販売を含めた
資産運用ビジネスのグローバル展開が加速しています。
国内の資産運用ビジネスに携わっている関係者においては、
既存ビジネスの延長だけでなく、こうした国際的な動向から見
えてくる中長期的な市場構造の変化を機敏に捉え、自らの戦
略を再構築し、必要な体制整備を図ることが重要になってき
ます。そうしたなかで、ファンド・パスポート制度がもたらす
市場の変化にも気を配りつつ、パスポート取得の是非および
最大限の活用について検討するとともに、自社の中長期的な
戦略の中に適切に組み込んでいただければと思います。
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アセットマネジメント部の概要

資産運用会社は、「貯蓄から投資へ」の流れの加速等を受け、
成長するマーケットに対応すべく、資産運用を高度化し、
フィデューシャリー・デューティーを果たすことが求めら
れています。KPMG ジャパンは、資産運用会社が直面する
変化への対応を戦略的にサポートするため、あずさ監査法
人内にアセットマネジメント部を設け、グループ内に存在
するナレッジおよびスキルを集約し、資産運用の高度化の
支援をはじめ、業種に特有の課題に対応したサービスを提
供しています。

会計監査サービス
■  ファンド（投資信託、投資事業有限責任組合等）監査
■  アセットマネジメント会社監査

アドバイザリーサービス
■  ISAE3402/SSAE16/SAS70 号に基づく統制リスクの評

価
■  グローバル投資パフォーマンス（GIPS）基準準拠の検証

業務
■  規制アドバイザリー
■  内部統制関連アドバイザリー

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
金融事業部
シニアマネジャー　保木　健次
TEL: 03-3548-5125（代表電話）
kenji.hoki@jp.kpmg.com
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スポーツビジネスの現状について
有限責任	あずさ監査法人　スポーツアドバイザリー室

室長	 パートナー	 大塚　敏弘
	 スポーツ科学修士	 得田　進介

昨今の健康志向の高まり、スポーツリーグの成熟に加え、2020年に開催予定の
東京オリンピック・パラリンピックによって、スポーツ業界は活況を呈してい
ます。優秀な選手の獲得、多くの観客を継続的に呼びこむための諸々の施策、
スタジアム運営、グッズや用具の管理など、継続的に成長し「勝つ」そして「信
頼される」組織作りのためには、積極的なアイデアや判断を必要とする攻めの
経営の思想が必要です。そのためには組織を支える適切なガバナンスや、組織
への信頼を支える透明性など、経営や財務管理の基盤強化は不可欠です。しか
しながら、日本においては、組織の規模や人材・ノウハウの不足によりそこま
で踏み込めているケースはまだまだ多くないのが現状です。
一方、欧米諸国ではプロスポーツをビジネスとして捉え、経営および財務管理
について、外部のプロフェッショナルであるアカウンティングファームが多く
関与し、監査業務と非監査業務の両面からサービスを提供しています。
本稿では、スポーツビジネスの起源、および欧米諸国の主なプロスポーツビジ
ネスの規模とその状況を概観したうえで、アカウンティングファームが提供し
うるサービスとその展望についてご紹介します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断
りいたします。

	

【ポイント】
◦		近年、スポーツのビジネス化は急速に発展している。
◦		スポーツのビジネス規模が大きくなることで経営や財務管理の重要性が高
まっている。

◦		アカウンティングファームがスポーツ界に提供しているサービスは、一般
事業会社に対して提供しているサービスと大きな相違はない。

◦		スポーツ界とアカウンティングファームが提携することにより、新たな相
乗効果を得られることが期待されている。
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Ⅰ スポーツビジネスの起源

スポーツビジネスの起源は1984年のロサンゼルス五輪が始
まりと言われています。ロサンゼルス五輪で組織委員長を務
めたピーター・ユベロス氏は、放映権や商標などを活用した
権利ビジネスとして、公式スポンサーや公式サプライヤーと
いったビジネスモデルを導入し、ロサンゼルス五輪を黒字化
させることに成功しました。これを機にオリンピックやスポー
ツの商業、ビジネス化が一気に進みました。また、テレビなど
のメディアやＩＴ産業が発達するに伴って、スポーツは優良な
コンテンツとしての価値も増幅させていきました。このように、
時代の変遷に伴ってスポーツのビジネス化が進み、その価値
やビジネスモデルも日々変化していると言えます。

Ⅱ 海外プロスポーツのビジネス規模と	
その状況

プロスポーツの中でも特にビジネス化が進んでいるとされて
いる欧州4大サッカーリーグ、北米4大プロスポーツリーグの
ビジネス規模は大きく、経営および財務管理の必要性がます
ます高まっていると考えられます。欧州4大サッカーリーグで
最も収入規模が大きいプレミアリーグの収入は約30億ユーロ、
日本円換算で約3,810億円（1ユーロ＝127円で計算）であり、
北米4大プロスポーツで最もビジネス規模が大きいNFLの収
入は約95億ドル、日本円換算で約1兆1,400億円（１ドル＝120
円で計算）となっています。
海外のアカウンティングファームが提供している具体的な
サービスは、保証業務である会計監査業務、税務コンサルティ
ング、財務的・会計的なアドバイス、業務効率化に関するコ
ンサルティング等といった内容であり、これらはアカウンティ
ングファームが一般事業会社に対して提供しているサービス
と大きな相違はありません。
このことから、欧米諸国ではプロスポーツをビジネスとして
捉えていることが明らかであり、また、スポーツ界自体がプロ
スポーツの継続・発展のためにアカウンティングファームが一
般事業会社に対して行っているサービスと同様のものを必要
としていると言えます。プロスポーツ選手が最高のパフォーマ
ンスを発揮するためには組織マネジメントを高度化させる必要
があり、組織マネジメントが最高のパフォーマンスを発揮する
ことで選手の更なる能力向上、ひいてはプロスポーツチームの
発展につながる、といった考えが浸透しているのではないで
しょうか（図表1、図表2参照）。

Ⅲ アカウンティングファームとスポーツ界
のかかわりについての今後の展望

海外のアカウンティングファームの主なサービス提供先は、
スポーツの主要イベントではオリンピック・パラリンピックと
FIFAワールドカップが多く、スポーツ種目の中ではサッカー
が特に多くなっています。前述のように、アカウンティング
ファームはスポーツ界に対して組織のガバナンス強化や経営
効率の改善、スポーツ振興のためのマーケティング、データ
分析や事業計画の策定等、監査業務だけでなく様々なサービ
スを提供しています。

図表1　 欧州4大サッカーリーグ　各リーグ収入 
（2013－2014シーズン）
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出典：CNNホームページを基にスポーツアドバイザリー室作成
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図表2　 北米4大プロスポーツ　各スポーツ収入規模 
（2013－2014シーズン）

出典：Forbes ホームページを基にスポーツアドバイザリー室作成
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スポーツ界に、アカウンティングファームが多くのサービス
を提供することにより、従来とは異なるスポーツとの関連を持
つ流れも生じています。
2014年11月にKPMG	UKがF1チームのマクラーレンと戦略
的提携を開始しました。アカウンティングファームとF1チー
ムという、今までではあまり考えられなかった異色とも言える
提携によって、お互いの分野において迅速かつ大規模な分析
を可能にすることを狙いとしています。マクラーレンは刻一刻
と変化する天気や燃料、タイヤの消耗具合などにより、燃料
補給やタイヤ交換をするためのピットインのタイミング、天候
に適したタイヤ選択といった25万通り以上のシミュレーショ
ンに応える戦略を毎秒策定しています。KPMG	UKはこのよ
うな将来予測分析のノウハウを使って、監査業務の際の周期
的に発生しうる問題や課題の将来予測を可能にする試みを始
めています。また、マクラーレンF1チームでは、レース中に
ピットクルーやデータセンターに送られてくる大量のデータを
ビッグデータとして扱っているため、アカウンティングファー
ムが有するデータ分析のノウハウを得られることを期待してい
ます。
このように、スポーツ界とアカウンティングファームが提携
することにより、新たな相乗効果が見込まれます。今後アカウ
ンティングファームにはスポーツ界に対して新たなサービスを
提供することや、従来では考えつかなかったようなコラボレー
ションが期待されていると考えます。

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
スポーツアドバイザリー室
TEL：03-3548-5155　（代表番号）

室長　パートナー　大塚　敏弘
toshihiro.otsuka@jp.kpmg.com

スポーツ科学修士　得田　進介
shinsuke.tokuda@jp.kpmg.com

「スポーツアドバイザリー室」の概要

KPMG ジャパンは、一般事業会社で培った知見や経験を活
用し、スポーツ業界に属するチーム、団体が強固な経営お
よび財務基盤を構築し、勝利し続ける組織作りの支援を行
うため、有限責任 あずさ監査法人内に「スポーツアドバ
イザリー室」を設置しました。スポーツアドバイザリー室
はスポーツに関連するチームや団体が攻めのマネジメント
を行う一助となるべく、一般企業で培った経営や財務管理
の知見を活用し、経営課題の分析、中長期計画の策定、予
算管理および財務の透明性等に資するアドバイスを提供し
ます。スポーツ業界を熟知したきめ細やかなサービスを提
供するとともに、KPMG ジャパンのグループ会社の知見や
スキルも活用しながら、スポーツ関連チームや団体を包括
的に支援してまいります。

主なサービス
■  経営課題の分析
  業績評価項目・指標に関する各種調査、データ収集に係

る支援
  目標値設定および分析手法に係る開発支援
■ 経営管理に係るアドバイザリー
  中長期計画支援、予算管理支援（経営戦略・経営目標

と整合した予算数値設定支援）
  差異原因分析、組織目標達成のための具体的施策設定

支援
■  財務管理
  資金出納管理：各種資金表の作成と実績比較を通じた

資金管理体制構築
  固定資産管理：設備投資の意思決定段階における採算

性計算、維持更新にかかる経済性分析支援、等
■  内部統制構築支援
■  情報システムに係るアドバイザリー
■  ガバナンス強化およびコンプライアンス支援
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2015年度インド予算案における税制改正の概要
KPMGインド　チェンナイ事務所
マネジャー　加藤　正一

2015年2月28日、アルン・ジャイトリー財務相は2015年度インド予算案（以
下「2015年度予算案」という）を発表しました。2014年度インド予算案（以下	
「2014年度予算案」という）は、モディ政権発足後 2ヵ月あまりで発表されたも
のだったため、大きな制度変更までは踏み込めていない内容でした。しかし、
2015年度予算案は、モディ政権発足後初めての年間を通じた予算案であること
から、国内外から大きな変革が期待されていました。
このような背景のもと、2015年度予算案では、2016年4月より4年間にわたる
法人税率の25%までの引き下げ、特定の部材等の関税率の引き下げ、2016年
4月からの物品サービス税（Goods	and	Service	Tax、以下「GST」という）導
入へのコミットメント等が盛り込まれ、新政権の改革への強い意思表明とモディ
首相が掲げている“Make	in	India”の促進を強調する予算案となっています。
ただ、GSTの導入などは繰り返し延期されていることから、今後の改革の実行
性については注視していく必要があります。
本稿では、税制改正の中で日系企業に影響を与えると思われる項目を中心に解
説を行います。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見である点をあらかじめお断りい
たします。

	

【ポイント】
◦		2014年度のGDP成長率は非常に高く、7.4%となる見込みである。
◦		モディ首相が掲げている“Make	in	 India”を促進するために、将来的な法
人税率の25%までの引き下げ、特定の部材等への関税率の引き下げなど
が盛り込まれた予算案となっている。

◦		法人所得税および個人所得税の基本税率に変更はないが、一定の課税所得
を超過する場合にはサーチャージが引き上げられており、これに該当する
場合には実効税率が上がる。

◦		物品税の基本税率および関税の実効税率が上がっている。
◦		施行日は未定だが、サービス税の基本税率も引き上げられる予定である。
また、サービス税とは別に、特定のサービスに対して2%を課す Swachh	
Bharat	Cess（以下「クリーンインディア目的税」という）が導入される予
定である。

◦		2016年4月1日よりGSTを導入することをコミットしている。

	 	 加
か と う

藤　正
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Ⅰ 2015年度予算案にて発表された	
インドの経済状況の概要

2015年2月28日、アルン・ジャイトリー財務相による2015
年度予算案（2015年4月－2016年3月）の公表に際して発表さ
れたインドの経済状況の概要は、以下のとおりです。
2015年1月にインド政府はGDP成長率の算出に用いる基準
年を2004年度から2011年度へ変更し、2012年度以降のGDP
成長率は変更後の基準に基づく数値を用いて算定することを
発表しました。この結果、2012年度および2013年度のGDP
成長率はそれぞれ5.1%および6.9%へ修正されました。同様に
2014年度のGDP成長率は4.6％と予想されていましたが、7.4%
となる見通しです。
この基準年の突然の変更については議論がありますが、中
国と並んで非常に高いGDP成長率です。

Ⅱ 税制改正

以下、直接税および間接税について日系企業に影響がある
と考えられる項目を中心に解説します。

1.	直接税

（1） 法人税
① 税率
法人税の基本税率については、2016年4月より4年間で
30％から25％に引き下げることが発表されました。しかし、
2016年3月期においては、課税所得が1,000万INR超の内国法
人に対するサーチャージが引き上げられるため、これに該当す

る場合には法人税の実効税率は上がることになります（図表1 
参照）。

② 新規従業員の給与に対する追加控除の要件の変更
製造業の新規雇用を促進するため、製造会社がその年度に
おいて新規に従業員を100名以上雇用した場合には、新規従
業員の給与の30%相当額の追加控除が認められていましたが、
今回の改正により、適用要件の従業員数が50名へ引き下げら
れました。

③ 新規投資にかかる加速償却の制限の廃止
投資金額にかかわらず、新規投資（工場および設備投資）に
は、その年度において20%の加速償却が認められていますが、
初年度の使用日数が180日未満の場合は、その加速償却は10%
に制限されていました。今回の改正により、翌期においても残
りの10%の加速償却が認められるようになりました。

④  アンドラ・プラデシュ州およびテランガナ州への新規投
資に対する税務恩典
2014年6月にアンドラ・プラデシュ州が2つに分かれ、イン
ドにおいて29州目となるテランガナ州が誕生しました。この
両州への投資を促進するため、2015年4月1日以降に両州の一
定のエリアに新規設立された会社が2015年4月1日から5年間
に新たに工場や設備への投資を行った場合、その税務年度に
おけるこれらの新規投資への加速償却が20%から35%になり
ます。また、この35%の加速償却に加えて、同年度にも15%
の追加控除が認められます。

⑤  非居住者へのロイヤルティ等の支払いにかかる源泉税率
の変更
インド所得税法における非居住者に対して支払われる「ロイ
ヤルティ」や「技術上の役務に対する報酬」にかかる源泉税率

図表1　法人税実効税率（前年度との比較）

2016 年 3 月期

課税所得（INR）

1,000万INRまで 1,000万INR超
1億INRまで 1億INR超

内国法人 30.90％ 33.06％ 34.61％

外国法人 41.20％ 42.02％ 43.26％

2015 年 3 月期

課税所得（INR）

1,000万INRまで 1,000万INR超
1億INRまで 1億INR超

内国法人 30.90％ 32.45％ 33.99％

外国法人 41.20％ 42.02％ 43.26％
出典：KPMG インド作成
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が、一定の要件を満たす場合は25％から10％へ引き下げられ
ました。

（2） 個人所得税
個人所得税については、日本と同様、インドにおいても超過
累進税率が適用されています。今回の改正では個人所得税に
関する基本税率に変更はありませんでしたが、2015年4月1日
より、所得が1千万INRを超える場合にはサーチャージが10%
から12%へ引き上げられ、これに該当する場合には個人所得
税の実効税率は33.99%から34.61%へ上がります。なお、個人
所得税の基本税率は以下のとおりです（図表2参照）。

（3） 移転価格税制
① 国内取引に対する適用金額の引き上げ
従来、税務恩典や赤字会社利用によるインド国内のグルー
プ間での所得移転を防止するため、インド国内取引に対して
もインド国内関連者との年間取引額が5,000万INRを超えた場
合に移転価格税制が適用されていました。今回の改正により、
基準年間取引額が2億INRへ引き上げられました。

② 2014年度予算案から審議が継続されている事案
■ 事前確認制度の遡及適用
2012年7月より導入されたインドの事前確認制度（Advance	
Pricing	Agreement、以下「APA」という）について、一定の条
件を満たすことにより、ロールバック（過去4年間の遡及適用）
制度が新たに設けられることが提案されていましたが、本案
については現在も導入には至っておらず引き続き審議が継続
されています。

■ 他社との比較対象期間の明確化
独立企業間価格の検討に際して同業他社の財務情報と比較
する場合、原則として、その対象となる会計年度における財
務情報を使用することとなっていますが、一定の状況では複
数年の財務情報を使用することが容認されていました。しか
し、その一定の状況については明確になっていなかったため、
複数年の財務情報の使用条件を明確化することが提案されて
いました。本案についても導入には至っておらず、引き続き審
議が継続されています。

■  独立企業間価格の検証における許容レンジの新概念の 
導入
独立企業間価格の検証において、独立企業間価格と企業の
国外関連者との取引価格の差が±3%のレンジに収まる限り、
当該取引価格は独立企業間価格として許容されます。しかし、
国際的な手法との整合性を図るため、許容レンジについて新
概念の導入が提案されていました。本案についても導入には
至っておらず、引き続き審議が継続されています。

2.	間接税

（1） GST
インドの複雑な間接税の簡素化を目的とし、物品税、サー
ビス税、中央販売税、州VAT等の間接税を統合するGSTを
2016年4月から導入することがコミットされました。しかし、
導入までのロードマップはまだ公表されていないため、その発
表が待たれます。

（2） 物品税
① 税率
2014年度の実効税率は12.36%（教育目的税等を含む）でし
た。しかし、2015年3月1日から教育目的税等が廃止されると
ともに、基本税率が12.50%へ引き上げられました。

② 税率変更がある項目
2015年3月1日より変更された主な項目は次のとおりです。

◦  CENVATクレジットを認識する場合、携帯電話に対して適用
される物品税率が 6% から12.5% へ引き上げられた。ただし、
CENVATクレジットを認識しない場合には、携帯電話に対して
適用される物品税率は 1% のまま変更はない。

◦  CENVATクレジットを認識しない場合には、タブレットに対し
て適用される物品税率が12%から2%へ引き下げられた。また、
タブレットやその構成部品の製造において使用される部材等に
対する物品税が免除された。

◦  LED ライトまたは LED スタンドを含む家具の、特定の構成部
品を製造するのに使用される部材へ適用される物品税が 12%
から 6% へ引き下げられた。

（3） サービス税
① 税率
2014年度の実効税率は12.36％（教育目的税等を含む）でし
た。しかし、2015年度は教育目的税等が廃止されるとともに、
基本税率が14%へ引き上げられる予定です。しかし、その適
用時期については未定となっています。
また、モディ首相のクリーンインディア政策実現のために、
サービス税とは別に、特定のサービスに対して2％を課すク
リーンインディア目的税の導入が予定されています。

図表2　個人所得税の基本税率（60歳未満）

所得金額の範囲（INR） 税率（％）

 250,000 まで 非課税

 250,001 ～ 500,000 10

 500,001 ～ 1,000,000 20

 1,000,000 超 30

出典：KPMG インド作成
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② 課税・免税範囲の縮小
GSTの導入により、課税対象が広がり、非課税・免税範囲
がより小さくなるため、以下の項目等がネガティブリスト、ま
たは免税範囲から削除されました。

◦  政府および地方自治体から企業に提供されるすべてのサービス
がネガティブリストから削除された。

◦  空港や港湾の基礎工事に関する建設、組立、試運転、据付等
が免税項目から削除された。

（4） 関税
① 税率
2014年度の実効税率は28.85%（教育目的税等を含む）で
した。しかし、前述の物品税率の引き上げに伴い、相殺関
税（Countervailing	Duty）も同率へ引き上げられたことから、
2015年3月1日より関税の実効税率は29.44%へ上がりました。
なお、関税においては教育目的税等の賦課は継続されます。

② 税率変更がある項目
モディ首相が掲げる“Make	in	India”の実現を税務面から支
えるべく、インドでの製造活動を促進するため、特定部材を
輸入した際の基本関税（Basic	Custom	Duty、以下「BCD」とい
う）率の引き下げ、および特定製品を輸入した際のBCD率の
引き上げ等が行われました。具体的には、以下の項目が2015
年3月1日より適用されています。

【BCD 率の引き下げられた特定部材の一例】
◦  特定のLEDテレビパネルについて、BCD 率が 10% から 0%

へ引き下げられた。
◦  国産の電子レンジ製造のために使用されるマグネトロン（1kwま

で）について、BCD 率が 5% から 0% へ引き下げられた。

【BCD 率の引き上げられた特定製品の一例】
◦  商業用車輌（ノックダウン生産を除く）について、BCD 率が

10% から 20% へ引き上げられた。
◦  冶金コークスについて、BCD 率が 2.5% から 5% へ引き上げ

られた。
【その他】
◦  ハイブリット自動車および電気自動車の製造に使用される特定

の部材について、免除期間が2016年3月31日まで延長された。
◦  以下の項目は、特別追加関税（Special Additional Duty）が

免除される。
 －  ITA（Information Technology Agreement）に含まれている

物品を製造するための全部材
 －  LED ライトや LED 器具、および LED ランプに使用される

特定の部品を製造するための全部材

（5） その他
① CENVATクレジットの認識期間の延長
CENVATクレジットを利用するためには、請求書又は特定
の書類の日付から6ヵ月以内に認識することが必要でした。今

回の改正により、2015年3月1日からはこの認識期間が1年以
内へと延長されました。

② 事前裁定制度の利用対象の拡大
事前裁定制度（Advance	Ruling）の対象は、2012年の導入当
初は非居住者のみに限定されており、2014年度予算案で居住
者の非公開会社まで拡大されました。今回の改正により、さら
にすべての居住者（一人会社やパートナーシップを含む）にま
で拡大されました。

③ GAARの導入延期
GAAR（General	Anti	Avoidance	Rules：一般的租税回避規
定）とは、ある取引が経済的合理性を欠き、実質的に租税回避
を意図した行為であるとみなされる場合に、税務当局がその
契約や取引などを否認することができる規定です。インドで
は、GAARの導入延期が続いてきましたが、2015年度予算案
においてもGAARの導入は2年間先送りされ、2017年4月1日
より導入されることとなりました。

④ ブラックマネー対策
インドにおけるブラックマネーは2兆USDとも言われていま
す。このブラックマネー対策として、高い税率の適用、ペナル
ティーおよび罰則規定等を定めた新しい法律を導入すること
が提案されました。
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中国投資・会計・税務アップデート
－「中国子会社の投資・会計・税務」（第2版）出版記念－
第 3回　税務
KPMG税理士法人
東京事務所　インターナショナルコーポレートタックス部門
シニアマネジャー　山口　祐二

有限責任	あずさ監査法人
東京事務所　GJP部　中国事業室
シニアマネジャー　増田　進

2014年12月に「中国子会社の投資・会計・税務」（KPMG／あずさ監査法人中
国事業室［編］）の改訂版を刊行し、同年12月に東京・大阪・名古屋の3ヵ所
で出版記念セミナーを行いました。当セミナーでは、本書をもとに、中国の投
資・会計・税務の3つの分野について最新の中国の法令・通達を中心に重要な
ポイントを解説しました。このセミナーでの各分野のポイントをKPMG	Insight
上で 3回に分けて（第1回：投資、第 2回：会計、第 3回：税務）ご紹介いた
します。
最近の中国税務における重要事項として、①増値税改革パイロットプログラム、
②PE（恒久施設）課税、③駐在員事務所課税、④企業再編税制、⑤TP（移転価格）
税制が挙げられます。第 3回となる本稿では、そのポイントおよび日系企業に
対する影響と留意点についてセミナーでの資料を基に一部加筆して解説します。
なお、本内容は2014年12月末までに公布された主な中国の法令・通達に基づ
いております。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お
断り申し上げます。

	

【ポイント】
◦		最近の動向として「非居住企業」（中国国外で設立され、かつ実際の管理
機構が中国国内にはなく、中国国内に恒久的施設もしくは源泉所得を有す
る企業：企業所得税法第3条）への徴税は厳格化する傾向にある。たとえば、
クロスボーダー取引におけるPE（恒久的施設）課税の問題、持分譲渡の価
額設定の問題、非居住企業に対する源泉徴収課税や、移転価格調整による
非居住企業の所得のシフト等が、多くのグローバル企業にとっての課題と
なっている。

◦		中国の経済状況等の変化に伴い外資系企業のマインドが再編フェーズに移
行している一方、中国における組織再編税制の法整備および実務上の運用
はまだ発展段階にある。中国の各省、各市、各区の税務局は、中央政府の
法律上の大原則を遵守しつつ、それぞれの実務的解釈により税務執行を
行っている場合もある。そのため、引き続き中国では、現地税務局担当官
との事前確認を必要とする機会が多くなっている。
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Ⅰ 増値税改革パイロットプログラム

「増値税改革パイロットプログラム」（以下「改革プログラ
ム」という）とは、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産業分野について、増値税の課税対象範
囲への移行を図る改革で、2012年1月1日から上海市で試行し
2013年8月1日から全国に拡大しています。主な課税対象サー
ビスおよび税率は図表1のとおりです（財税［2013］37号、106
号、［2014］43号参照）。

日系企業に対する影響および留意点は以下のとおりです。

■  今まで一般納税者は図表1にある課税対象サービスを購入す
る際に 3 ～ 5％の営業税を負担していましたが、本改革プロ
グラムにより仕入増値税として自らの売上増値税と相殺する
ことができるため、理論上、税負担が少なくなります。 

■  特定の輸出サービスについて、増値税 0％税率あるいは増
値税免税が適用されるため、以前の通常 5％の営業税の負
担から有利となります。 

■  輸入サービスについて、中国国内のサービスの購入者は源泉
徴収義務を有しますが、これらのサービスにかかった増値税
額を仕入税額として売上税額から控除することができるため、
増値税負担が軽減されます。 

■  輸出サービスの免税について、実務上、免税承認を得る必
要があります。

Ⅱ PE課税の動向

「恒久的施設」（Permanent	Establishment、以下「PE」とい
う）とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全

部または一部を行っている場所を指します（日中租税条約第	
5条）。
具体的には、①固定的な事業の場所、②建築工事現場、③
コンサルティング活動、④従属代理人があります。たとえば、
日本企業がプロジェクトのために中国に人員を派遣し、一定の
コンサルティング役務の提供を行う場合で、その役務提供期
間が任意の12ヵ月のうちの6ヵ月を超えるときは、中国にPE	
があるものと認定されます。
2010年2月に、PE	が認定される場合の企業所得税の算定方
法が規定され（国税発［2010］19号）、非居住企業に対して税
務当局が課税所得を査定（推計課税）する場合における査定利
益率が15％～ 50％と引き上げられました。

日系企業に対する影響および留意点は以下のとおりです。	

■  派遣人員の中国派遣について、中国の規定に留意し PE 課
税が発生するかを判断しなければなりません。また、PE 課
税が発生する場合は、自社の状況に応じて、「実績所得課税
方式」と「みなし所得課税方式」のどちらかを選択し、納税
する必要があります。 

■  PE 課税が発生した場合、「日中租税条約」上の個人所得税
の短期滞在者免税（いわゆる183 日ルール）が適用できなく
なるため、派遣人員に対して中国での業務日数に応じた中国
個人所得税が課されます。中国での申告納税が生じる場合
は日本企業側での事務負担が増加します。

■  「実績所得課税方式」においては、 PE を有する非居住企業
は、通達等の関連規定（国税発［2010］19 号、以下「19 号」
という）に従って帳簿を設置し、合法的かつ証憑に基づいて
記帳しなければなりません。また、課税所得額を正確に計算
し、実績に基づいて企業所得税を申告納付しなければなりま
せん。

■  一方、税務調査において会計帳簿が不完全であるか、資料
に不備があることにより帳簿検査が難しい場合、またはその
他の理由で課税所得額を正確に計算できず実績に基づく申
告ができない非居住企業については、「みなし所得課税方式」
が採用され、この場合、税務機関は課税所得額を査定する
権限があります（19 号）。

19号によれば、「みなし所得課税方式」には以下のように3
種類の算定方式があります。	

①  収入総額に基づく課税所得額の算定
②  原価費用額に基づく課税所得額の算定
③  経費支出額に基づき収入額を換算し、課税所得額を算定

また、提供されるサービスの種類に応じて、以下のようにそ
れぞれ異なるみなし利益率が適用されます。

図表1　 改革プログラムの主な課税対象サービス 
および税率

課税対象サービス 税率

交通運輸サービス 11％

郵便サービス 11％

電気通信サービス（基礎通信） 11％

研究開発および技術サービス

6％

情報技術サービス

文化・クリエイティブサービス

物流およびそれに係る付随サービス

鑑定・証明コンサルティングサービス

ラジオ・映画・テレビサービス

有形動産リースサービス 17％
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①  工事請負、設計およびコンサルティング役務：15％～ 30％
②  管理サービス：30％～ 50％
③  その他の役務、または役務以外の経営活動：15％以上

なお、出向者に関するPE	判定基準を明確にするものとし
て、2013年4月19日に中国国家税務総局は、外国企業の派遣
人員の中国派遣について、どのような状況において外国企業
に納税義務が発生するかに対するガイドラインを提供しまし
た（「非居住企業の派遣人員が中国国内における役務提供の企
業所得税を徴収する関連問題に関する公告」19号公告）。	こ
れは、基本的に派遣企業が派遣者の業務結果に対して一部分
あるいは全部の責任およびリスクを負担するか否か、また派
遣者が中国での業績評価をするか否かを考慮します。さらに、
派遣者が実質的に派遣企業の従業員であるか否かを判断する
際に以下のような参考要素も考慮します。

①  受入企業が派遣企業に管理費あるいはサービスフィーの性質を
有する対価を支払っている。 

②  受入企業が派遣企業に支払う金額は、派遣企業が立て替えて
いる派遣者の給与・社会保険料およびその他の費用を上回る。

③  派遣企業が受入企業から受け取った関連費用を全額派遣者に
支払っておらず、一部を保留している。 

④  派遣企業が支給した派遣者の給料全額に対して中国で個人所
得税を納付していない。 

⑤  派遣企業が派遣者の人数、職位、給与基準および中国国内で
の勤務場所を決定している。

Ⅲ 駐在員事務所課税の動向

外国企業が中国市場に参入するにあたり「駐在員事務所」の
形態を採用することがあります。「駐在員事務所」は中国語で
「外国常駐代表機構」と呼ばれ、一般的に市場調査、情報収集
等の活動を行うことができますが直接的な営業活動を行うこ
とはできません。過去の経緯として、税務当局は準営業活動
を行う駐在員事務所を課税してきましたが、2010年初頭に従
来の駐在員事務所の課税方式が廃止され、財務・会計記録の
整備状況による課税方式に変更しました（工商外企字［2010］
4号）および国税発［2010］18号）。これにより、駐在員事務所
の設立、設立後の登記管理、課税方法および推定利益率が新
たに規定され、駐在員事務所に対する登記管理および税収管
理が強化されました。
2010年からの新課税方式である「実績所得課税方式」にお
いては、従来の課税方式の適用範囲を廃止して、基本的に全
ての駐在員事務所において帳簿を設置し実績に基づき納税申
告するようになりました。	一方、「みなし所得課税方式」にお
いては、健全な帳簿が設置できない場合「経費による推定利益
の課税方式」と「収入による推定利益の課税方式」が設けられ

ました。「経費による推定利益の課税方式」とは、経費支出は
正確に計算できるが収入または原価を正確に計算できない駐
在員事務所について、経費支出によりみなし収入を算出する
というものです。ここでの経費の支出額は、中国国内外におい
て支給した従業員の賃金給与、賞与、手当、福利厚生費、物
品購入費（車、事務設備等の固定資産を含む）、通信料、出張
費、家賃、設備の賃借料、交通費、交際費およびその他の費
用を含みます。また「収入による推定利益の課税方式」は、収
入は正確に計算できるが原価費用を正確に計算できない駐在
員事務所について、収入総額からみなし課税所得額を算出し
ます。

日系企業に対する影響および留意点は以下のとおりです。

■  本規定に基づき、すべての駐在員事務所における帳簿を整
備するか、経費や収入を正確に計算できるような体制を整え
なくてはなりません。 

■  「経費による推定利益の課税方式」では、駐在員事務所に
帰属する経費を適切に計算する必要がありますが、その計算
方法に関する統一的なルールがないため、当局から経費額
集計の合理性について指摘される可能性があります。

Ⅳ 企業再編税制

「企業再編」とは、企業の日常経営活動以外に発生する法律
構造あるいは経済構造の重大な変更を伴う取引をいい、債務
再編、持分買収、資産買収、合併および分割が含まれます。
2009年に公布された「企業再編業務の企業所得税処理にお
ける若干の問題に関する通達」（財税［2009］第59号、以下
「59号通達」という）により、企業再編取引の税務処理は「一般
税務処理」と「特殊税務処理」の2つの処理方法に区分されま
した。	
「一般税務処理」においては関連資産の公正価値を課税基礎
とします。したがって、一般的に税務上では損益が発生し（た
とえば、持分譲渡益には10％が課税されます）、税額または損
失の繰延等の問題は出てきません。一方で、条件を満たす一
定の再編取引に対して「特殊税務処理」が適用されます。	「特
殊税務処理」を適用することによって、関連資産の元の課税基
礎を課税基礎とし、再編によって生じる税務上の所得または
損失の認識を繰り延べることが可能となります。ただし、この
規定は、持分で支払う取引分のみを対象にするもので、現金、
預金、棚卸資産等の非持分支払部分に係る損益については、
いかなる状況においても特殊税務処理が適用されず、その取
引の発生年度における資産譲渡損益として認識されます。

納税者は一般税務処理と特殊税務処理のいずれかを選択し
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適用することができますが、特殊税務処理の適用を選択する
ためには、59号通達第5条における、以下の特殊税務処理の
基本条件を満たさなければなりません。

【特殊税務処理の基本条件】
◦  合理的な事業目的を有し、かつ税金の減少や免除、遅延を主

要目的としないこと。
◦  持分比率が一定以上であること（たとえば、持分買収の場合、

買収先の企業の持分全体の 75％以上）。
◦  企業再編後の 12 ヵ月において実質的な経営活動が変更されて

おらず、取得した持分を譲渡していないこと。
◦  持分支払額が一定の比率であること（たとえば、持分買収の場

合、支払総額の 85％以上）。

当該基本条件に関して、財政部と国家税務総局は2014年12
月25日に、「企業再編促進に関連する企業所得税処理問題に
関する通知」（財税［2014］109号、2014年1月1日から遡及適
用）を公布しました。この規定により財税［2009］第59号に定
める上記の特殊税務処理の基本条件のうち「持分買収や資産
買収の場合、買収先の企業の持分全体の75％以上」の「75％
以上」を「50％以上」に引き下げて緩和しました。また100％
直接支配する居住企業間、あるいは同一もしくは複数の居住
企業による100％直接支配を受ける居住企業間での帳簿上の純
資産価値による持分、または資産移転後の連続12ヵ月以内に
移転された持分、または資産の元の実質的な経営活動を変更
せずかつ移転元企業および移転先企業がともに会計上の損益
を確認していない場合に、特殊税務処理の適用を追加的に認

めています。
また、財政部と国家税務総局は2014年12月31日に、「非貨
幣性資産投資企業の所得税問題に関する通知」（財税［2014］
116号）を公布し、企業が設備や出資持分等の非貨幣性資産を
対価として他の企業の持分への投資を行う場合に、従来は投
資時点で時価評価され評価益（譲渡所得）は課税されていまし
たが、2014年1月1日から居住企業が非貨幣性資産を対価とし
て居住企業の新規設立または追加出資を行う場合は、評価益
（譲渡所得）が5年間以内に均等額で繰延計上（企業所得税の
分割払い）できるものと規定しました。
このように、特に中国国内での再編取引に対する特殊税務
処理の要件は緩和の方向で整備されつつあります。

海外とのクロスボーダーにて行われる再編取引のうち、以
下に掲げる対象取引については、前述の59号通達における特

図表2　特殊税務処理が適用される対象取引

対象取引 内容

① 国外‐国外取引 非居住企業が 100％直接支配する他の非
居住企業に対し、保有する居住企業の持
分を譲渡すること。

② 国外‐国内取引 非居住企業が保有する居住企業の持分を
100％直接支配する居住企業に譲渡する
こと。

③ 国外への投資 居住企業が保有する資産や持分をもって
100％直接支配する非居住企業に投資を
行うこと。

図表3　対象取引の例示
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殊税務処理の基本条件に合致し、かつ、後述のクロスボーダー
要件に合致する場合は特殊税務処理を適用できます（図表2参
照）。
対象取引①と②に該当するケースとしては、図表3のような
ケースが考えられます（③の取引は一般的ではないため省略し
ます）。

「クロスボーダー取引追加条件」には、前述した59号通達第
5条の基本条件に加えて第7条では以下の条件が追加されてい
ます。

【クロスボーダー取引追加条件】
◦  居住企業が 100％直接支配している他の非居住企業に持分を

譲渡し、
◦  それにより持分譲渡に係る企業所得税の源泉徴収負担が変化

せず、
◦  かつ 3 年以内に譲渡しない旨を書面で宣誓し、主管税務当局

が承認した場合

さらに、2013年12月12日に公布された「非居住企業の持分
譲渡に対する特殊税務処理の適用に関する問題についての公
告」（国家税務総局2013年第72号公告。以下「72号公告」と
いう）は、中国で非居住者企業の持分譲渡を行う当事者が「要
件に該当する持分譲渡」の「特殊税務処理」適用を申請するた
めの具体的なガイドラインを規定しています。	
72号公告によれば、持分譲渡契約書もしくは協議書が発効
し工商登記の変更手続が完了してから30日以内に申告を行う
ことや、上記の対象取引①の取引で「特殊税務処理」が適用さ
れる場合、譲受側および譲渡側が同一国内（もしくは地域）に
ない場合、譲渡対象の中国企業が譲渡される前に累積してい
た未処分利益を譲渡後に譲受側に配当したとしても、当該配
当に対して適用されるべき譲受側（すなわち「新株主」）所在
国（地域）と中国との間の租税協定に基づいた税率優遇措置は
適用されないことが規定されています（たとえば、中国企業か
ら香港への配当金に係る中国配当源泉税は通常5％に軽減さ
れますが、本規定に該当する配当については中国国内法上の
10％が適用されます）。	

日系企業に対する影響および留意点は以下のとおりです。	

■  特殊再編の適用可否については、合理的な事業目的の説明
がキーポイントとなります。当局が特殊再編に応じるか否か
は引き続き不確実性が伴います。

■  また、クロスボーダーでの組織再編取引の適用要件はかな
り複雑です。よって中国子会社持分の移動が生じる場合に
は、中国における課税関係について特殊税務処理の可否も
含めた事前の検討を会計事務所も交えて行い、最新の税務
当局の執行状況を確認することが必要です。

Ⅴ 移転価格税制の動向

中国の「移転価格税制」（Transfer	Pricing	Taxation、以下
「TP	税制」という）は、企業所得税法とその実施条例および
「特別納税調整実施弁法（試行）」（国税発［2009］2号）におい
て規定されています。年間の関連者仕入および販売額が2億人
民元以上、またはその他の関連者取引金額が4千万人民元以上
の場合、企業は関連者取引にかかわる価格、費用の決定基準、
計算方法などを説明する「同時文書」を作成しなければなりま
せん（企業所得税法実施弁法第13条）。	
また、中国に所在する企業は、関連者取引が発生した年度
の翌年の5月31日までに同年度の同時文書の準備を完了し、
かつ税務機関から要求された日より20日以内に提出しなけれ
ばなりません（実施弁法第16条）。	中国では、毎年170～ 200
件前後の移転価格調査案件が立件されており、1件あたりの追
徴税額は2013年度平均で2,177万人民元であり、近年高額化
する傾向にあります。
中国の税務当局は移転価格税務調査の重点対象企業として、
以下のような企業を挙げており、これは「特別納税調整実施弁
法」（国税発［2009］2号）第29条に記載されています。

【移転価格税務調査の重点対象企業】
■  関連取引の金額が大きいか、あるいは類型が多い企業
■  長期的に欠損があるか、僅少な利益しかない、あるいは利益

の変動が激しい企業
■  利益水準が同業より低い企業
■  利益水準が負担する機能やリスクと明らかに対応しない企業
■  タックスヘイブンにある関連者と取引がある企業
■  規定に従って関連申告を行わないか、あるいは同時文書を準備

していない企業
■  独立取引の原則に明らかに反するその他の企業

中国国家税務総局は2014年7月29日に「高額費用の対外支
払に関する租税回避防止調査についての通知（税総弁発［2014］
146	号）を公布し、サービスフィーまたはロイヤルティに関し
て以下のような会社を重点的に税務調査すると発表し、2014
年8月頃から一斉調査を行いました。	

【重点調査の対象企業】
■  タックスヘイブンへロイヤルティを支払った企業
■  負担すべき機能がない、または単一な機能のみを行う海外関

連会社へロイヤルティを支払った企業
■  中国企業が特許権価値に多大な貢献をした、または特許権価

値が低下したにもかかわらず海外へ高額のロイヤルティを支払
い続ける企業

■  グループ本社の監督管理活動に対してサービスフィーを支払っ
た企業
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■  中国のサービス受益者の果たす機能、負担するリスク、ビジネ
ス活動と無関係のサービスフィーを支払った企業

※		追記：上記の税務調査の結果を受けて、2015 年 3 月 18 日に国家税務
総局は「企業の国外関連当事者に対する費用支払に関する企業所得税
の問題に関する公告」（2015 年第 16 号公告）を公布し、中国国外の関
連当事者に対して支払われる費用のうち、①経営活動の実態のない関
連当事者への支払や、②国外関連当事者の提供する労務活動に対して
中国国内の企業が費用を支払う場合で、企業のために直接または間接
の経済利益をもたらすことのできない労務活動等の一定の類型に該当
する費用の支払に関して、企業所得税の計算における損金算入を認め
ないと規定しました。

なお、移転価格調査は過去10年間に溯って実施することが
できます。中国の税務機関は「単一製造機能企業」、「ロケー
ション・セービング」、「マーケット・プレミアム」などの概
念を用いて中国の企業に帰属すべき利益を主張します。なお、
中国では「事前確認」（Advance	Pricing	Arrangement、以下
「APA」という）制度が運用されており、2012年末までに85件
のAPA	が締結されています。	APA	は、企業が申請を提出し
た年度の翌年度以降3年から5年の連続する年度の関連者取引
に適用され、承認の上で10年間まで溯及適用することができ
ます。	

日系企業に対する影響および留意点は以下のとおりです。

■  中国の規定に基づき、対象となる場合は「同時文書」を作成
して決められた期限までに中国税務機関に提出しなければな
りません。

■  法律で定められている移転価格調査の重点となる企業を常に
チェックし、必要であれば、事前確認（APA）の制度を利用
することも考慮すべきです。

最後に、国家税務総局は、2014年12月2日付で「一般租税
回避防止管理弁法（試行）」（国家税務総局令第32号通達）を
公布しました。これは今後の租税回避防止業務の透明性の向
上と、租税回避防止条項の執行に一貫性を持たせることを目
的としており、中国が国際課税ルールの導入に際して、昨今、
公布してきている一連の新規定の一部を担うものとなります。
これはまた2014年11月開催の20ヵ国・地域（G20）財務相・
中央銀行総裁会議で発表されたクロスボーダー租税回避防止
の指示を徹底させるものです。
当該弁法は、優遇税制および租税条約上の優遇の濫用、会
社形態やタックスヘイブンを利用した租税回避行為等、合理
的な事業目的を備えていないクロスボーダー取引を対象に、
税務調整を行うという規定です。特に取引の形式ではなく実
質を考慮しており、非合理的な取引については、その取引自
体を否認できる点が特徴です。そのため納税者側は当局の指
摘に対して合理的な事業目的を説明する必要があります。
当該規定に基づく税務調査が具体的にどのように運用され
ていくのかや、今後の中国の国際課税ルールの執行に関する

関連課税規則の動向については細心の注意を払う必要があり
ます。
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最新の中国の法令・通達を編集しましたチャイナタックス
アラート（小冊子版）およびニューズレターにつきましても、
以下のとおり配布しておりますので、ご希望の方は以下か
らご登録くださいますようお願いいたします。

■ チャイナタックスアラート小冊子版
以下のサイトからお申込みいただいた方に郵送しております。
http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/article/china-
tax-alert/pages/china-alert.aspx

■ ニューズレター
「KPMG 海外ニューズレター」に登録された方に、他の国の 
ニュースと合わせて、月 2 回のペースで配信しております。
http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/Pages/mail-
magazine.aspx

【バックナンバー】
中国投資・会計・税務アップデート
－「中国子会社の投資・会計・税務」（第 2 版）出版記念－
第 1 回　投資

（KPMG Insight　Vol.10/Jan.2015）
第 2 回　会計

（KPMG Insight　Vol.11/Mar.2015）

本稿に関するご質問および中国に関するご相談がございま
したら、以下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
東京事務所　インターナショナルコーポレートタックス部門
シニアマネジャー　山口　祐二
TEL: 03-6229-8119
yuji.yamaguchi@jp.kpmg.com

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所　GJP 部　中国事業室
シニアマネジャー　増田　進
TEL: 03-3266-7521
susumu.masuda@jp.kpmg.com

中国子会社の投資・会計・税務（第 2 版）

2014 年12月刊
【編】  KPMG/ あずさ監査法人  

中国事業室
【監修】高部　一郎
中央経済社
1,152 頁　12,000 円（税抜）

本書は、好評により4刷まで増刷を重ねた2011年刊行『中国
子会社の投資・会計・税務』の全面改訂版です。中国の投資、
会計監査、税務に関する法令・規則・通達を、最新の内容に更
新すると共に、近年、日本企業の間で特に関心が高まっている
テーマについて加筆しました。また、2014年5月に公布された
「外商投資プロジェクト審査承認及び届出管理弁法」、2014
年1月から3月にかけて公布された新企業会計準則の具体準則
も盛り込んでいます。
さらに、法令・通達・用語の索引や2色刷りを採用するなど、利
便性の向上を図りました。この結果、1,152頁の大著となってい
ます。中国において、投資や事業の展開をされている、また今
後進出を検討している方々にとって、非常に実用性が高い一冊 
です。
 
本書の特徴
☑  中国の投資環境や子会社経営上のポイントを整理し詳解
☑  最新の法令・規則・通達の内容をフォロー
☑  日本企業にとって関心が高いテーマについて新たに加筆
 投資： 会社法改正、中国（上海）自由貿易試験区、
   外貨管理規制、中国・香港上場、撤退 
 会計： 改訂企業会計準則、従業員報酬、
   連結財務諸表、原価計算制度 
 税務： 増値税改革、駐在員事務所課税、企業再編税制、
   TP（移転価格）税制、PE（恒久的施設）課税動向 
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メコン流域諸国の投資環境　第 3回
カンボジアの投資法制と税制概要
KPMGカンボジア　プノンペン事務所
マネジャー　田村　陽一

ASEANは2013年「日・ASEAN友好協力40周年」を迎え、さらに本年、ASEAN	
経済共同体（AEC）の発足を控えています。6億人の人口を保有する一大経済
圏としての成長目覚ましく、製造拠点としてのみならず、内需を狙った消費市
場としても着目され、日本企業の投資も急増しています。
一方で、これら諸国での税務上のリスクも重要課題となっており、日系企業の
税務への備えは必ずしも万全とは言い難い状況です。そこで、メコン流域諸国
であるミャンマー、ラオス、カンボジア、タイ、ベトナムの 5ヵ国の投資環境
について連載いたします。
第3回となる本稿は、カンボジアの投資法制と税制（法人税、源泉徴収税、個
人所得税、付加価値税）の概要について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見である点をあらかじめお断りい
たします。

	

【ポイント】
◦		カンボジアは順調な経済発展の途上にあり、GDP成長率は年率 7%以上を
継続している。インフラの整備も進みつつあり、製造拠点としても消費市
場としても有望である。

◦		投資にあたっての課題として「賃金・人材」「法制度の未整備および不透
明な運用」「物流コストの高さ」「電力料の高さ」といった事項が挙げられる。

◦		土地が所有できない点を除き、外国投資に関する規制（出資比率の上限や
投資形態の制約など）はない。

◦		適格投資プロジェクト（QIP）の認定を受ければ、税金の減免等の優遇措
置の適用が可能である。

◦		法人税率は20%と比較的低水準だが、課税所得がなくても最低税として
収益（売上高）の1%の課税がなされる（QIP事業を除く）。

◦		源泉徴収税の課税対象取引がサービス・賃貸取引全般にわたるため、税務
負担が大きくなりやすい。

◦		個人所得税については月次申告のみであり、年間での確定申告の制度が	
ない。
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Ⅰ カンボジアの投資法制の概要

1.	カンボジアへの日系企業投資の現状

（1） 経済発展と日系企業の進出
カンボジアはインドシナ半島の中央に位置し、タイ、ベトナ
ム、ラオスと国境を接しており、人口はおよそ1500万人です。
ASEANのなかでは後発国ですが、IMFによれば2011年から
のGDP成長率は年率7%以上を継続しており、2013年には1人
当たりGDPが1,000ドルを突破しました。また今後も中期的に
同等の成長率となることが見込まれており、全体としては順調
な経済発展を遂げていると言えます。特に首都プノンペンで
は購買力の高い消費者層が形成され、2014年6月末にはカン
ボジア初の先進国型ショッピングモールも開店しました。
近年の中国やタイ、ベトナムといった周辺国での賃金上昇や
政治的混乱の影響もあり、日系企業の進出件数は2010年頃か
ら急増しています。業種もカンボジアの主要産業である縫製
業に加え自動車部品や電子部品など多様化し、製造業以外に
も建設、物流、小売、金融、サービスなど幅広い業界におい
て投資が進んでいます。カンボジア日本人商工会の会員数も
現時点で約200社を数えています。
2015年4月にはプノンペンとベトナムのホーチミンをつなぐ
国道1号線がメコン川を渡る地点に、日本の支援による橋（通
称つばさ橋）が完成し、タイのバンコクからプノンペンを経て
ホーチミンに至るいわゆる南部経済回廊の陸路の環境が大き
く改善しました。また、プノンペン近郊、シアヌークビル港
近郊、ベトナム国境（バベット）、タイ国境（ポイペト、コッ
コン）といった地域には経済特区の開発が進んでいます。こう
いったインフラ整備の進展も今後の日系企業の進出に良い影
響があるでしょう（図表1参照）。

（2） 投資にあたっての課題
前述のようにカンボジアの投資環境は全般的に良好ですが、
投資にあたっての重要な課題も存在します。
1つ目は賃金・人材に関する課題です。これには2つの側面
があります。まずは人件費の高騰という問題です。カンボジア
に投資することの主なメリットは賃金の安さにありますが、最
低賃金は2014年2月に月額100ドルに改定され、さらに2015
年1月には月額128ドルとなりました。上昇のペースが急激で
あり今後ある程度沈静化が図られなければ製造業の競争力に
大きな悪影響をもたらしかねません。ただ、周辺国でも賃金
上昇は続いているため、当面東南アジアにおいて賃金が最も
安い国の1つであるという地位には大きな変化はないと考えら
れます。反面、賃金の上昇による可処分所得の増加は消費市
場の拡大につながり、内需型の産業・業種にとってはメリット
があるとも言えます。
また、労働力の質（生産性）が相対的に低いという問題もあ
ります。ポルポト政権時代に教育制度が徹底的に破壊されて
しまったという歴史的な背景から、現在においても教育水準は
低いと言わざるを得ない状況です。したがって、特にこれか
ら進出する企業においては、工場の工員、オフィスワーカーと
もに十分な質の労働力の確保にはそれなりの労力あるいはコ
ストを要することを覚悟する必要があります。ただし、先行企
業では人材の募集・採用・教育訓練のノウハウが蓄積されて
きており、それらを参考とすることで労力・コストの低減を図
ることができるでしょう。
2つ目の課題は、法制度の未整備および不透明な運用です。
後述するように、カンボジアでは外資規制という意味では制約
が少ないのですが、各種国内法は整備の途上にあり、さらに
当局によるそれらの運用も透明性・一貫性を欠いたものとなっ
ています。たとえば、進出企業のほぼすべてに関連する問題
として、税法における用語の定義が不十分なため、税務当局
から不当な拡大解釈による課税を受ける可能性があるといっ
たことがあげられます。この点に対応するには現地の事情に

図表1　事業の種類別の投資環境

事業 優位性 留意点

輸出製造業
（QIP）

■  ASEAN 内で最低レベルの賃金水準
■  南部経済回廊の整備
■  関税の免税

■  賃金水準の上昇が早い
■  電力料が相対的に高い

国内向け製造業
■  ASEAN 内で最低レベルの賃金水準
■  経済発展による内需拡大

■  輸入品と競合する可能性あり

サービス業
■  経済発展により法人需要が増加
■  賃金上昇により個人消費が増加

■  外資の参入が容易であり、すぐに競合が
増える可能性あり

金融業
不動産業

■  旺盛な資金需要
■  不動産投資の高まり

■  リース料、支払利息に関する税制に注意
■  不動産の所有権に注意

インフラ開発
■  ODA 案件は多数 ■  事業体登記と税務登録の要否および可否

に注意
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精通した税務専門家のアドバイスを受けることが有用と考えら
れます。
3つ目の課題は、物流コストの高さです。カンボジアでは輸
出入に関するコスト（運賃、関税等の税金、通関手数料等）が
比較的高く、それが事業の収益性に影響するケースも多いと
考えられます。また、前述のメコン架橋の完成などハードイン

フラの整備はある程度進んでいるものの、通関手続きが煩雑
であるという点でソフトインフラには改善の余地が大きい状況
です。ただし、カンボジアの経済成長に伴う流通物量の増加
および流通業者の増加による競争の激化により単位あたりの
運賃は低減していくことも十分想定されます。また、関税に対
しては後述する投資優遇制度であるQIPを取得することで免税

図表3　QIP税制優遇措置

税目 適用対象 優遇措置

法人税 
（Tax on Profit） すべての QIP

免税
※  免 税 期 間 は「 始 動 期 間（Trigger period）」＋ 3 年 間 ＋「 優 先 期 間（Priority 

Period）」であり、合計で最長 9 年間。
・  始動期間（Trigger Period）：「最終登録証明書」発行の日から最初に利益を計上 

する年の前年度末まで、または最初に売上を計上してから 3 年間のどちらか早い
期間。

・  優先期間（Priority Period）：最長3 年間。プロジェクト内容（業種と投下資本額） 
に基づき財政管理法によって定められる。

※  免税期間後も最低税（Minimum Tax）は免税。

輸入関税

国内指向型 QIP 
（Domestically oriented QIPs） 生産設備、建設資材および輸出品生産のための生産投入材

輸出指向型 QIP 
（Export oriented QIPs）
※  製造保税倉庫制度を選択するか、

既に選択しているものを除く

生産設備、建設資材、原材料、中間財、副資材

裾野産業 QIP 
（Supporting Industry QIPs）

生産設備、建設資材、原材料、中間財、生産投入用副資材。ただし、裾野産業
QIP が製品を 100% 輸出企業に提供しなかった場合や直接輸出しなかった場合に
おいては、その部分について輸入関税およびその他の税金を支払うことを要する。

輸出関税 すべての QIP 免税（現行法に規定される場合を除く）

図表2　投資の形態

形態 内容・特徴

有限責任会社

私的

■  出資者数 2 ～ 30 名。
■  出資者が 1 名の場合は単独株主有限責任会社として登記する。
■  株式（出資証券）の一般公開はしない。
■  株式（出資）に譲渡制限がある。

公開
■  株式の一般公開が認められている。
■  公開会社についてはサービス提供での出資は認められない。

支店

■  支店は駐在員事務所と同様の業務を行うことができる。また、法令に違反しない限り、業務として商品売買、
サービスの提供、製造、加工、建築行為を実施できる。

■  支店の債務・損失については支店と外国の本店が共同して責任を負う（支店の資産も親会社の資産に該当す
る）。

駐在員事務所

■  駐在員事務所の業務行為は以下に限られ、業務として商品売買、サービスの提供、製造、加工、建築行為
を実施してはならない。

 ・本社への紹介を目的とする顧客との接触
 ・商業情報の調査と当該情報の親会社への提供
 ・市場調査
 ・展示会の実施、駐在員事務所または展示会での商品サンプルの展示
 ・展示会のための商品購入
 ・事務所の賃借および従業員の雇用
 ・本社の代理として現地顧客と契約を締結すること
■  親会社から独立した法人とはみなされない。
■  駐在員事務所は売上や利益を獲得する業務を行わず、通常法人税の課税は生じないが、源泉徴収税や給与

税の納税義務はあり、また法人税の申告書の提出は求められる。
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図表4　ネガティブリスト

優遇措置の対象とならない投資事業

1． 各種の商業的活動、輸入、輸出、卸売り、小売（関税非課税店舗を含む）

2． 水路、道路、航空機による輸送サービス（ただし、鉄道分野への投資を除く）

3． 国際標準ホテル以外にあるレストラン、カラオケ店、バー、ナイトクラブ、マッサージパーラーまたはフィットネスクラブ（ただし、これら
が国際標準ホテルにある場合であっても、投資家が業務を行うために非QIP である第三者に対し係る場所を賃貸した場合、当該投資
家は改正投資法に基づき投資家に付与される利益税免除の対象とはならない） 

4． 観光サービス提供者、旅行代理店、観光情報および観光広告

5． 各種カジノおよび賭博事業ならびにサービス

6． 通貨および財務業務ならびにサービス（銀行、金融機関、保険会社および各種金融仲介業を含む）

7． 新聞およびメディアに関する活動（ラジオ、テレビ、報道、雑誌、映画、ビデオ製造もしくは複製、劇場、スタジオおよび関連活動を含む）

8． 専門サービス

9． 種の多様性、人の健康および環境に危険を及ぼす遺伝子組換え生物（Living Modified Organisms：LMOs）

10． 原材料として国内の供給が法的に認められた自然林の木材を使用した木製品の製造および加工

11． タバコ製品の製造

12． 投下資本が、500,000米ドル未満である食品および飲料の製造

13． 投下資本が、500,000米ドル未満である繊維工業用製品の製造

14． 投下資本が、500,000米ドル未満である衣料品、織物、履物、帽子の製造

15． 投下資本が、500,000米ドル未満である天然木を使用していない家具および備品の製造

16． 投下資本が、500,000米ドル未満である紙および紙製品の製造

17． 投下資本が、1,000,000米ドル未満である化学薬品、セメント、農業用肥料、化学石油製品の製造

18． 投下資本が、500,000米ドル未満であるゴム製品およびプラスチック製品の製造

19． 投下資本が、300,000米ドル未満である皮革製品その他の関連製品の製造

20． 投下資本が、300,000米ドル未満である各種金属製品の製造

21． 投下資本が、300,000米ドル未満である電気製品、家電製品ならびに事務製品の製造

22． 投下資本が、300,000米ドル未満である玩具およびスポーツ用品の製造

23． 投下資本が、300,000米ドル未満である自動車、部品および付属品の製造

24． 投下資本が、500,000米ドル未満である清浄水の供給

25． 投下資本が、100,000米ドル未満である裾野産業で、その全製品（100%）が輸出産業に供給されているもの

26． 投下資本が、8,000,000米ドル未満である国際貿易博覧会センターおよび会議場

27． 投下資本が、2,000,000米ドル未満、規模が10,000平方メートル未満で、十分な駐車場スペースのない現代的市場または商業セン
ターの建設

28． 投下資本が、200,000米ドル未満である動物飼料の製造

29． 投下資本が、300,000米ドル未満であるセラミック製品の製造

30． 投下資本が、4,000,000米ドル未満である、産業、農業、観光、インフラ、環境、工業技術、科学その他のサービスに有用な技能開
発、技術向上のための訓練を提供する訓練・教育機関

31． グレードが三ツ星を下回るホテル

32． 客室数100室未満のホテルまたは30戸未満の観光宿を有する複合観光センターおよび10ヘクタール未満の観光リゾート

33． 投下資本が、1,000,000米ドル未満で、土地の規模が1,000ヘクタール未満の自然観光事業および自然観光事業地の建設

34． 50ヘクタール未満の複合リゾート（ホテル、テーマパーク、スポーツ施設、動物園を含む）

35． 駐車場

36． 倉庫設備

37． 投下資本が、1,000,000米ドル未満である、50床未満で、近代的設備、研究室、外科手術室、X線室、救急救命室、薬局、エレベー
ター（3階建てまで）がなく、救急車、死体安置所のない総合診療所

38． 投下資本が、1,000,000米ドル未満である近代的医薬品の製造

39． 投下資本が、500,000米ドル未満である伝統的医薬品の製造

40． 農業生産： 

40.1 　1,000ヘクタール未満の水田農業

40.2 　500ヘクタール未満の各種換金作物

40.3 　50ヘクタール未満の野菜畑
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恩典を利用することができます。さらに、物流・通関に関する
ソフトインフラの改善も少しずつですが進展しています。
4つ目は電力料の高さです。カンボジアでは電力の供給能力
が不十分なため近隣国から電力を輸入していることもあり、電
力料金が高止まりしています。立地等の条件にもよりますが、
タイやベトナムと比べると2倍近く、水力発電が豊富なラオス
と比べると3倍以上になることもあります。ただし、かつての
電力供給不足による停電が頻発していたような状況はだいぶ
改善され、また、今後も発電所の新設が計画されており、中
期的には電力料も引き下げられることが見込まれています。

2.	外資規制と投資手続き

カンボジア政府は外国投資に対して非常に開放的なスタン
スをとっており、土地が所有できない点を除き、外国投資に関
する規制（出資比率の上限や投資形態の制約など）は基本的に
ありません。日系企業がカンボジアに投資する際には、現地
法人（子会社）、支店、駐在員事務所のいずれかの形態を取る
ことが一般的です（図表2参照）。
投資にあたって投資優遇措置の適用を求める場合には、現
地法人を設立し適格投資プロジェクト（Qualified	Investment	
Project、以下「QIP」という）の登録を申請する必要がありま
す（図表3、5参照）。申請先は投資の内容により異なります。
QIP申請は会社設立手続きと合わせて行うケースが多いです
が、会社設立後に別途申請することも可能です。改正投資法
の施行に関する政令第111号（Decree111/2005/ANK/BK）の
ネガティブリストに記載されている「優遇措置の対象とならな
い投資事業」に該当しなければ基本的にQIPとしての優遇措置

が受けられます（図表4参照）。
QIP登録事業は図表3の税制優遇措置の対象となります。な
お、法人税の免除を受ける代わりに、製造・加工工程におい
て使用される新品または中古の有形固定資産価格の40％にあ
たる特別償却制度を適用することもできます（選択制）。
なお、QIPが各種優遇措置の適用を認められるには、年度ご
との「コンプライアンス証明書（Certificate	of	Compliance）」を
取得しなければならないとされています。
さらに、法人税の免除を受ける場合、免税利益から配当を
支払う際には追加の法人税が課税されるため注意が必要です。

3.	会計制度と会計監査

カンボジアの企業会計では、実質的に国際財務報告基準
（IFRS）が適用されています。ただし、金融機関の場合は、中
央銀行による規制（貸倒引当金など）も適用されるなど例外的
な取扱いがあります。
QIP事業は法令上、会計監査を受ける義務があります。一
方、非QIP事業は以下の要件のうち2つ以上を満たす場合には
会計監査を受ける必要があります。

■  年間売上 30 億リエル以上（約 75 万米ドル以上）
■  総資産 20 億リエル以上（約 50 万米ドル以上）
■  従業員数 100 人以上

なお、カンボジアの経済は高度にドル化しており、ほとんど
の取引は価格設定や決済が米ドル建てとなっています。

図表4　つづき

41． 家畜生産： 

41.1 　1,000頭未満の家畜飼育

41.2 　100頭未満の乳牛の酪農場

41.3 　10,000羽未満の養鶏場

42． 水産：

42.1 　5ヘクタール未満の淡水養殖場

42.2 　10ヘクタール未満の海水養殖場

43． 植林、植樹および野生動物農場：

43.1 　1,000ヘクタール未満の植林

43.2 　200ヘクタール未満の植樹

43.3 　100頭未満の野生哺乳類飼育

43.4 　500羽未満の野鳥飼育

43.5 　1,000匹未満の野生爬虫類飼育

※農林水産省は、上記第43項の各分類の定義を定めるものとする

44． 輸出用水産物および穀物ならびに作物製品の冷凍および加工： 

44.1 　投下資本が、500,000米ドル未満である輸出用水産物の冷凍および加工

44.2 　投下資本が、500,000米ドル未満である輸出用の各種穀物および作物製品の加工

45． あらゆる電気通信サービスについての付加価値サービスの提供

46． 不動産開発
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Ⅱ カンボジアの税制概要

1.	総論

カンボジアにおける税金は、2003年3月に成立した改正税
法（LALoT：Law	on	Amendment	on	the	Law	on	Taxation）
等により規定されています。
改正税法では3種類の課税方式が示されていますが、本稿で
は会社、支店、駐在員事務所に適用される実態課税制度（Real	
Regime、申告納税制度）を前提に解説します（図表6参照）。

主要な4種類の税目について月次申告が要請されている、個
人所得税について年間での確定申告の制度がない、源泉徴収
税の課税対象取引が多岐にわたるといった特徴があります。
なお、カンボジアは現在、日本を含むいずれの外国とも租
税条約を締結していませんが、ASEAN諸国との間では租税条
約の締結交渉が進んでいます。

2.	法人税

（1） 法人の所得に対する課税の仕組み
カンボジアでの法人の所得に関する課税は、法人税（Tax	on	

Profit）および最低税（Minimum	Tax）により行われます。所得
の種類による分離課税等の仕組みはなく、すべての所得が法
人税の対象となります。法人税の税率は20％ですが、実際の
納税額は法人税と最低税（収益・売上高の1％）のいずれか大
きい方となります。ただし、QIPの投資優遇制度の適用により
減免されるケースもあります。

図表6　カンボジアの主な税金

税目 税率 申告 備考

法人税 20%
月次 

および 
年次

課税所得がなくとも最低税（収
益の 1%）の課税がある。
QIP 事業では最長 9 年の免
税措置あり。

個人 
所得税

最高 
20% 月次

給料・賞与・手当のほか、付
加給付（フリンジベネフィット）
も課税対象となる。

付加価値 
税 (VAT) 10% 月次

インボイス方式
輸出は 0% 課税、日本の消
費税に相当。

源泉 
徴収税

4% ～ 
15% 月次

本来、税金そのものではなく、
税金の徴収制度・徴収方法の
名称である。
サービス取引に対し広く課税
される。

その他 ー ー
パテント税、関税、特定商品・
サービス税、不動産税、資産
譲渡税、など。

図表5　投資手続き

その他必要なライセンス、
建設許可等の取得

労働職業訓練省 
（労働登録）

オフィス契約

商業省（会社登記）

経済財政省（税務登録）

投資の決定

営業開始、工場建設

QIP申請
（経済特区外）

カンボジア投資委員会（CIB）へ
QIP 申請（※1）

カンボジア経済特区委員会（CSEZB）
または経済特区管理事務所へ QIP 申請

条件付投資登録証明書（CRC）の発行（※2）

最終投資登録証明書（FRC）の発行

CRCに記載された許認可、ライセンスの取得
・商業省（会社登記）
・経済財政省（税務登録）
・労働職業訓練省（労働登録）
・その他必要なライセンス、建設許可等

QIP申請
（経済特区内） QIP対象外

※1　投資額が 200 万米ドル以下の場合は、州・特別市投資小委員会（PMIS）に QIP 申請を行う。
※2　登録条件を満たさない場合は「非適合通知」が発行される。
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なお、今のところカンボジアにはグループ税制や連結納税
制度、組織再編に関する特別な税制はありません。

（2）  課税期間
課税期間は原則暦年です。ただし、外国親会社の持分比率
が51％超の会社は租税総局に一定の書類とともに申請し承認
を得ることで、課税期間を親会社と合わせる変更が可能です。

（3）  納税義務者の分類と課税所得の範囲
納税義務者は以下のようにカンボジア居住法人とカンボジ
ア非居住法人に分類されます。
法人税の課税範囲は、居住に基づいて決定されます。税務
上の居住法人は、全世界所得に対し課税される一方、非居住
法人はカンボジアでの所得のみが課税対象となります。従っ
て、カンボジア居住法人は、外国源泉所得をカンボジアでの
課税所得に含めなければならない点に留意が必要です（図表7
参照）。

（4） 課税所得の計算
① 益金の認識
原則として、収益はその対価の受領時期にかかわらず、発
生時・獲得時に認識します。財やサービスを提供する会社は
それらの供給時に収益を認識します。
居住者である納税者が分配した配当金は、その原資となっ
た利益が最低20%の税率で課税されている場合に限り、受領
者側では免税となります。

② 損金の認識
一般に、以下に記載する項目を除き、事業のための費用は
課税所得計算上も損金に算入できます。会社の役員やパート
ナー、納税者の家族などの関連当事者に支払った賃料、利息、
報酬、手数料であっても、その支払いが実際に提供されたサー
ビスの対価であることが証明でき、かつ、その支払額が合理
的である限りにおいて、損金に算入できます。
税法上の主な損金の調整項目は以下のとおりです。

■  減価償却費
■  棚卸資産
■  引当金、貸倒損失

■  交際費
■  寄附金
■  支払利息
■  関連当事者取引

③ 繰越欠損金
税務上の欠損金は5年間の繰越しが認められています。すな
わち、欠損金はその発生後5年間の課税所得と相殺し、当該事
業年度の利潤税額を減額することが可能です。
繰越欠損金は税務当局より一方的追徴課税を受けた場合は
無効となります。また、株主の変更や事業内容の変更により
無効とされる場合があります。

（5） 法人税率と最低税
法人税の確定申告書上、課税所得は以下のように計算され
ます。

課税所得＝会計上の税前損益±税務上の加減算項目－繰越欠損金

通常の事業法人については一律20%で課税されます（図表8
参照）。

カンボジアでは税収を安定的に確保する手段として、課税
所得の有無にかかわらず最低税（Minimum	Tax）を課す制度が
導入されています。具体的には、年間収益（付加価値税を除
く）×1%として計算される金額を納付する必要があります。
ただし、QIP事業では最低税は免税とされています。
また、課税所得に上記（5）の税率を乗じて計算された法人
税の金額がある場合には、最低税はその金額だけ減額され	
ます。

（6）  申告と納税の手続き
① 月次申告納付
会社（支店、駐在員事務所含む）は月間の総収益（付加価値
税除く）の1%に相当する金額を毎月、翌月15日（休日の場合
は翌営業日）までに申告納付する必要があります。QIPにより
法人税の免税措置を受けている間は納税額はゼロですが、申

図表8　 法人税率　

事業所得の種類 税率

下記以外の所得 20%

生命保険、損害保険または再保険業を行う保
険会社は、カンボジアで受領した総保険料収
入の 5% を課税。
非保険収益には標準税率の 20% が適用。

5%（20%）

石油または天然ガスの生産分与契約ならびに
木材、鉱石、金および宝石を含む天然資源の
開発からの課税所得

30%

免税期間中の QIP による課税所得 0%

図表7　納税義務者の分類　

分類 定義

カンボジア居住法人

・  カンボジアの国内法により設立さ
れ経営されている法人

・  主要な事業拠点をカンボジア国内
に有している法人

カンボジア非居住法人 ・  上記以外でカンボジアに恒久的施
設を有する法人
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告書の提出自体は必要とされています。この納付額は、課税
年度ベースで算定される法人税の一部前払いという位置付け
です。

② 年次確定申告納付
会社は課税年度終了日から3ヵ月以内に確定申告納付を行う
必要があります。確定申告税額と月次申告での納税済み額と
の差額を納付あるいは繰越します。

3.	源泉徴収税

カンボジアでのサービス提供や賃貸取引などに際して、代
金の支払者は受領者の法人税を前もって徴収し、納付する必
要があります。
しかし、カンボジアでは、契約上あるいは実務慣行上、代
金の受領者が源泉徴収されることに同意せず、結果的に代金
の支払者が実質的に納税額を自己負担せざるを得ないケース

が多い点に注意が必要です。
各月に源泉徴収された税金は翌月15日（休日の場合は翌営
業日）までに納税することとされています。カンボジアは日本
を含む他国とは一切租税条約を締結していないため、下記に
示す取扱いが租税条約により調整されるケースは存在しませ
ん（図表9参照）。

4.	個人所得税

（1） 個人の所得に関する課税の仕組み
カンボジアでの個人の所得に関する課税は、給与や付加給
付（福利厚生）に対して給与税（Tax	on	Salary）および付加給
付税（Fringe	Benefit	Tax）が課されるという仕組みになって
います。給与所得以外の個人所得に対しては法人税（Tax	on	
Profit）等が課されるケースがありますが、本稿では詳細な説
明は省略します。

図表10　給与税の課税範囲

滞在日数 住んでいる？
住居がある？ 判定 非居住者

免税要件 課税対象

1 183 日以上 ー 居住者 ー 全世界所得

2

182 日以下

該当する 居住者 ー 全世界所得

3
該当しない

非居住者 満たさない
カンボジア
源泉所得

4 非居住者 満たす なし

【非居住者免税要件】
◦ カンボジア非居住者である雇用主が給与等を支払っている
◦ カンボジアにおいて雇用主が管理する恒久的施設（PE）や事業拠点が給与等を負担しない

出典：KPMG カンボジア作成

図表9　源泉徴収税の対象取引と税率

■居住者への支払い（国内取引）に対する源泉徴収

支払項目 取引内容 税率

サービス料 マネジメント・サービス、コンサルティング・サービス、その他のサービスに対する支払 
修繕サービス、運送サービス、専門家サービス等も幅広く対象となる。 原則 15% ※

ロイヤルティ 無形資産ならびに鉱物資源の権益にかかるロイヤルティ 15%

支払利息 国内金融機関が受取者または支払者となる利息の支払を除く支払利息 15%

預金利息 国内の銀行または他の金融機関から居住者に支払われる預金利息 6% もしくは4%

リース料 動産および不動産の賃借料 10%

※ 支払先が実態課税制度のもとで税務登録しており、かつ、当該支払にあたり適切なタックスインボイスが発行されている場合は源泉徴収税は免税となる。

■非居住者への支払い（海外取引）に対する源泉徴収

支払項目 税率

利息 14%

ロイヤルティ、動産および不動産のリース料 14%

マネジメント・フィーおよび技術サービス料 14%

配当金 14%
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（2） 課税期間
給与税については、毎月の申告納付により納税手続が完結
します。年度での確定申告のような制度はありません。

（3） 居住者・非居住者の区分と課税範囲
カンボジアに住んでいるまたは主たる住居を構えている個
人、ならびに連続する12ヵ月間のうち183日以上カンボジア
に滞在する個人が居住者とされ、それ以外の個人は非居住者
とされます。入出国日もそれぞれ1日でカウントします。
カンボジアに通常滞在している家屋、アパート、寮を所有、
賃借、リースしている場合には「カンボジアに住んでいる」と
みなされます。また、「カンボジアに主たる住居を構えている」
かどうかは、経済的な拠点、滞在期間、滞在の特質、家族の
滞在場所、銀行口座、社会活動に参加している場所といった
要素に基づいた生活の実態により判定されます。したがって、
滞在日数が183日未満であっても税務当局から居住者として判
定され得るケースは多いと言えます。
課税の範囲は居住者・非居住者の区分に従い定められてお
り、また、非居住者については一定の場合に給与税が免税と
なる旨の規定があります（図表10参照）。

（4） 給与税の計算
給与（給料、報酬、賃金、賞与、時間外手当、その他の手
当）と付加給付は別の税率が適用されるため、毎月の課税所得
は別々に計算します。外貨建所得については、租税総局が毎
月公表する為替レートにより、リエルに換算して計算します。
居住者の月次の課税給与額は、カンボジア国内源泉給与と
国外源泉給与を合算し、以下の扶養控除を減算して算定し	
ます。

■  扶養控除対象者：被扶養配偶者（専業主婦に限る）および子
供（15 歳になる月まで、学生の場合は原則として 26 歳になる
月まで）

■  扶養控除金額：被扶養者 1 人あたり月額 75,000 リエル（約
19ドル）

在カンボジアの日系企業では、日本人駐在員の給与につい
て日本で勤務した場合と同等の給与手取額を保証している
ケース、あるいは給与税を会社負担としているケースもありま
す。そのような場合でも、実務上会社負担となった給与税部
分は課税対象給与に含まれないという取扱いとなっています
ので、タイやベトナムで行われているような、いわゆるグロス
アップ計算は不要です。
非居住者の課税給与額は雇用者からのカンボジア国内源泉
給与の支払のつど、その支払額となります。
給与税額は毎月の課税給与額に図表11の税率を適用して計
算されます。

（5） 付加給付税の計算
課税付加給付額は雇用者が従業員に提供した個々の物品や
サービスについて、それらの税込の市場価格の合計額として
計算します。

図表12　付加給付

課税対象となる付加給付

車両の私的利用

食事あるいは住居の提供（一定の場合を除く）

公共設備（水道・電気・電話）と使用人の費用負担

無利子または経済財政省が定める市場金利を下回る利率による
融資

値引き販売

従業員の業務内容と直接関連のないトレーニング費用

子女教育費の負担

生命保険料および健康保険料（地位や職務に関わらず全従業
員に対して支払われるものは除く）

合理性を欠く経費および従業員の職務上不必要な経費の負担

法律によって規定された上限を超える社会保険基金への拠出金

従業員の月給の 10% を超える年金基金への拠出金

接待・遊興・レジャー目的の費用の負担

その他雇用関係と関係のない活動にかかる費用の負担

出典：給与税に関する経済財政省令より

図表11　給与税の税率（2015年1月改正）

給与所得（リエル） 給与所得（USD）
（1USD=4,000リエル換算）

税率
(居住者)

 0 ～ 800,000  0 ～ 200 0%

 800,001 ～ 1,250,000  200 ～ 312 5%

 1,250,001 ～ 8,500,000  312 ～ 2,125 10%

 8,500,001 ～ 12,500,000  2,125 ～ 3,125 15%

 12,500,001 ～  3,125 ～ 20%

（例）  居住者の税率は超過累進課税であるため、月給 1,000USD、扶養控除なしの場合の税額は以下のように計算される。 
200USD × 0％ ＋（312ー200）USD ×５％ ＋（1,000ー312）USD × 10％＝74.4USD

■  非居住者のカンボジア源泉給与所得に対する税率は一律 20%である。

出典：KPMG カンボジア作成
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付加給付は雇用者がいつ負担するかにかかわらず、それら
が従業員に提供された月に課税されます。
付加給付税額は課税付加給付の市場価格の合計額に20%を
乗じて計算されます（図表12参照）。

（6） 申告と納税の手続き
雇用主は、毎月の給与・付加給付支給時に給与税・付加給
付税の源泉徴収を行い、翌月15日（休日の場合は翌営業日）ま
でに当該雇用主の所在地の税務当局に所定の申告書を提出し
納税します。
今のところ、従業員が自ら申告納税する手続きは実務上存
在しません。

5.	付加価値税

（1） 付加価値税のメカニズム
付加価値税（Value-Added	Tax,	VAT）は、カンボジア国内
において創生された付加価値を課税対象とする税金で、最終
的な負担者はそれら付加価値を含む物品やサービスの国内の
最終消費者です。ただし、その課税は、取引の過程で随時行
われ、納税義務者は、物品の販売やサービスの提供などを行
う事業会社（QIP企業含む）等ということになります。全体と
しての仕組みは日本の消費税とおおむね同じです。

（2） 税率と課税・非課税取引
① 国内取引および輸入取引
10％課税（経済特区等の優遇制度により、輸入取引が免税
となるケースもあります）

② 輸出取引および国外でのサービス提供、国際運送サービス
0％課税（最終消費者がカンボジア国外である場合には、通
常は輸入国側で付加価値税に相当する税金が課されることに
なります）

③ 非課税取引
以下の財・サービスの取引は付加価値税が非課税とされて
います。

■  土地
■  貨幣
■  公共郵便サービス
■  医療および歯科サービスならびにこれらのサービスに付随する

医療品および歯科製品の販売
■  完全国有の公共交通機関による旅客運送サービス
■  保険サービス
■  主要な金融サービス
■  関税が免税される個人使用目的での物品の輸入
■  経済財務省が認めた公共の利益のための非営利活動
■  大使館、領事館および国際機関等に関連する物品の輸入

（3） 納付額の計算
受取った付加価値税から同月に控除可能な仕入付加価値税
を差し引いた金額が納税額となります。
課税事業者が、自らの事業に利用するために他の課税事業
者から供給を受けた物品やサービスに対して支払った付加価
値税や、輸入者である課税事業者が自らの事業に利用するた
めに輸入した物品やサービスに対して支払った付加価値税は、
仕入税額控除の対象となります。
購入された物品やサービスが課税取引と非課税取引の両方
に利用される場合には、課税取引分のみが仕入税額控除の対
象となります（非課税取引については、当該課税事業者が最終
消費者という位置づけになるため、これに対応する仕入付加
価値税は自社が負担するべきものであり控除できません）。
なお、交際費（飲食代や住居費含む）や10人乗り以下の乗用
車、一定の石油製品の購入または輸入に係る支払付加価値税
は原則として仕入税額控除の対象となりません。
仕入税額控除は後述の要件を満たすタックスインボイスま
たは輸入通関書類に基づいてなされる必要があります。なお、
輸入通関書類は課税事業者名が引受人または輸入者となって
おり、輸入時の付加価値税支払額が記載され、税関により認
証されていなければなりません。

（4） 申告と納税の手続き
事業者は月次付加価値税申告書を翌月20日（休日の場合は
翌営業日）までに税務当局に提出し納税します。ただし、輸入
取引については通関時に税関に対し輸入付加価値税を申告し
納付します。
当月の仕入税額控除額が受取付加価値税額を上回る場合（控
除余裕額が生じている場合）、以下のような取扱いが可能です。

■  過去の期間にかかる未納付付加価値税に充当する。
■  翌月以降に繰り越す。

控除余裕額が3ヵ月以上繰り越されている場合には還付請求
ができます。また、輸出事業者で一定の要件を満たす場合に
は、3ヵ月以上繰り越されるのを待たず、毎月還付請求するこ
とができます。
還付申請を行うと付加価値税に関する税務調査等のいく
つかのステップを経て還付がなされます。しかし、実際に還
付金が入金されるまでには半年以上を要することも多くあり	
ます。

（5） タックスインボイス
付加価値税登録事業者は、付加価値税課税事業者への売上
時には通し番号の入ったタックスインボイスを発行しなければ
なりません。
タックスインボイスは物品の出荷またはサービスの提供ある
いは代金の支払い後7日間以内に発行する必要があります。付
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加価値税の支払いは適切なタックスインボイスに基づいて行
われなければなりません。
なお、付加価値税非課税事業者への売上時にはタックスイ
ンボイスではなく、コマーシャルインボイスやその他の証憑を
発行しなければなりません。また、これらのタックスインボイ
ス以外の証憑に対しても（タックスインボイスとは別の）通し
番号を付す必要があります。
タックスインボイスは”Value	Added	Tax	Invoice”という表
題で、以下の内容を含むべきとされています。

■  販売者の社名および付加価値税登録番号
■  発行日
■  買い手の付加価値税登録番号
■  買い手または買い手の従業員、買い手の代理人の名前
■  物品またはサービスの数量、内容、販売価格
■  特定商品サービス税および付加価値税を除く合計金額
■  課税標準合計額（上記の合計金額と異なる場合のみ）
■  付加価値税の金額
■  物品またはサービスが提供された日付（インボイスの発行日と

異なる場合のみ）

なお、小売業で買い手のほとんどが付加価値税登録事業者
ではない場合は、タックスインボイスに代えて、キャッシュレ
ジスターのレシート等を発行することができます。

【バックナンバー】
メコン流域諸国の投資環境

「第 1 回　ミャンマーの投資関連法規」
（KPMG Insight　Vol10/Jan 2015）
「第 2 回　ミャンマーの税法の概要」
（KPMG Insight　Vol.11/Mar 2015）

カンボジア投資ガイド 2014 年（英語版）のご案内

カンボジアへの進出を検討されている、あるいは事業展開
されている企業の皆様に、現地での事業活動に役立つと思
われる投資、税法、労務等について情報提供しています。
ご入用の場合は、あずさ監査法人 GJP（03-3266-7543）
または、CountryDesk@jp.kpmg.com までご連絡ください。

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 カンボジア
プノンペン事務所
マネジャー　田村　陽一 
TEL: +655（23）216-899
ytamura1@kpmg.com.kh

メコン流域諸国の税務（第 2 版） 
タイ・ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー 

2014 年10 月刊
【編】  KPMG/ あずさ監査法人
【監修】藤井　康秀
中央経済社
570 頁　6,200 円（税抜）

メコン流域諸国はASEANの中でも成長目覚ましく、日本企業
の投資も急増しています。一方で、これら諸国での税務上のリ
スクも重要課題となってきています。そのため、投資国の税務
についての詳細な情報を入手して、十分に備えることが必要で
す。第2版では、初版で取り上げたタイ、ベトナム、カンボジア、
ラオスのほかにミャンマーを加え、5ヵ国を対象として、現地で
の経験と実務を踏まえ、税務・投資情報を体系的にわかりやす
く解説しています。 

本書の特徴
☑  各国の税法を網羅的にかつ体系的に整理
☑  実務に基づく解釈と留意点を詳細かつ明確に解説
☑  理解を補助するための豊富な図解
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フィリピンの税務実務－個人所得税の基礎と留意点－
KPMG		フィリピン　マニラ事務所
プリンシパル	 遠藤　容正
マネジャー	 山本　陽之
有限責任	あずさ監査法人　フィリピンデスク
マネジャー	 矢冨　健太朗

フィリピンでは、フィリピン居住者か非居住者かにかかわらず、フィリピン国
内での雇用や事業によってフィリピン国内源泉所得を得ている個人は、原則と
して、個人所得税の課税対象となります。そのため、フィリピンの子会社等に
駐在員を派遣している場合、一般に、駐在員はフィリピンで個人所得税を納付
する義務を有することになります。
本稿では、フィリピンの個人所得税の制度について概説したうえで、駐在員の
給与所得にかかわる個別論点、特に親会社から駐在員に支給される給与（いわ
ゆる親会社支給分）にかかる税務上の取扱い、現地従業員を関与させない申告・
納税の仕組み、親会社支給分をフィリピン子会社等へ付け替えない場合の論点、
日系企業の納税実態と税務当局の課税スタンスについて説明します。
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
りいたします。

	

【ポイント】
◦		フィリピンでは、国籍や居住性によって課税対象所得および税率が決まる。
◦		フィリピン子会社等を通さずに日本の親会社から日本の個人口座に直接振
り込まれる給与や手当についても、フィリピンでの労働の対価である限り、
フィリピンで課税対象になる。

◦		日本人駐在員と現地従業員の給与格差が大きい場合、現地従業員との軋轢
の回避、駐在員の保安上の理由などから、現地従業員を関与させない申告・
納税を行うケースが多い。

◦		親会社支給分をフィリピン子会社等へ付け替えない場合、損益上のゆがみ
が生じ、親会社の法人税の課税所得計算上も、当該人件費の損金性につい
てリスクを抱える可能性がある。

◦		フィリピン内国歳入庁は、2015 年度の徴税目標を昨年度より大きく増加
させており、また、脱税対策の強化を重点目標の 1つとしている。
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Ⅰ フィリピンの個人所得税の概要

1.	納税義務者と課税対象所得

フィリピンでは、国籍や居住性によって、図表1のように課
税対象所得および税率が決まります。外国籍の非居住者につ
いては、滞在期間が180日を超えるか否かで取扱いが異なる点
に留意が必要です。なお、日比租税条約に定められる免除規
定の要件をすべて満たす者については、フィリピンでの個人
所得税の納付義務が免除されます。

2.	居住性の判定

一時的な滞在ではなく、実質的にフィリピンに所在している
外国人はフィリピンの居住者となります。一時的な滞在か否か
は居住期間や目的によって判断されます。
ただちに遂行可能な特定の目的のために来比し、当該業務
終了後出国する意思が明確である場合、当該個人は一時的な
滞在者となります。一方、出国時期が明確でなく、滞在期間
が延長される可能性がある場合、居住者となります。また、
実務上、2年以上滞在しているもしくは滞在予定の外国人は居
住者とされます。

3.	課税対象期間と課税所得計算

課税対象期間は1月1日から12月31日の1年間となります。	
また、税金計算の基礎となる課税純所得（Net	Taxable	In-
come）は総所得（Gross	Taxable	Compensation	Income）から人
的控除や保険料控除等の所得控除（Total	Deductions）を差し
引いて計算されます。そして、課税純所得に対し所定の税率

を乗じ、個人所得税額を計算します。なお、給与所得に対し
て経費控除は認められておらず、人的控除、扶養控除、保険
料控除が認められています。所得控除は図表2に示すような内
容になります。

また、給付が少額であること等を理由に課税所得に算入さ
れない項目が定められています。これらは一般的には現地従
業員を対象とすることが想定されますが、駐在員へ支給した
場合も同様に課税所得に算入されない項目となります（図表3	
参照）。

図表1　納税義務者と課税所得

納税義務者 課税対象所得 税率

フィリピン国籍の 
居住者

全世界所得 5 ～ 32%

フィリピン国籍の 
非居住者

フィリピン国内 
源泉所得

5 ～ 32%

外国籍の居住者 フィリピン国内 
源泉所得

5 ～ 32%

外国籍の非居住者 
（暦年での年間滞在
期間180日超）

フィリピン国内 
源泉所得

5 ～ 32%
⇒  短期滞在者の免

除規定あり※

外国籍の非居住者 
（暦年での年間滞在
期間180日以下）

フィリピン国内 
源泉所得

一律 25%
⇒  短期滞在者の免

除規定あり※

※短期滞在者の免税規定（日比租税条約）
≪以下の要件をすべて満たす場合に免税される≫
 ・  滞在期間が暦年で合計 183 日を超えないこと。
 ・  報酬がフィリピン居住者である雇用者または当該雇用者

の代理者から支払われていないこと。
 ・  フィリピン国内の恒久的施設または固定的施設によって

負担されていないこと。

図表2　所得控除の内容

控除項目 内容

人的控除 50,000 ペソ

扶養控除 扶養者 1 人につき25,000 ペソ（最大 4 名ま
で）。
扶養者とは、21 歳未満で未婚かつ所得を有し
ていないもの、および心身障害者で納税者と
生計を一にするものを言う。

経費控除 総所得の 40％（給与所得者は除く）。

保険料控除 自身または家族を被保険者とする生命保険な
どで、家族合計 2,400 ペソまたは月額 200
ペソを超えない保険料。
ただし、家族の合計所得が 250,000 ペソを
超えていないこと。

マニラ

バギオ
フィリピン

マレーシア

ブルネイ
インドネシア インドネシア

ダバオ

セブ

サンボアンガ

フィリピンの税務実務－個人所得税の基礎と留意点－
KPMG		フィリピン　マニラ事務所
プリンシパル	 遠藤　容正
マネジャー	 山本　陽之
有限責任	あずさ監査法人　フィリピンデスク
マネジャー	 矢冨　健太朗

フィリピンでは、フィリピン居住者か非居住者かにかかわらず、フィリピン国
内での雇用や事業によってフィリピン国内源泉所得を得ている個人は、原則と
して、個人所得税の課税対象となります。そのため、フィリピンの子会社等に
駐在員を派遣している場合、一般に、駐在員はフィリピンで個人所得税を納付
する義務を有することになります。
本稿では、フィリピンの個人所得税の制度について概説したうえで、駐在員の
給与所得にかかわる個別論点、特に親会社から駐在員に支給される給与（いわ
ゆる親会社支給分）にかかる税務上の取扱い、現地従業員を関与させない申告・
納税の仕組み、親会社支給分をフィリピン子会社等へ付け替えない場合の論点、
日系企業の納税実態と税務当局の課税スタンスについて説明します。
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
りいたします。

	

【ポイント】
◦		フィリピンでは、国籍や居住性によって課税対象所得および税率が決まる。
◦		フィリピン子会社等を通さずに日本の親会社から日本の個人口座に直接振
り込まれる給与や手当についても、フィリピンでの労働の対価である限り、
フィリピンで課税対象になる。

◦		日本人駐在員と現地従業員の給与格差が大きい場合、現地従業員との軋轢
の回避、駐在員の保安上の理由などから、現地従業員を関与させない申告・
納税を行うケースが多い。

◦		親会社支給分をフィリピン子会社等へ付け替えない場合、損益上のゆがみ
が生じ、親会社の法人税の課税所得計算上も、当該人件費の損金性につい
てリスクを抱える可能性がある。

◦		フィリピン内国歳入庁は、2015 年度の徴税目標を昨年度より大きく増加
させており、また、脱税対策の強化を重点目標の 1つとしている。
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4.	税率

フィリピン国籍の居住者、フィリピン国籍の非居住者、外国
籍の居住者、および外国籍の非居住者のうち暦年での年間滞
在期間が180日超のもの（図表1参照）に対しては、5%～ 32%
の累進税率が適用されます（図表4参照）。

一方で、外国籍の非居住者で滞在期間が180日以下の者に対
しては、総所得に対して25%の税率（フラットレート）が適用
されます。また、その他特定の法人の外国人従業員に対して
は15％の税率が適用されます（図表5参照）。

5.	申告と納税手続

フィリピン国籍者で給与所得のみの場合は、給与の支給元
が1社のみで、適切に源泉徴収が行われていることを前提とし

て、年度末の確定申告が省略されます。
一方、駐在員の給与所得者は、月次の給与支給時に源泉徴
収を行うとともに、通常は年度末に確定申告を行うことにな
ります。なお、ビザを更新する際に年度末の確定申告書の提
出が義務付けられています。源泉徴収は、毎月末日から原則
10日以内に源泉徴収額を計算し、源泉徴収申告書（BIR	Form	
1601	-	C）を作成後、申告・納税を行います。
また、確定申告は、課税年度の翌年の4月15日までに確定
申告書（BIR	Form	1700）を作成し、提出とともに納税を行い
ます。その際に、給与支給時の源泉徴収額と年税額の差額を
精算します。

図表3　 課税所得に算入されない項目（De Minimis Benefits）

控除項目 内容

有給休暇買取分 暦年で 10 日まで

従業員の扶養者に対する医療目的の現金
手当 半年につき 750 ペソ、あるいは 1ヵ月につき 125 ペソ

米補助金 1ヵ月につき 1,500 ペソ

ユニフォーム手当 年間 4,000 ペソ

医療代補助 年間 10,000 ペソ

洗濯代手当 1ヵ月につき 300 ペソ

従業員の業績達成報奨金 年間 10,000 ペソ

残業および深夜勤務の食事手当 地域ごとの最低賃金の 25％

13 ヵ月目給与およびその他の手当 30,000 ペソまでの 13 ヵ月目給与およびクリスマスボーナス

図表4　累進税率

課税純所得 税率（税額計算）

 0 ～ 10,000 ペソ    5%

 10,001 ～ 30,000 ペソ  500 ペソ ＋ 10,000 ペソを超える部分 × 10%

 30,001 ～ 70,000 ペソ  2,500 ペソ ＋  30,000 ペソを超える部分 × 15%

 70,001 ～ 140,000 ペソ  8,500 ペソ ＋   70,000 ペソを超える部分 × 20%

 140,001 ～ 250,000 ペソ  22,500 ペソ ＋  140,000 ペソを超える部分 × 25%

 250,001 ～ 500,000 ペソ  50,000 ペソ ＋  250,000 ペソを超える部分 × 30%

 500,001 ～ ペソ  125,000 ペソ ＋  500,000 ペソを超える部分 × 32%

図表5　その他の税率

納税者 補足 税率

フィリピン内で事業に従事していない外国籍の非居住者 フィリピンでの滞在期間が暦年で 180 日以下の者 25%

地域統括本部（Regional or Area Headquarters）あるいは地域
事業統括本部（Regional Operating Headquarters）の従業員 外国人従業員と同様に、雇用契約があり、外国人従業員

と同様のポジションに就くフィリピン人にも適用される。 15%オフショアバンクユニットの従業員

石油関連企業の従業員
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Ⅱ 駐在員給与の個人所得税にかかわる	
論点

1.	親会社支給分の税務上の取扱い

フィリピンに居住し、フィリピン子会社等で就労する典型的
な駐在員の場合、当該駐在員に支給される給与に対する個人
所得税は一般に図表6で示すような取扱いになります。
ここでのポイントは、フィリピン子会社等を通さずに日本の
親会社から日本の個人口座に直接振り込まれる給与や手当に
ついても、フィリピンでの労働の対価である限り、フィリピン
で課税対象になるという点です。端的に言うと、給与がフィ
リピンで払われたかではなく、対象となる個人がフィリピンで
働いた所得かどうかで判断されます。親会社支給分について、
会社間での付け替え処理を行わなかった場合、通常はフィリ
ピンでの源泉徴収は実施されません。

一方で、フィリピン子会社支給分については、支給時に源
泉徴収が行われることになります。年度末の確定申告におい
ては、親会社支給分とフィリピン子会社支給分の所得を合算、
年税額を計算のうえ、既に源泉徴収により支払った税額を控

除して、確定申告での納税額が算出されます。

2.	現地従業員を関与させない申告・納税の仕組み

日本人駐在員と現地従業員の給与格差が大きく、現地従業
員との軋轢の回避、駐在員の保安上の理由などから、駐在員
に対してフィリピン子会社等を通じた給与の支払いを少額に
し、大部分の給与を親会社から支給する実務が多く見られま
す。一方で駐在員の個人所得税の確定申告を現地従業員が担
当してしまうと、親会社支給分の給与が現地従業員の知ると
ころとなってしまいます。このような状況を避けるため、実務
上、親会社支給分を含む年度末の確定申告・納税を、現地従
業員を介さずに行う方法が必要とされます（図表7参照）。

具体的には、図表8に示すように、会計事務所等を利用し確
定申告と納税を代行してもらう方法が一般的に用いられてい
ます。ただし、こちらはあくまでも一例であり、企業によって
様々なやり方がとられていますので、ご留意ください。ポイン
トは、現地従業員の関与がなく、また確定申告のための納税
資金が現地子会社等の銀行口座を通らず納税されるという点
です。

図表6　 フィリピン子会社等で就労する典型的な駐在員の
ケース

給与支給元 課税の有無 源泉徴収の有無 確定申告

親会社支給分 通常は課税
対象 源泉徴収なし※ 親会社支給分

と子会社等支
給分を合算申
告

フィリピン子
会社等支給分 課税対象 給 与支 給 時 に

源泉徴収あり
※親会社と子会社等間で給与の付け替え処理がないことを前提

図表8　計算・納税に現地従業員を関与させない仕組み

注：本フローは一例であり状況に応じて他のフローも利用される。

日本

フィリピン

ステップ① 
フィリピン子会社支給分に関する情報（月次で支払われた源泉徴収に関する情報を
含む）および駐在員の個人情報（給与計算に必要なもの）を駐在員から会計事務所
等へ提供する。複数の駐在員がいる場合、窓口担当者を決めて、情報を集約する方
法が一般的。

ステップ② 
親会社支給分に関する情報を親会社の人事部から直接、もしくは駐在員経由で会計
事務所等に提供する。

ステップ③ 
会計事務所等でフィリピン子会社等支給分と親会社支給分を合算し個人所得税の年
税額を計算し、駐在員担当者に連絡する。駐在員担当者は納税額を親会社へ連絡す
る。

ステップ④
親会社は、駐在員および会計事務所等と年税額を確認のうえ、会計事務所等の指定
口座（特別口座）へ納税額を振り込む。

ステップ⑤
会計事務所等が会社を代行して必要な税務申告と納税を行う。

現地従業員はこのフローに関与しないため、駐
在員の親会社支給分の給与情報を秘匿できる。
通常は合算申告をしていることも知らせない。

会計事務所等

税務当局

駐在員子会社等

親会社

図表7　給与支給元ごとの一般的な納税手順

給与支給元 源泉徴収 確定申告

親会社支給分 源泉徴収なし※

計算・納税に現 地
従業員を関与させな
い仕組みで対応

フィリピン子会社等
支給分

通常は、現地従業
員が計算・納税を実
施

※親会社と子会社等で給与の付け替え処理がないことを前提
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3.		親会社支給分をフィリピン子会社等へ付け替えない	
場合の論点

本来、フィリピン子会社等のために提供された労働の対価
は、フィリピンの子会社等の費用として計上されるべきではあ
りますが、駐在員の給与情報の秘匿の観点から、親会社支給
分をフィリピン子会社等へ付け替えず、また、個人所得税の
申告・納税に現地従業員を関与させない方法がとられること
が多くあります。
フィリピンの子会社等に付け替えを行わなかった場合、当該
人件費は、親会社の損益計算に含まれ、かつ課税所得計算に
も含まれることになるため、損益上のゆがみが生じ、親会社
の法人税の課税所得計算上も、当該人件費の損金性について
リスクを抱える可能性があります。
この点について、法人税基本通達9	-	2	-	47によると、出向
元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出
向者に対して支給した給与の額は、当該出向元法人の損金の
額に算入できるとされています。損金性を確保するためには、
較差補てんである必要があり、較差補てんと認められない部
分については、寄付金と認定され、追加納税が生じるおそれ
がある点に留意が必要です。

4．個人所得税の納税実態と税務当局の課税スタンス

前述のとおり、親会社支給分については、フィリピン子会社
等を通さず本社から日本にある対象者の個人口座に直接振り
込まれるフローがとられています。そのため、フィリピンの税
務当局からは通常は見えない取引となり、過去には、日系企
業の納税意識が低かった時代がありました。また、フィリピン
の税務実務について、必ずしも理解が浸透しておらず、意図
せずに納税を行っていなかった企業もありました。しかし、近
年はコンプライアンス意識の向上や、本社人事部や経理部で
ノウハウが蓄積されてきたことなどから適切に納税を行ってい
る企業が一般化しています。ただし、中堅・中小企業を中心
にまだ納税が定着していないと思われる状況もあり、一刻も早
い対応が望まれます。
現在、税務当局は駐在員の個人所得税について積極的に税
務調査を行っている状況はありません。また、法人所得税の
税務調査時に、駐在員の個人所得税の申告・納付状況につい
て、確認をとっている状況も見られません。しかしながら、
フィリピン内国歳入庁は、2015年度の徴税目標を当初約1兆
7,210億ペソと設定し、昨年度の徴税目標である約1兆4,560億
ペソよりも大きく増加させています。また脱税対策の強化を重
点目標の1つとしています。まだ納税を行っていない企業は、
税務当局の姿勢が積極化する前に納税を開始することが望ま
れます。

【バックナンバー】
「フィリピンの移転価格税制」
（AZ Insight Vol.57/May 2013）
「フィリピンの税務実務　第 1 回　最終源泉税の基礎と最
近の動向」

（KPMG Insight Vol.6/May 2014）
「フィリピンの税務実務　第 2 回　法人所得税の基礎と
PEZA 登録企業への課税動向」

（KPMG Insight Vol.7/Jul 2014）
「フィリピンの税務実務　第 3 回　税務調査の概要と実態」
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シンガポール新移転価格ガイドラインと	
企業における移転価格対応
KPMG税理士法人　国際事業アドバイザリー
パートナー　水野　正夫

KPMGシンガポール　グローバル移転価格サービス
マネジャー　森下　良太

2015年1月6日、シンガポール内国歳入庁（IRAS）は、従前公表されていた移
転価格ガイドラインをベースとした改訂版移転価格ガイドラインをリリースし
ました。改訂版ガイドラインの発行を通じ、IRASは移転価格ガイドラインの具
体化および明確化だけではなく、移転価格調査の実施とペナルティの設定を通
じて納税者の移転価格コンプライアンス対応を促進させることを狙いとしてい
るようです。一方で小規模取引や所得移転リスクの低い取引については、納税
者の負担を減らす必要性を認識した内容となっています。
本稿では、改訂版ガイドラインのポイントを中心に、シンガポール企業におけ
る移転価格対応の留意事項について解説しました。また、今後の産業構造の変
化も予測されるなかで、日系企業の望ましい移転価格対応についてもコメント
しています。
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】
◦		同時文書化の定義が明確化され、シンガポール企業においては移転価格文
書化対応の重要性が高まっている。

◦		移転価格文書作成に係る免除要件も明確化されているが、実際に調査され
た場合には、独立企業間価格の証明が必要となる。

◦		ASEANの移転価格リスク管理については、本社・シンガポールハブ拠点
の移転価格ポリシーも含めた検討を行うことが重要である。
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海外トピック⑤ − シンガポール

Ⅰ はじめに

2015年1月6日、シンガポール内国歳入庁（以下、「IRAS1」）
は従前公表されていた移転価格ガイドラインをベースとした
改訂版移転価格ガイドライン（以下「改訂版ガイドライン」ま
たは「本ガイドライン」という）をリリースしました2。
このシンガポールにおける移転価格税制は2006年2月の移
転価格ガイドライン3の発行が端緒となります。その後、2008
年7月にIRASより移転価格調査に関連する事項が記載された
移転価格コンサルテーション4がリリースされ、2008年10月に
は事前確認制度（APA5）に関するガイドライン6が、また2009
年2月には関連者間ローンおよび役務提供取引に係るガイドラ
イン7が発行されました。

2014年9月1日には改訂版ガイドラインのベースとなる改訂
草案が公表されました。本改訂草案は移転価格同時文書化に
関する新たな指針が示されたものでしたが、今般リリースされ
た改訂版ガイドラインは、これまでの上記4つの移転価格ガイ
ドラインを統合し、移転価格同時文書化に関する指針も含め
たより幅広い範囲をカバーした内容となっています。
本ガイドラインが本年1月6日に発行されたことから、移転
価格同時文書化については2015年11月30日を申告期限とする
事業年度（2014年に期末をむかえた事業年度）を対象とした作
成が求められると解されます。

Ⅱ シンガポールの移転価格ガイドライン
改訂の背景

シンガポール移転価格ガイドラインが改訂された背景には、
2013年7月に発表された、OECDによる「税源浸食と利益移転
（BEPS）に関する行動計画」のリリース、およびIRASによる納
税者に対しての移転価格コンプライアンス対応要請の高まり
が挙げられます。
前者のBEPSは、OECDとG20のうちOECD非加盟国8ヵ国
で議論が行われている国際的税務トピックです。シンガポー
ルはG20でもなくOECD加盟国でもありません。しかしながら
シンガポール企業の多くの取引相手国はこれらの国であるた
め、IRASとしても決して看過できるトピックではありません。
また、シンガポールの経済構造の特性上8、BEPS行動計画に
より提言される事項については、シンガポールの公正な租税
原則に対するコミットメントを国際社会へ意思表示していくた
めに、今後もシンガポール移転価格ガイドラインに適宜反映さ
れていくものと考えられます。
また、後者のIRASによる移転価格コンプライアンス対応へ
の要請の高まりについては、2006年の移転価格ガイドライン
公表後も納税者の移転価格文書化作成率が芳しくないことが
IRASの調査を通じて明らかとなり、この事態を重くみたIRAS
が今般の改訂版ガイドラインのリリースを、2015年に予定さ
れているBEPSの最終提言を待たずに決断したものと考えられ
ます。
シンガポールは低税率国（17%）であり、また各種インセン
ティブ（RHQ9、IHQ10、FTC11、GTP12等）を整備しているこ
とから、IRASは、特別な注意を払わなくとも納税者の国外へ
の恣意的な所得移転はないであろうという姿勢であると誤解

1	 	Inland	Revenue	Authority	of	Singapore
2	 	IRAS	e-Tax	Guide	-	Transfer	Pricing	Guidelines	,	Second	Edition,	Inland	Revenue	Authority	of	Singapore	
http://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedfiles/e-Tax_Guide/etaxguide_Transfer_Pricing_Guidelines_(Second_Edition)_2015_01_06.pdf

3	 	IRAS	CIRCULAR	-	Transfer	Pricing	Guidelines
4	 	IRAS	CIRCULAR	-	Transfer	Pricing	Consultation
5	 	Advance	Pricing	Agreement
6	 	IRAS	SUPPLEMEMTARY	CIRCULAR	–	Supplementary	Administrative	Guidance	on	Advance	Pricing	Arrangements
7	 	IRAS	SUPPLEMEMTARY	e-Tax	Guide	-	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Related	party	Loans	and	Related	Party	Services
8	 	シンガポールの移転価格を考えるうえで、その産業構造の変遷を理解することが今後の移転価格対応を考えるのに有用であると考えるため概観を
記載します。シンガポールは 1965 年にマレーシアから分離独立した国家で今年が 50 周年の節目となります。独立以前はマレーシア市場で海外か
らの輸入品を販売するビジネスが主流でしたが、独立によりマレーシア市場を失ったことで、シンガポールは輸出国としての経済発展の道を選択
し、独立国家としての道を歩むこととなります。独立後は外資系企業の誘致のためのインセンティブや整備された投資環境（インフラ、労働力、
政治的安定性、地政学的優位性等）をベースに発展し、70 年代後半には、これまでの輸入立国から製造業を中心とした産業構造へと変貌を遂げ
ました。しかしながら、シンガポールは日本よりも天然資源も人的資源も限定的な国であるため、限られた資源のなかでより高い経済成長率を見
込むために、さらに産業構造を高度化させる必要がありました。そこで、1980 年代からはアジア諸国に対する金融サービスの提供拠点となる金
融センターとしての外資系企業誘致に取り組みました。また、更なる高付加価値産業を誘致するため、グローバル企業の研究開発拠点や、より高
度な付加価値サービスを提供するビジネスの誘致に取り組むなど、いかにシンガポールの限定的資源を用いて効率的な経済発展を遂げるかという
観点に立った政策が継続的に採られています。

9	 	Regional	Headquarters	Award
10	International	Headquarters	Award
11	Finance	and	Treasury	Centre	Award
12	Global	Trader	Programme
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されがちですが、実はそうではありません。なぜならアジア地
域にはシンガポールを超える優遇税制を敷いている国も存在
し、また、シンガポールも日本と同様に少子高齢化という構造
的な社会問題に直面していることにより、シンガポールの歳入
を考えるうえではGST（Goods	and	Services	Tax）とともに移転
価格についても無関心ではいられないためです。

Ⅲ 改訂版移転価格ガイドラインの	
要旨について

本ガイドラインはシンガポール所得税法（Income	Tax	Act）
Section	34D（独立企業原則）をベースとしています。なお、関
連者間取引に係る納税者の税務所得が独立企業原則を下回る
場合においては、IRASは増額調整を行う旨を述べています（パ
ラ7.10）。
本ガイドラインの発行により、移転価格ガイドラインの明確
化のみならず移転価格調査の実施および情報記録要請の不履
行に基づくペナルティの設定13（パラ6.22(b)）を通じて納税者
の移転価格コンプライアンス対応を促進させることを狙いとし
ているというIRASの発言もあります。一方で小規模取引や所
得移転リスクの低い取引については納税者の負担を減らす必
要性を認識した内容となっています（パラ6.16）。
以下に、従前のガイドラインと比較し、明確にされた8つの
ポイントについて解説します。

1.	移転価格同時文書化の定義

移転価格同時文書化が本ガイドラインにおける大きな改訂
ポイントであり、これによりシンガポールの納税者には文書化
の作成が義務付けられることとなりました。
移転価格同時文書化の定義として、今回のガイドラインには
草案と同様に以下のような文言で定義されています（パラ6.6）。

Contemporaneous TP documentation refers to documentation 
and information that taxpayers have relied upon to determine 
the transfer price prior to or at the time of undertaking the 
transactions.

すなわち、関連者間取引開始前またはその時点において作
成された文書を同時文書として認めるということです。ここに
は、関連者間取引が開始される前に移転価格に関する検討を
行っておくことを納税者に要請する当局の姿勢が表れている
と考えられます。しかしながら、実務上は検証対象期間の開

始前に同時文書化を行った場合はその期間の中途に事業売却
や買収および検証対象者における機能の追加／変更などの予
見できない事態が発生したときに移転価格文書への反映がで
きないことから、その取扱いについては不明瞭であり、今後の
当局の実務上の動向を観察する必要があります。ただし、納
税者の負担を勘案し、税務申告期限までに作成した移転価格
文書についても同時文書化として認める旨の記載があるため
（パラ6.8）、納税者は移転価格ポリシーを策定し、検証対象期
間が終了した後から税務申告期限までに移転価格文書を作成
することがIRASの要求をクリアする望ましい対応であると考
えます。
IRASから文書化提出要請があった場合には30日以内に提出
しなければなりません（パラ6.22(b)）。また、同時文書化作成
後も毎年の実績値について検証を行うことは必要であると解
されます14。また、事業に大きな変更が生じた場合にも文書化
の見直し／更新が求められます。なお、事業に変更がなく移
転価格リスクが僅少と思われる場合においても、少なくとも3
年に一度は定期的な更新を行うことが求められています（パラ
6.22(c)）。
本ガイドラインにおいては、移転価格文書化により納税者の
移転価格が独立企業間価格であることを証明できない場合に
は、①移転価格の所得増額調整（シンガポールにおける課税）、
②相互協議の不受理、③APA申請の不受理といった不利益を
被る可能性が示唆されています（パラ6.21）。この記載はシン
ガポール特有のもので本ガイドラインでの1つの大きな特徴と
いえます。

2.	記載要請事項の拡大

これまでのガイドラインでは、移転価格文書にはシンガポー
ル法人（外国法人の支店含む）に関する記載のみが求められて
いましたが、本ガイドラインでは適切（adequate）な移転価格
文書として認められるために、グループに関する以下の情報を
記載することが新たに求められることとなりました（パラ6.10）。

■  グループのグローバル事業の概要
■  グループの組織構造
■  グローバル事業活動の性質
■  グループ移転価格ポリシー　等

また、グループ事業に関してはシンガポールの納税者に関
連する以下の内容の記述が求められています（パラ6.11）。

13		Income	Tax	Act	94(2)	に基づき、IRAS の要請した移転価格文書を提出できない場合、1,000 シンガポールドル以下の罰金または 6ヵ月以下の懲役	
が課される可能性があります。

14		IRAS は納税者の財務分析および経済分析が依然として正確である点について定期的に検証することを要求しています（パラ 6.22(c)）。
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■  世界的な組織構成、シンガポールの納税者と取引を行う国外
関連者の所在地および所有割合

■  グループが従事する事業、製品とサービス、地域別市場およ
び主要競合他社

■  業界の状況、市場、グループが活動する分野の規制および経
済状況

■  事業再編、買収、子会社の売却等、近年のあらゆる重要な変
遷を含むグループの事業モデルおよび戦略

■  無形資産およびそれを法的に所有する関連者のリストを含む事
業利益の重要な推進力

■  製品およびサービスのサプライチェーンを示す図が含まれる主
要な事業活動およびグループ内の各社の機能

■  関連者間における事業の関係性（提供されるサービス、販売さ
れる商品、事業の開発、無形資産の所有または開発、資金調
達等）

3.	移転価格算定手法に関する諸事項の明確化

本ガイドラインでは、移転価格算定に関する諸事項につい
ても以下のように明確な指針が記載されました。

■  包括検証または取引単位検証（個別検証）の検討について、
各取引の関係性が強く、比較可能性の高い場合は包括検証の
検討が可能となった（パラ 5.25-5.26）。

■  複数年度データの使用については、製品ライフサイクルや長期
契約等の観点から、比較可能性を高める場合に複数年度検証
を検討／実施する必要がある（パラ 5.27）。

■  損失を計上している納税者については、基本的には独立企業
原則に基づくプライシングがなされているとは考えられない。ス
タートアップや経済状況、市場戦略等の理由で納税者が損失
を計上している場合には、同様の状況下にある非関連者につい
て根拠資料を提示のうえ、証明する必要がある（パラ 5.28）。

■  比較対象取引（会社）の選定について（パラ 5.29-5.33）。
 –  内部比準取引のほうが好ましい。
 – データベースの指定はしない。
 –  信頼性の観点から上場企業のほうが望ましい。
 –  地域性に係る比較可能性については、まずはローカルの比較

対象者を選定し、十分な比較対象者が見つからない場合には
対象地域を広めることができる。

 ※ ポイント：上場しているローカル企業の絶対数が少ないため、
結果的には対象地域を拡大するケースが多くなると想定され
るが、ローカル企業の検討結果についても記載が必要となる
ものと思われる。

 –  加重平均で損失を計上している会社、検証期間のうち半分以
上の期間で損失を計上している会社については比較対象から
は除外すること。

■  ベリーレシオの適用について
 以下の 5 要件が検討事項として明記された（パラ 5.81）。
 –  仲介者として、関連者から購入し、関連者に販売する取引で

あること。
 –  検証対象者が販売以外の付加価値のある機能を行わないこ

と。
 –  果たす機能が製品価格に影響を与えないこと（請求、アカウ

ンティング業務等）。

 –  販管費と売上高総利益に直接的な結びつきがあること。
 –  無形資産を使用していないこと。

従来、IRASはベリーレシオの取扱いについて非常に厳格で
あったため、これらは今般の改訂における大きなポイントとな
ります。しかし、その適用については十分な検討を行うことに
留意が必要です。

4.	移転価格文書化免除要件（パラ6.19）

納税者の負担を減らすために、IRASは移転価格文書の文書
化免除要件を示しています（閾値や中小規模事業者に対する
免除要件について改訂草案とは内容が変更になった点に留意
が必要です）。

【取引の性質に関する要件】
■  納税者がシンガポールの関連者と取引を行い、当該国内取引（関

連者間ローンを除く）を行う双方の関連者に同一のシンガポー
ルの税率が適用されている場合

■  国内関連者間ローンがシンガポールに所在する納税者間で実施
され、貸手が金銭貸借事業を行っていない場合

■  納税者が、関連者間取引に係るルーティンサービスに対して
5% コストマークアップを適用する場合

■  APA 合意によって関連者間取引がカバーされている場合 15

【取引金額に関する要件】
■  直近年度の開示された関連者間取引の価値および金額（上記

に該当するものを除く）に係る各関連者間取引の合計値が、閾
値を超過しない場合（図表1参照）。

図表1　文書化免除要件（取引金額）

関連者間取引のカテゴリー 閾値（SGD／会計年度）

全関連者からの棚卸資産購入取引 15 百万ドル

全関連者への棚卸資産販売取引 15 百万ドル

全関連者へのローン貸付取引 15 百万ドル

全関連者からのローン借入取引 15 百万ドル

その他すべてのカテゴリーに係る
関連者間取引

（例）
・  サービス取引に係る収入
・ サービス取引に係る支払
・  ロイヤルティ取引に係る収入 
・  ロイヤルティ取引に係る支払
・  賃貸料所得
・  賃貸料支払
※  閾値に達したかを判断するた

め、関連者間取引の各カテゴ
リーの取引金額は合計される必
要がある。たとえば、サービス
取引に係る関連者からのすべて
の収入は合計される。

各取引カテゴリーにつき
 　 1百万ドル

15		確認対象事業年度であっても、APA合意が為されていなければ、移転価格文書化が必要になると解されます。
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ただし、移転価格文書化が免除される場合においても、当
該取引が独立企業間価格で行われることが求められます（パラ
4.4）。すなわち、適正な移転価格を設定していないために取引
金額の合計値が閾値に満たない場合において、IRASから文書
化の不備を指摘されたときは、文書化免除要件を満たしてい
るとの主張が認められないケースが考えられます。

5.	関連者間役務提供取引

基本的には2009年2月に発行されたガイドラインと同様の
内容となっています。次のようなルーティンサポートサービス
（Annex	Cに記載）については継続して5%のセーフハーバー
マークアップの適用が認められています（パラ12.26）。

【ルーティンサポートサービスについて】
■  会計・監査
■  売掛金・買掛金に関する作業（突合作業や検証作業等）
■  予算の策定
■  コンピュータサポート
■  データベースの管理
■  従業員の福利厚生
■  一般的な管理業務
■  法務サービス
■  給与に関するサービス
■  社内コミュニケーション
■  スタッフィングおよび採用活動
■  税務
■  トレーニングおよび従業員の能力開発

実務においては、納税者がルーティンサポートサービスと
考えていても、IRASに否定されるケースが多く見られます。
なお、ルーティンサポートサービスと認められない場合には、
5%を下限としてそれ以上のコストマークアップの設定が求め
られます。また、5%以上を設定していた場合にも独立企業間
価格の証明にあたっては移転価格分析が求められます。
なお、間接費の配賦については合理的な手法であれば認め
る傾向にあります。ただし、地域統括会社としてシンガポール
法人が国外関連者（被統括会社）に対してサービス費用の対価
を請求した場合には、被統括会社がその支払い金額について
現地当局に損金算入を否認されるケースも多いため、回収ア
プローチについては事前の検討が必要になります。

6.	関連者間ローン

本ガイドラインの関連者間ローンについては、既存のガイ
ドラインの内容を踏襲していますが16、新たに追加された記
述としては内部CUP法適用の優先順位が挙げられます（パラ

13.16）。
取扱いは以下のとおりとなりますが、基本的に①の取引が
発生するケースはあまり考えられないため、納税者が貸手ま
たは借手であっても②が優先され、その後③を検討するとい
う流れになります。

■  貸手が納税者の場合（①⇒②⇒③）、 
借手が納税者の場合（②⇒①⇒③）

 ① 貸手の第三者に対する貸出金利
 ② 借手の第三者金融機関からの調達金利
 ③ 貸手の第三者金融機関からの調達金利

また、グループ信用格付の適用可能性についても新たに記
載されています。利率を設定する際の信用格付は、基本的に
は個社別の格付を用いることが望ましい対応となります（パラ
13.23）。ただし、一定の要件を満たせばグループに適用される
信用格付が適用されます。その要件とは、第三者である貸手
（銀行等）が納税者グループの信用格付を元に子会社に対して
貸出しを行っている証憑を提示することができれば、関連者間
ローンにおいてもグループの信用格付を適用した利率による
貸付が容認される可能性があるというものです（パラ13.24）。
なお、関連者間ローンは個々の貸付ごとに金利が設定さ
れるべきではありますが、比較可能性分析ファクター（パラ
13.13）を検討したうえで、個々の関連者間ローンをまとめて包
括して金利を設定することも可能となったことは新たな指針の
1つです（パラ13.25）。

7.	各種調整金に関する取扱い

IRASは移転価格調査を強化しており、適切でない移転価格
に基づく税務申告についてはペナルティを課しています。それ
を受けて、納税者自身が調整を行ったり修正申告で対応して
いたりする状況にあるため、各種の移転価格に関する調整に
は新たな章を設けて記載しています（11章）。具体的には①価
格調整金（year-end	adjustment）、②補償調整、③自主的な遡
及調整、④対応的調整に関するIRASの見解および取扱いです。
基本的にはこれらの調整について移転価格同時文書化を作成
することが求められます。
価格調整金の運用を行う際に求められる同時文書化とは、
進行年度が終了するより前に作成している文書と解されます。
たとえば日星間における価格調整金の取扱いのためには、日
本側での運用要件も勘案してその事業年度が開始される前に
関連者間の間で必要な条件を取り決めた合意がなされる必要
があります。

16		脚注 7参照
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8.	移転価格調査

2008年7月公表の移転価格コンサルテーションに関するガイ
ドラインがベースとなっており、引き続き関連者間取引がその
他の取引額と比べて多いケースや無形資産を含む関連者間取
引を行っているケース、不規則な収益性や損失を計上してい
るケース等について移転価格調査の対象として選択される旨
が記載されています。
実務上、2014年10月以降にIRASから送付される法人税
申告に係る質問状17に移転価格関連の質問が記載されてい
るケースが約2倍に増えています18。その質問の内容も、よ
り移転価格文書の記載事項に近い具体的な質問が多くなっ
ているように見受けられます。このタイミングはちょうど
本改訂草案がリリースされた時期と重なるため、IRASにお
ける移転価格調査の強化との関係性が推測されます。よっ
て、今回改訂版ガイドラインがリリースされたため、今後
のIRASの調査動向もより強化されるものと推察されます。	

Ⅳ 日系企業への影響

これまでのシンガポールにおける日系企業の移転価格対応
は、シンガポールに限定的な機能を有する企業が多かったた
め、TNMM（取引単位営業利益法）を用いた検証アプローチを
シンガポール企業に対して適用するケースが多く見受けられ
ました。しかしながらシンガポール政府が企図する国家成長
戦略である外資系企業誘致のための政策等を通じて想察すれ
ば、今後は高付加価値的機能を有する企業がシンガポールの
産業構造を支える主役となっていくものと推測されるため、必
然的にIRASにおいても無形資産に関連した移転価格アプロー
チの経験則が増えてくるものと予想されます。高付加価値的
機能は知的財産を含む無形資産の創出の源泉であり、大規模
な移転価格課税は無形資産取引を対象としたケースがほとん
どであるため、シンガポールにおいても無形資産の整理に関
する議論は今後日系企業にとって重要性を増していくと思わ
れます19。
BEPSにおいても無形資産から生じる所得の取扱いが議論さ
れていることに鑑みれば、移転価格を検討する場合、所得配
分の観点では無形資産を法的／実質的に所有しコントロール
している納税者の所在地国に超過収益が帰属するため、各国
間における無形資産の保有に係る主張に基づく移転価格の論
争は、今後一層激化してくるものと思われます。
前述のとおり、これまでシンガポール企業の移転価格対応

状況（文書化の作成等）は決して望ましい水準にはありません
でした。しかしながら、今後もシンガポールは金融・仲介貿
易・高付加価値ビジネスのグローバルアジアハブ拠点として、
またアジア・オセアニア地域の統括会社として、日系企業に
とってもビジネス上ますます重要な国となっていくことが見込
まれます。このようなビジネス形態では多くの関連者間取引が
発生するため、移転価格の文書化およびプランニングは各企
業において重要な対応事項となります。
現時点においてIRASは非常にリーズナブルな当局であり、
理論的で体系的な移転価格アプローチの検討、議論およびそ
の考慮についてはアジアにおいてもトップクラスです。よって、
ASEAN諸国におけるビジネスから生じる移転価格リスク（無
形資産含む）をシンガポールおよび日本に集約することで、必
要に応じて事前確認制度（APA）も活用しながらグループの移
転価格リスクを管理することも1つの有効な選択肢となり得る
と思われます19。

Ⅴ おわりに

今回の移転価格ガイドラインの改訂は世界的な潮流の中で
IRASの移転価格に臨む明確な姿勢が呈されたものと考えられ
ます。IRASは納税者に対して移転価格コンプライアンス対応、
すなわち同時文書化については最低限対応してもらいたいと
いう明確なメッセージを発したものと考えられます。なお、今
回の移転価格ガイドラインの改訂により、納税者の文書化作
成率が改善されない場合には、IRASがより厳しい移転価格税
制を導入する可能性もあるものと予想されます。
シンガポールの納税者においては、まず移転価格文書化を
ファーストステップとする移転価格対応を行うことが必要とな
ります。次のステップとして、現状のグループ内における移転
価格対応方針を見直し、必要に応じて本社と連携しながら移
転価格対応の体制を構築し、体系的に運用していくことが望
まれます。

17		Comptroller	of	Income	Tax	Queries（CITQ）
18		KPMG	シンガポール事務所調べ
19		脚注 8参照
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ドイツ税務最新動向
在独日系企業と移転価格税制－税務調査を中心に－
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欧州において最も日系企業が進出している国、それがドイツです。日本と同様、
ドイツにおいてもここ数年の間に移転価格に関する法整備が加速化しました。
また、ドイツがOECDによるBEPSへの取組みを支持していることから、今後
はその合意内容を積極的に履行していくことが予想されます。そのため、在独
日系企業にとっては、ビジネス活動の推進のみならず、クロスボーダー取引を「国
際税務」というアングルから捉えた場合の妥当性の検証も、もはや必要不可欠
となっています。移転価格については、ありとあらゆる文書化が要求されてい
ることから、とりわけ税務調査に際しては、駐在員の限定された滞在期間など、
現法特有の状況を考慮したうえで、タイムリーに対応する必要があります。また、
ドイツにおいても事前確認（APA）の取得が可能であるため、当該制度を通じ
た二重課税の完全排除も十分に検討すべきでしょう。
本稿は、日系企業のドイツおよび欧州への進出状況を概観したうえで、ドイツ
における税務調査の案件数等の推移および調査、とりわけ移転価格の観点から
問題視される事項について重点的に論じるとともに、ドイツ移転価格税制の最
新動向ならびに事前確認制度の運用状況についても述べることを目的としてい
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】
◦		在独日系企業の過半数が販売活動に従事していることから、税務調査にお
いては、当該販売活動および関連するサプライチェーンに関する質疑が	
多い。

◦		ほとんどの在独日系企業の場合、原則としてすべての事業年度が税務調査
の対象となり、未調査年度が税務調査を受けないまま時効を迎えるという
ことは、通常はないと考えられる。

◦		日本本社からの駐在員が現法の税務調査に関与する場合は、情報交換およ
び調査における適切なコミュニケーションが重要となる。

◦		本支店間取引についても独立企業原則が適用されることとなったため、対
応が急務となる。

◦		APAの取得も積極的に検討すべきである。
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Ⅰ 日系企業のドイツおよび	
欧州への進出状況

まず、日系企業のドイツへの進出状況について見ていきま
す。外務省が毎年公表している「海外在留邦人数調査統計」に

よると、ドイツには約1,300の日系企業の拠点があり、図表1
のとおり、その数は微増ながらも増加傾向を示しています。
この統計は、ドイツを「ベルリン地区」「デュッセルドルフ
地区」「ハンブルグ地区」「フランクフルト地区」「ミュンヘン
地区」の5つに区分しており、各地区は、代表都市が属する州
およびその周辺州によって構成されています（「デュッセルド
ルフ地区」は、同市が属する州のみで構成）。この区分を見る
限り、2008年以降は「ミュンヘン地区（バイエルン州および
バーデン・ヴュルテンベルグ州を含む）」への在独日系企業の
進出が顕著であり、同地区および「デュッセルドルフ地区」が、
日系企業のドイツ進出を主に牽引していると言えるでしょう。

図表2は、日系企業の欧州における主な進出先を示していま
す。日系企業の主な進出先は英国、オランダ、スペイン、ドイ
ツ、フランスであり、その中でもドイツへの進出がもっとも顕
著となっています。日系企業がドイツを欧州販売拠点や欧州
統括会社の設立先として選ぶ理由に、ドイツが欧州における
経済大国であることや、日独間に見受けられる主要産業の共
通性（自動車、機械、化学など）、ユーロ圏のほぼ中心に位置
するという有利な立地条件、高速道路網をはじめとする行き
届いたインフラ整備、高い技能を有する人材などが挙げられ
ます。
在独日系企業を主要な機能別に捉えた場合、結果は図表3の
ようになり、在独日系企業の約57%が卸売・小売業に従事し
ており、その全体に占める割合は微増傾向にあることが確認
できます。なお、この状況がドイツの税務調査に与える影響
については後述します。
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図表1　在独日系企業数の推移
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欧州において最も日系企業が進出している国、それがドイツです。日本と同様、
ドイツにおいてもここ数年の間に移転価格に関する法整備が加速化しました。
また、ドイツがOECDによるBEPSへの取組みを支持していることから、今後
はその合意内容を積極的に履行していくことが予想されます。そのため、在独
日系企業にとっては、ビジネス活動の推進のみならず、クロスボーダー取引を「国
際税務」というアングルから捉えた場合の妥当性の検証も、もはや必要不可欠
となっています。移転価格については、ありとあらゆる文書化が要求されてい
ることから、とりわけ税務調査に際しては、駐在員の限定された滞在期間など、
現法特有の状況を考慮したうえで、タイムリーに対応する必要があります。また、
ドイツにおいても事前確認（APA）の取得が可能であるため、当該制度を通じ
た二重課税の完全排除も十分に検討すべきでしょう。
本稿は、日系企業のドイツおよび欧州への進出状況を概観したうえで、ドイツ
における税務調査の案件数等の推移および調査、とりわけ移転価格の観点から
問題視される事項について重点的に論じるとともに、ドイツ移転価格税制の最
新動向ならびに事前確認制度の運用状況についても述べることを目的としてい
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】
◦		在独日系企業の過半数が販売活動に従事していることから、税務調査にお
いては、当該販売活動および関連するサプライチェーンに関する質疑が	
多い。

◦		ほとんどの在独日系企業の場合、原則としてすべての事業年度が税務調査
の対象となり、未調査年度が税務調査を受けないまま時効を迎えるという
ことは、通常はないと考えられる。

◦		日本本社からの駐在員が現法の税務調査に関与する場合は、情報交換およ
び調査における適切なコミュニケーションが重要となる。

◦		本支店間取引についても独立企業原則が適用されることとなったため、対
応が急務となる。

◦		APAの取得も積極的に検討すべきである。



104

"© 2015 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. 
© 2015 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved."

KPMG Insight  Vol. 12 / May 2015

海外トピック⑥ − ドイツ

ドイツをはじめとする欧州に進出している日系企業が、ビジ
ネスを展開するうえで認識している諸問題をまとめたのが図表
4です。過去3年間において、「移転価格」が上位10位以内にラ

ンクインしています。景気低迷や不安定な為替変動など、決
して軽視することができない経営上の問題が多くある中で「移
転価格」への対応も経営陣の責任として認識されている点は、
注目に値するでしょう。

図表3　在独日系企業の機能別区分
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出典： 経済産業省　海外事業活動基本調査を基に作成。
 ※同調査においては業種がさらに細分化されているが、本稿においてはそれらを「卸売・小売業」、「製造業」、「その他」にまとめている。

2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3

56％ 57％ 55％ 56％ 57％ 58％

32％ 28％ 28％ 27％ 27％ 25％

12％ 15％ 18％ 17％ 16％ 17％

図表2　日系企業の欧州における主な進出先
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出典：外務省　海外在留邦人数調査統計

図表4　在欧日系企業が直面する経営上の問題

2011 2012 2013

1 労働コストの高さ 労働コストの高さ 景気低迷、市場 
縮小

2 不安定な為替変動 厳格な解雇法制 労働コストの高さ

3 競合企業の価格の
低下

競合企業の価格の
低下 人材の確保

4 欧州の景気低迷 不安定な為替変動 競合の製品価格の
低下

5 調達コスト 欧州の政治・社会
情勢ほか 不安定な為替変動

6 新たな競合企業の
出現 移転価格税制 移転価格税制

7 厳格な解雇法制 人材の確保 厳格な解雇法制

8 技術系人材の確保 新たな競合企業の
出現

新たな競合企業の
出現

9 移転価格税制 ビザ・労働許可 社会保障負担の 
高さ

10 社会保障負担の 
高さ

社会保障負担の 
高さ 労働力の質

出典：日本貿易振興機構（ジェトロ）　在欧州進出日系企業実態調査 
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Ⅱ ドイツにおける税務調査

最近、「ドイツにおいては税務調査、とりわけ移転価格に関
する調査が厳しさを増している」という話をよく耳にします。
そこで、本章では、ドイツにおける税務調査の一般的な流れ
および税務調査官・税収・調査案件数の推移について概説し
たうえで、在独日系企業が税務調査において直面しうる（もし
くは実際に直面している）諸問題について論じます。

1.	税務調査の一般的な流れ

ドイツ税務当局は税務調査を開始する際に、まず納税者（実
務上は委任を受けている会計事務所）に対して書面による調
査告知書を送付します。当該告知書には、調査の対象となる
税や調査対象期間などの情報のほか、移転価格文書の提出を
税務当局が要求する場合はその旨も記載されています。移転
価格文書に関しては、納税者は調査告知書の受領後、30日な
いしは60日以内に当該文書を税務当局に提出する必要があり	
ます。
続いて、税務調査の開始とともに税務当局と納税者との間
での質疑応答が展開されます。昨今においては、納税者が多
国籍企業グループに属する場合の税務調査は通常、移転価格
調査も網羅しています。移転価格案件に関しては、税務当局
は、調査対象期間に係る移転価格文書の提出要求を通じて調
査を開始することが多くあります。調査の初期段階において
は、納税者の事業概要や国外関連取引に関する理解を深める
など基本的な質問が主となりますが、税務調査の進行に伴い、
納税者の機能・リスクの分担状況や当該分担状況を考慮した
うえでの稼得利益の適正性の確認など、質疑内容の具体化が
見受けられます。なお、質疑応答は原則として書面にて行わ
れます。また、口頭による質疑応答は通常、調査対象企業の
会議室等において行われます。
税務調査の進行状況によって、税務当局は調査の暫定結果
を書面化することがありますが、納税者は当該書面を入手す
ることが可能です。その後に開催される最終協議において、
税務当局、納税者の双方が調査案件に関する見解を示します。
もし納税者が税務調査の暫定結果に対して不服がある場合は、
最終協議において税務当局と議論することになります。
最終協議が終わると、税務当局より税務調査報告書が送付
されます。なお、納税者が依頼すれば税務調査報告書のドラ
フト版を入手し、それに対して納税者としての見解を述べるこ
とも可能です。そして納税者側の見解を受けたうえで、税務
当局による税務調査報告書の最終版が発行されます。最終版
の発行期限は設けられていませんが、目安としては、納税者
からのコメントの入手後4～ 6週間以内に発行されると思われ
ます。

その後、税務当局より納税者に対して更正通知書が送付さ
れます。更正通知書についても発行期限は設けられていませ
んが、税務調査報告書の最終版の発行後4～ 6週間以内に発行
されるケースが多いと思われます。
更正通知書に同意した場合は、納税者は追徴税を納付する
こととなります。逆に、納税者が更正通知書に対して不服が
ある場合は、通知書の受理から1ヵ月以内に異議申立てを行う
ことができます。また、通常は異議申立てと同時に納税の猶
予も申請します。そして、異議申立てを行ったものの交渉が
決裂した場合は、相互協議や税務訴訟などの選択肢をとるこ
とになります。ドイツにおける税務調査の一般的な流れを図式
化すると図表5のようになります。

2.	移転価格調整に起因する税務リスク

移転価格が税務当局により不適切と見なされると、納税者
によって不利な状況を招く場合があります。納税者が稼得し
た実績利益と、税務当局が主張する「あるべき利益」の差額は、
ドイツにおいては多くの場合、「隠れた利益配当」と見なされ
ます。その場合においては、まず、実績利益とあるべき利益
の差額である修正課税所得が課税対象とされ（ドイツの実効税
率は約30%）、次に、隠れた利益配当の受益者が日本親会社で
あれば日独租税条約の適用を通じて15%（軽減税率）の源泉税
が課されるほか、年利6%が発生します。
また、納税者が移転価格文書の作成義務を遵守しなかった
場合はペナルティを課される場合があります。提出された移転
価格文書が使用不可能と判断された場合は、修正課税所得の
5%から10%（最低5,000ユーロ）がペナルティとして課されま
す。また、移転価格文書の提出期限（30日ないしは60日）が遵	
守されなかった場合は、遅延1日あたり最低100ユーロ（最高
100万ユーロ）を支払わなければならないと規定されています。

図表5　ドイツにおける税務調査の一般的な流れ
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3.	税務調査官および税収の推移

ドイツにおける税務調査官の数および税収の推移は、直近6
年間においては図表6のとおりです。当該期間における平均的
な税収は180億ユーロであり、平均的な税務調査官の数は約
13,300人です。税収に関してはアップダウンを繰り返している
中で、税務調査官の数に関しては、とりわけ2010年以降は増
加傾向を示していることが確認できます。
なお、最近ではドイツ連邦財務省が、国際税務および移転
価格を専門とする連邦調査官の増員を図っています。連邦調
査官は産業別に専門性が分かれており、税務調査において地
方当局に支援を提供しています。

4.	税務調査案件数の推移

ドイツ税務当局が税務調査を実施するにあたり、税務調査
通達に基づいて企業は属している業種および納税者の売上規
模または課税所得規模によって、「大企業」「中企業」「小企
業」「零細企業」の4種類に区分されます。なお、当該区分は、
ドイツ商法上の大・中・小規模企業の区分1とは異なる点に留
意が必要です（図表7参照）。
上記の区分による企業数は図表8が示すとおりです。たとえ
ば2013年においては、全企業数約800万社のうち過半数以上
を零細企業が占めていることが見受けられます。
また、図表8は2008～ 2013年の期間において税務調査を受
けた企業の数およびその割合も区分ごとに示しています。全
体を見ると、調査対象企業の割合は2%台と低いものの、大
企業のみに着目した場合は全大企業のうち20%強が毎年税務
調査の対象となっていることがわかります。なお、税務調査
を受けた企業の絶対数については減少傾向にあります（図表9 
参照）。
ここで、未調査年度が税務調査の対象となる割合について
言及します。ドイツ連邦財務省が公表した統計によると、大
企業（在独日系企業の大部分が該当）は約4.5年に一度の頻度
で税務調査を受けています。一方で、大企業の平均的な税務
調査対象期間は約3.5年です。未調査年度が税務調査の対象と
なる割合は、後者を前者で割ることによって求められるため、
大企業については、未調査年度の約80%が税務調査の対象と
なるということになります。なお、納税者が「大企業」に区分
される場合、新たな税務調査は、原則として調査済み事業年
度の翌年度から開始されます2。そのため、未調査年度の残り
20%は次の税務調査の対象となります。つまり、ほとんどの在
独日系企業がそうであるように、企業が「大企業」に区分され
る場合、原則としてすべての事業年度が税務調査の対象とな
るということです。未調査年度が税務調査を受けないまま時
効を迎えるということは、通常はないと考えられます。

1	 	ドイツ商法（Handelsgesetzbuch）第 267 条
2	 	税務調査通達第 4条第 2項

図表6　税務調査官および税収の推移
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図表7　「税務調査通達」に基づく企業の区分

（単位：千ユーロ） 大企業 中企業 小企業

輸入販売業
売上高が 7,300 以上 900 以上 170 以上

もしくは課税利益が 280 以上 56 以上 36 以上

製造業
売上高が 4,300 以上 520 以上 170 以上

もしくは課税利益が 250 以上 56 以上 36 以上

その他サービス業
売上高が 5,600 以上 760 以上 170 以上

もしくは課税利益が 330 以上 63 以上 36 以上
出典：税務調査通達第三条及び企業規模の分類に係る通達（IV A 4 - S 1450/09/10001）
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ところで、在独日系企業のうち、税務調査の対象となった
企業は何社ほどあるのでしょうか。残念ながら、そのような情
報は一般には公開されていません。そこで、ドイツ連邦財務
省が公表している税務調査統計および一般に購入可能な企業
データベースを用いて、税務調査を受けた在独日系企業の数
を間接的に算出しました（図表10参照）。
当該試算によると、直近6年間において毎年約250社の在独

日系企業が税務調査の対象となっている、ということになり	
ます。
なお、この結果は入手可能な情報に基づいて導かれた試算
にすぎないため、その信憑性については疑問の余地が残ると
ころですが、筆者の認識している限りにおいても、昨今におい
ては「税務当局から調査開始告知書が届き、その中で移転価格
文書の提出が要求された」というケースが頻繁に見受けられま

図表8　区分別に見た企業および調査対象企業の数

2008 2009 2010 2011 2012 2013

大企業

全体 170,060 170,060 191,638 191,335 191,335 196,402

調査対象 39,885 38,988 40,502 41,764 41,365 41,746

割合 23.5% 22.9% 21.1% 21.8% 21.6% 21.3%

中企業

全体 758,051 758,051 799,135 799,135 799,135 820,778

調査対象 56,999 55,157 55,315 52,679 52,544 53,332

割合 7.5% 7.3% 6.9% 6.6% 6.6% 6.5%

小企業

全体 1,141,146 1,141,146 1,189,727 1,189,727 1,189,727 1,214,853

調査対象 44,114 43,621 41,475 39,779 38,950 38,355

割合 3.9% 3.8% 3.5% 3.3% 3.3% 3.2%

零細企業

全体 6,321,465 6,321,465 6,391,015 6,391,015 6,391,015 5,688,385

調査対象 69,638 68,758 66,611 63,296 62,832 60,140

割合 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1%

合計

全体 8,390,722 8,390,722 8,571,515 8,571,212 8,571,212 7,920,418

調査対象 210,636 206,524 203,903 197,518 195,691 193,573

割合 2.5% 2.5% 2.4% 2.3% 2.3% 2.4%
出典：ドイツ連邦財務省　税務調査統計を基に作成

図表9　税務調査を受けた企業の数
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す。税務調査（および移転価格文書の提出）は、決して他人事
ではないということを、この試算は物語っていると言えます。

5.		在独日系企業の間で見受けられる調査内容および傾向

税務調査の対象取引や質疑内容等は千差万別であり、ドイ
ツもその例外ではありません。しかしながら、調査対象企業
の活動内容等によっては、税務調査に、ある一定の傾向が見
受けられるのも確かです。本章においては、在独日系企業の
間で比較的多く見受けられると推定される調査内容および傾
向について論じます。

（1） 販売機能に関連した質疑
前述Ⅰで述べたとおり、在独日系企業の過半数以上は卸売・
小売業に従事しています。それだけに、税務調査において移
転価格に関する質疑がなされた場合は、それらが納税者の販
売機能に特化した内容となることが多く見受けられます。
たとえば、ある日本本社が、本社製品の欧州市場での販売
を主業務とするドイツ子会社を2010年に設立し、当該ドイツ
子会社は設立以降、継続的に損失を計上してきたとします。
このような新設立された販売会社に関して、通常ドイツ税務
当局は3～ 5年にわたるスタートアップ期間における損失は容
認します。しかし、納税者が国外関連取引において、それ以
上にわたって損失を計上している場合、ドイツ税務当局は「健
全なる経営者であれば、継続的損失の計上を容認しないであ
ろう」という考えのもと、当該損失の理由およびその解決策を
文書化することを納税者に要求してきます。

では、納税者として上記のような状況に直面した場合、具
体的にどのような文書を準備すればよいのでしょうか。ここで
重要となるのは、継続的損失の原因を追究することです。た
とえば、ドイツ市場への進出の計画段階において、既に初期
における損失が盛り込まれており、第三者もそのような措置を
取ったであろう旨を立証できれば、それは継続的損失の説明
材料となるでしょう。あるいは、経済危機や、更なる損失を回
避するためのリストラ費用に起因する利益率の低下なども例
として考えられます。さらには、経済分析（比較対象企業を選
定する工程）において、選定された比較対象企業が納税者と同
様に損失を計上している場合、当該分析も説明材料となりえ	
ます。

（2） ドイツ納税者の特性化に関する見解の相違
在独日系企業に係る税務調査において頻繁に見受けられる
もう1つの論点は、企業の特性化に関する納税者側と税務当局
側の見解の不一致です。ドイツ移転価格税制においては、企
業は通常、図表11のいずれかに区別されます。

「納税者は自らの裁量で販売条件の設定や顧客開拓を行う、
いわば起業家（アントレプレナー）的な性質を有するハイブリッ
ド企業であるのだから、必ずしも利益だけではなく、場合に
よっては損失を計上することもある」と主張する納税者に対し
て、税務当局が「納税者は通常的（ルーティン）な機能・リス
クしか有さず、故に低くても安定した利益を稼得すべき」と反
論するのが、その代表例です。ここで重要となるのは、納税
者が自身をいかに特性化し、当該特性に相応しい価格設定が
なされているか、という点です。
さらに、企業の特性化とその立証においては、移転価格の

図表10　区分別に見た在独日系企業および調査対象企業の数（試算）

2008 2009 2010 2011 2012 2013

大企業
全体 946 1,031 1,025 1,040 1,107 1,122

調査対象 222 236 217 227 239 238

中企業
全体 226 246 245 249 265 268

調査対象 17 18 21 16 17 17

小企業
全体 6 7 7 7 8 8

調査対象 0 0 0 0 0 0

零細企業
全体 8 9 9 9 9 10

調査対象 0 0 0 0 0 0

合計
全体 1,187 1,293 1,286 1,305 1,389 1,407

調査対象 239 255 238 244 257 256
【試算過程】
① 最新の Amadeus データベースに含まれている、財務情報が掲載されている在独日系企業 735 社を抽出。
② 当該 735 社が、企業区分（図表 7 参照）のいずれに属するか、その割合を算出。
 その結果、「大企業＝ 79.7%」「中企業＝ 19.0%」「小企業＝ 0.5%」「零細企業＝ 0.7%」であることが判明。
③ 当該割合を、全在独日系企業に応用し、区分毎在独日系企業数（図表 10 参照）を算出。
④ 当該区分毎在独日系企業数に、ドイツにおいて税務調査を受けた企業数の割合（図表 8 参照）を乗じて、
 税務調査の対象となった在独日系企業数を算出。

出典：ドイツ連邦財務省　税務調査統計および Amadeus データベースを基に作成
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適切なプランニングおよびその実行、ならびに文書化が不可
欠です。すなわち、企業グループによる付加価値創造活動へ
の各グループ企業の貢献度合い、および同グループ内におけ
る機能・リスク・資産の分配状況を把握し、そこで得た情報
を説明可能な状態に整える（＝文書化する）ことです。逆に、
納税者と税務当局との間で「企業の特性化」という根本的な論

点について既に意見が食い違ってしまうのは、そのような文書
化がされていないことに起因するとも考えられます。

（3） 税務調査に起因する駐在員への負担
前述Ⅱ．４で述べたとおり、納税者が「大企業」に区分され
る場合、新たな税務調査は原則として、調査済み事業年度の
翌年度から開始されます。つまりそれは、大企業に関しては結
果的にすべての事業年度が調査の対象となることを意味しま
す。現場においては、税務調査官が、たとえば2010～ 2012
年度を対象とした税務調査の終了時において、2013年度以降
を対象とする税務調査の早急な開始を告知するというケース
も見受けられます。

図表12は、日本本社からドイツ現地法人へ出向した社員が
税務調査に携わる場合に、本ケースが負担を招くおそれがあ
ることを示した事例です。当該事例では、駐在員A・Bの出向
期間をそれぞれ2010～ 2014年、2015～ 2020年とし、その
一方で、2010～ 2012年を対象とした「税務調査①」が2016
年初頭から、また、2013～ 2015年を対象とした「税務調査
②」が2019年初頭から開始されるとします。この場合、駐在
員Bは、2つの税務調査（税務調査①、②）への対応が求めら
れることとなります。
この例と同様の状況は実際のビジネスにおいても頻繁に見
受けられており、また、この状況から様々な問題が生じていま
す。最も深刻な問題は、税務調査官に提出を求められている
情報の確保ではないでしょうか。前述の例で言えば、2015年

図表11　企業の特性化

ルーティン企業 ハイブリッド企業 アントレプレナー

・  企業は限定的な
機能（ 第三者でも
果たせるであろう
役務、単純な販売
活動など）を果た 
す。

・  通常、 特 殊なノ
ウハウなどの無形
資産を必要としな
い。

・  低リスク販売会社
など。

・  限定的なリスクの
み負う。

・  通常、低いが 安
定した利益を稼得
し、損失は容認さ
れない。

・  ある程度の起業
家的なリスクを有
し、相応する対価
を得る、中間的な
位置づけ。

・  ルーティン企業で
はないが、アント
レプレナーのよう
な機能・資産・リ
スクも有さない。

・  企業の成功にとっ
て決定的な機能
を果たし、グルー
プ全体のサプライ
チェーンを管理す
る。

・  業務の遂行にとっ
て重要な有形・無
形資産を有する。

・  起業家として主要
なリスクを負う。

・  他グループ企業に
利益が 配分され
た後の残余利益
を稼得する。

出典： 関係会社との越境的取引における所得配分の調査及び協力義務、更正、協議
調停手続に関する管理原則第 3 条第 4 項 10 － 2

図表12　日本本社からの駐在員が経験しうるケース
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初頭に赴任した駐在員Bが、たとえば2010年度における役務
提供に関する情報や、ドイツ現地法人が2010年度に国外関連
者に対して支払った役務提供料の額に関する情報、もしくは
駐在員Aの出向に関する情報の提出を税務調査官に要請され
ても、駐在員Aが係る情報を適切に準備していない限り、対
応は困難を伴うこととなります。
とりわけ日本からの駐在員が税務調査に携わる場合は、こ
のような状況を回避するため、国外関連取引に関する各種情
報（国外関連取引の種類および取引金額、国外関連取引にお
ける機能リスクの分担状況、関連契約書、経済分析等）をタイ
ムリーに整備し、税務調査官による要請に瞬時に対応できる
体制を整えておく必要があると思われます。

Ⅲ ドイツ移転価格税制の最新動向：	
恒久的施設への帰属所得に係る法令

ここで、「ドイツ移転価格税制の最新動向」として、2014年
10月に公表された「恒久的施設への帰属所得に係る法令3」と、
この法令が日系企業のドイツ支店に与える影響について論じ
ます。
2013年税制改正において、ドイツ外国税法第1条第5項に

「承認されたOECDアプローチ（Authorized	OECD	Approach、
以下「AOA」という）」が導入されたことを受け、ドイツ連邦
財務省は2014年10月、「恒久的施設への帰属所得に係る法令」
を公表しました。この法令の公表は、「①法規定の導入→②法
令による具体化→③通達による解釈」という、ドイツにおける
一般的な流れにおいての②に該当するものです。最終ステッ
プに該当する通達は、2015年の公表が予定されています。
「恒久的施設への帰属所得に係る法令」は、国外本店がドイ
ツ支店を、もしくはドイツ本店が国外支店を有する場合、本
支店間の内部取引にも独立企業原則を適用し、支店の帰属利
益を算定すること、また、支店に係る「補足計算書」を作成す
ること、さらには本支店間内部取引に係る移転価格文書を整
備することを義務付けたもので、新法令は、2014年12月31日
以降に開始する事業年度から適用されます。
新法令によると、支店に帰属する利益は、次に掲げる「2ス
テップ・アプローチ」を用いて算定しなければなりません。第
1ステップである「機能・リスク分析」においては、本支店が
有する重要な人的機能を特定し、その人的機能に基づき、支
店に対して使用資産、チャンス、リスク、自由資本ならびに負
債を配分します。第2ステップである「経済分析」においては、
検証対象取引に係る独立企業間価格（利益率）を算定します。
また、新法令は、支店が「補足計算書」を作成しなければ
ならない、と定めています。これは、支店に帰属する構成要

素（資産、自由資本、負債、収益ならびに費用）を網羅し、支
店の帰属利益を求めるための計算書のことで、支店はこの補
足計算書を、毎事業年度の開始時に作成し、年度中に継続し、
納税申告書の提出時までに完成させる必要があります。さら
に支店は、上記構成要素（資産、自由資本、負債、収益なら
びに費用）の支店への帰属の根拠を、移転価格文書を通じて記
述しなければなりません。
ここで、この新法令がドイツに支店を有する日系企業にど
のような影響を与えるのかについて考えます。外務省が毎年
公表している統計によると、ドイツには現在、約60の日系企
業の支店が設立されています。それに加え、欧州内およびそ
の他国々においては、在独日系企業の支店が多数存在します。
ドイツ支店数の推移は図表13に示すとおりですが、それによ
ると、2012年に支店数がほぼ倍増したことが確認できます。
これら約60のドイツ支店が3月末決算であると仮定した場
合、各支店は2015年度（2016年3月期）の開始前に「補足計算
書」の作成に着手するほか、法人税申告書の提出までには「機
能・リスク分析」を踏まえた「経済分析」を実施して移転価格
文書を整備しなければならなくなります。しかしながら、筆
者の認識している限りにおいては、支店の大半はそのリソー
スが限られており、新法令は、そのような状況下においてい
かに対応すべきかという、新たな課題を招いたとも考えられ
ます。
新法令が、AOAを実務上どのように適用するかという点に
ついてのドイツ税務当局の解釈を示した、という意味におい
ては有用ですが、前述のとおり、支店にとっては負担を強い
ることが予想されます。そのため、たとえば、補足計算書と
移転価格文書化の同時作成を通じて作業の重複を回避するな
ど、作業負担の軽減に結びつく対応を早急に検討すべきです。
また、本支店間取引に関する仮契約書を整備しておくことも、
文書化作業を行うにあたって有益でしょう。

図表13　ドイツにおける日系企業の支店の数

2008 2009 2010 2011 2012 2013

日系企業の 
ドイツ支店 34 36 36 34 62 60

出典：外務省　海外在留邦人数調査統計

3	 	Verordnung	zur	Anwendung	des	Fremdvergleichsgrundsatzes	auf	Betriebsstätten	nach	§1	Absatz	5	des	Außensteuergesetzes	(Betriebsstätte
ngewinnaufzeichnungsverordnung	–	BsGaV)
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Ⅳ 事前確認制度

国外関連取引において生じうる二重課税を完全に排除す
る制度として、ドイツにおいても事前確認制度（Advance	
Pricing	Agreement、以下「APA」という）が設けられていま	
す4。本稿においては、APAのプロセスや効果、ならびに長
所や短所については認識がある程度高まっているため割愛し、
主にドイツにおけるAPAの運用状況について述べることにし
ます。

1.	事前確認の申請および合意案件数の推移

図表14は、ドイツにおいて申請されたAPAの数および合意
案件数を時系列に示しています。それによると、直近5年間に
おいては、毎年約28件のAPAが新たに申請され、また、毎年
約10件が合意に至ったことが確認できます。

2.	ドイツにおいて見受けられる事前確認の傾向

ドイツにおいては、APAに関する法整備が他国に比べて遅
れたこと、および、税務当局側における人員不足等が相まっ
て、納税者の間でAPAが「国外関連取引に係る諸問題を解決

する手段」として定着するのに時間を要していると考えられま
す。一方で、筆者の認識している限りにおいては、最近は税
務当局がAPA担当者の増員を図っていることや、APAに関す
る経験値が税務当局と納税者の双方において高まったことな
どから、ドイツにおいても今後はAPAが納税者の間で浸透し
ていくものと思われます。
納税者がAPAを選択する理由としては諸説あると考えられ
ますが、「過去年度に係る税務調査において巨額な移転価格課
税を受けた企業が、将来年度に係る予防策としてAPAを申請
する」というパターンは、ドイツにおいても多く見受けられる
と推定されます。このような場合においては通常、APAの遡
及適用（ロールバック）を通じて、移転価格課税に起因する二
重課税の排除が図られます。また、特定の州や地域にのみ適用
される優遇制度が設けられているような状況において、そのよ
うな特別枠に対する他国の理解を得るのが困難と判断された
場合に、APAを活用する、という例も挙げられるでしょう。
また、連邦制を採っているドイツでは、地方当局の実質的権
限が比較的大きく、APAにおける意思決定に関して、地方当
局の判断が重要視される傾向があります。APAの申請前に開
催される事前相談や、申請後に展開される審査の場において、
地方当局が、連邦税務当局とともに議論に参加することが多
くの場合に見受けられます。また、APA合意に際しては、関
わった地方当局が仮合意内容を承認する必要があります。
欧州における日系企業の一般的な運営体制およびドイツと

4	 	ドイツ連邦財務省は 2006 年 10 月に「事前確認制度に関する通達（仮訳）」を公表している。

図表14　事前確認の申請および合意案件数の推移
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図表15　移転価格リスクマネジメントの例
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海外トピック⑥ − ドイツ

いう国の場所柄から、在独日系企業は日本とだけでなく、欧州
におけるその他の国々に所在する関連会社との取引について
の対応が求められるケースもありえます。欧州関連会社に関し
ては、以下の例示のように、EU仲裁協定5やマルチラテラル
コントロール（Multi	Lateral	Control、MLC）6などといった救
済手段を活用することも可能です（図表15参照）。
このように、ドイツにおいては複数の手段が用意されてい
ることから、在独日系企業は、ビジネス環境や過去における
税務当局とのやり取り等、様々な要素を総合的に鑑みた上で、
自社および企業グループにとって最適な手段を選択するのが
望ましいと言えるでしょう。

Ⅴ おわりに

欧州において最も日系企業が進出しているドイツでは、ここ
数年の間に、移転価格に関する法整備が加速化してきていま
す。そのため在独日系企業にとっては、クロスボーダー取引を
「国際税務」というアングルから捉えた場合の妥当性の検証も、
もはや必要不可欠となっています。また、クロスボーダー取引
に従事している企業および支店は、ドイツの移転価格文書化
義務を遵守しなければなりません。在独日系企業に関しては、
多くの場合、駐在員が移転価格業務に関与しているため、文
書化に際してはタイムリーな対応が求められます。現駐在員
の移転価格文書化に関する対応が適切でない場合、それは後
任者に対して税務リスクを残す結果を招きかねません。ドイツ
において移転価格が税務当局より問題視されると、所得の更
正に加えて「隠れた利益配当」に伴う源泉税、さらには金利や
ペナルティが課せられる場合があり、そのリスクは軽視するこ
とができません。二重課税の回避は、多大な労力と時間を要
しながらも、納税者にとって望ましい結果が保証されてはいな
いプロセスとなりえるために、移転価格の積極的な管理を通
じた税務リスク発生の未然防止が急務です。また、ドイツに
おいてもAPAの取得が可能であるため、当該制度を通じた二
重課税の完全排除も、費用対効果を踏まえて十分に検討すべ
きと考えます。

本稿は、月刊「国際税務」（Vol.35 No.3、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 ドイツ
デュッセルドルフ事務所

パートナー　J
ヨ ー ク

örg G
グ リ ュ ー ネ ン ベ ル ガ ー

rünenberger
TEL: +49 (211) 475-6404
jgruenenberger@kpmg.com

フランクフルト事務所

ディレクター　M
マ ル ク ス

arkus K
キ ル ヒ ャ ー

ircher
TEL: +46 (69) 9587-2631
mkircher@kpmg.com

マネジャー　中尾　弘太郎
TEL: +49 (69) 9587-2120
knakao@kpmg.com

5	 	欧州連合圏内における関連者間取引について移転価格課税が行われた場合の、二重課税を排除するための制度
6	 	欧州連合内税務当局間における情報交換を通じた合同または同時調査により、税務案件（移転価格含む）の解決を図る制度
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実践　企業・事業再生ハンドブック
2015年4月刊

【編著】KPMG FAS 【監修】知野　雅彦
日本経済新聞出版社・496頁　4,500円（税抜）

第 1 章　企業再生のプロセス
第 2 章　デューデリジェンスの実務
第 3 章　事業再生計画
第 4 章　事業リストラクチャリング
第 5 章　財務リストラクチャリング
第 6 章　事業のライフサイクルごとの再生手法・ポイント
第 7 章　企業規模による再生取組みにおける特徴・ポイント
第 8 章　海外での再生事例
第 9 章　ケーススタディで実践を学ぶ

本書は、まず、企業再生プロセスの全体像を俯瞰し、現状把握（事
業、財務、法務、人事、その他デューデリジェンス）と事業再生計画
策定プロセスの詳細に触れたうえで、事業を立て直すための事業リ
ストラクチャリングと財務の是正を図る財務リストラクチャリング
に関して解説しています。さらに、最近世間でも関心が高まってい
るベンチャー企業育成支援も念頭に置き、事業のライフサイクルご
との再生ポイント、加えて、企業規模ごとの再生ポイント、海外の
企業再生事例の研究を通しての日本の企業再生に対する示唆を検討
しています。企業再生実務に携わる方々の実務的な参考として、また、
経営全般を学んでいる方、企業再生に関する知識のあまりない方で
も容易に理解できるようにわかりやすく解説した一冊です。

実践　人事制度改革　今、解決すべき14の課題と対応実務
2015年2月刊

【編】労務行政研究所 【執筆】寺﨑文勝（KPMGコンサルティング）ほか
労務行政・312頁　3,600円（税抜）

グローバル化と労働人口の減少、超高齢化が進む中で、国内の雇用
環境も大きく変化しています。人口減少のインパクトを軽減するた
め、人事制度のトータルな見直し、ワーク・ライフ・バランス施策
や働き方改革に関心が集まっています。
本書では、現状において人事担当者が知っておくべき人事課題とそ
の解決法、およびこれら課題を踏まえた制度見直し、再構築を進め
るうえでの実践ノウハウについて、可能な限りわかりやすく解説し
ています。

会社法決算の実務（第9版）
2015年3月刊

【編】あずさ監査法人
中央経済社・900頁　6,800円（税抜）

本書は、会社法に基づく決算制度を扱う書籍であり、企業の経理実務に役
立つ手引書として、定時株主総会の招集通知、事業報告、計算書類・連結
計算書類等の作成、監査報告および決算公告という一連の会社法決算実務
について、会計専門家の立場から留意すべき重要ポイントを解説するとと
もに、上場企業の最新開示事例を厳選のうえ掲載し、事例解説を行ってい
ます。
第9版となる今回の改訂では、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の
向上のためのコーポレート・ガバナンス強化の流れの中で、上場会社等に
対する社外取締役選任の事実上の義務付け、監査等委員会設置会社制度の
創設、企業集団に係る内部統制の規定の充実・具体化等を含む平成26年
会社法改正の概要、コーポレートガバナンス・コードの制定状況など、会
社法決算に関連するトピックスについても取り扱っています。

有価証券報告書の見方・読み方（第9版）	－会社情報の宝庫
2015年3月刊

【編】あずさ監査法人
清文社・584頁　4,200円（税抜）

Ⅰ 情報源としての有価証券報告書
Ⅱ 有価証券報告書の読み方
 第一部　企業情報
 第二部　提出会社の保証会社等の情報
 監査報告書
Ⅲ 有価証券報告書でできる経営分析
Ⅳ 内部統制報告書
▶ 「COLUMN」

一定の基準に沿って定期的に公表することが求められている「有価証
券報告書」は、企業を評価し、判断するための有効な情報源として、
重要な役割を担っています。
本書は、日ごろ金融商品取引法監査を通じ、会社が作成する有価証
券報告書に関与している公認会計士が、事例に即して有価証券報告
書の見方や読み方をできるだけ平易に解説しています。
第9版となる今回の改訂では、平成23年3月期以降に行われた包括
利益の開示、過年度遡及会計基準の導入、社外役員の記載、単体開
示の簡素化などによる開示項目の改廃に対応しています。

第１章  総合解説編 中長期的視点による
人事マネジメント再構築の方向
性

 1.  経営環境の変化と人的資源管理
の対応

 2.  経営ビジョン・事業計画と人事
マネジメント

 3.  能力処遇から職務処遇への転換
の必要性とその進め方

 4.  人事評価制度の見直し
 5.  人材開発・キャリア開発
 6.  人事部門に求められる戦略的役

割
第２章  実務解説編 喫緊の人事課題
 ＜ 7 テーマ＞対応のための処方箋
 テーマ 1  再確認──要員計画と要

員適正化の勘所
 テーマ 2  これからの世代別人事マ

ネジメントの在り方
 テーマ 3  機能する経営人材開発の

進め方

 テーマ 4  自社のステージに最適な
グローバル人事マネジメ
ントの進め方

 テーマ 5  労働生産性の向上とイノ
ベーション推進に人事部
門はどう貢献するか

 テーマ 6  「仕組みだけ」「掛け声だ
け」に終わらせない ワー
ク・ライフ・バランスの
推進ポイント

 テーマ 7  実効性のあるダイバーシ
ティ・マネジメントの推
進ステップ

第３章  ケーススタディ編
  5 ～ 10 年先を見据えた人事処遇制

度の改定・運用指南

第 1 編　 会社法決算関係書類の 
作成・開示

 第 1 章　会社法決算と開示制度
 第 2 章　株主総会招集通知等
 第 3 章　事業報告
 第 4 章　 計算書類等および連結

計算書類の総則
 第 5 章　貸借対照表等
 第 6 章　損益計算書等
 第 7 章　 株主資本等変動 

計算書等
 第 8 章　注記表
 第 9 章　附属明細書
 第10章　監査報告
 第11章　決算公告
 第12章　臨時計算書類

 第 13 章　 会計基準等の 
新設・改正

第 2 編　特別編
 第 1 章　 リスクマネジメントと

会社法開示
 第 2 章　中小企業の会計
 第 3 章　 IFRS 任意適用制度と

会社法開示
 第 4 章　 平成 26 年改正会社法

の概要
 補　章　 コーポレートガバンス・ 

コードの制定
付　録　 掲載事例一覧表 

会計基準適用時期一覧表 
会社法決算関係用語集

出版物のご案内
NEW
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Q&A　連結決算の実務ガイド（第４版）
2015年 5月刊

【編】あずさ監査法人  
中央経済社・368頁　3,400円（税抜）

第１章　連結財務諸表総論
第２章　投資と資本の相殺消去
第３章　持分の変動
第４章　連結消去・修正仕訳
第５章　持分法
第６章　税効果会計
第 7章　その他の会計基準と連結上の処理
第８章　開示
第９章　IFRS

本書は、Q&A形式を用いたわかりやすい連結決算の実務書として、
改訂を重ねています。
第4版となる今回の改訂では、連結決算に携わる実務家に大きな影
響を及ぼす大幅な改正が行われた連結会計基準・企業結合基準など、
平成27年4月1日以後開始事業（連結会計）年度より適用される最新
の制度改正について対応しています。
このほか、連結納税制度については、地方法人税制度の創設を受け
て改訂された関連実務対応報告の内容を反映させており、また、引
き続き高い関心を集めているIFRSについては、可能な限り最新の改
正状況を踏まえて、さらに内容の充実を図っています。

持分法の会計実務
2014年9月刊

【編】あずさ監査法人  
中央経済社・324頁　3,600円（税抜）

第 1 章 持分法とは
第 2 章 持分法の適用範囲
第 3 章 取得時の会計処理
第 4 章 取得後の会計処理
第 5 章 持分変動に関連する会計処理
第 6 章 持分法に係る税効果会計
第 7 章 持分法における為替換算
第 8 章 減損
第 9 章 持分法適用会社が債務超過に陥った場合

平成25年9月に連結会計基準・企業結合会計基準等についての大幅
な改正が行われ、平成27年4月1日以後開始事業年度より適用にな
ります。持分法についても、平成26年2月に 会計制度委員会報告
第9号「持分法会計に関する実務指針」が改正されました。本書は、
企業の経理担当者だけではなく、学生や会計監査実務に携わるプロ
フェッショナルの要望にも応えるべく、複雑な持分法の一連の会計
処理を、総括的、包括的に解説しています。また、より読者の理解
に資するよう、概念的な基準の解説だけではなく、多様な事例を取
り上げ、具体的な仕訳を用いています。なお、本書では日本基準だ
けでなく、 IFRSにおける会計処理も取り扱い、基準差やそれに伴う
実務上の留意点にも言及しています。

すらすら図解　IFRSのしくみ（最新版）
2015年 4月刊

【編】あずさ監査法人　IFRSアドバイザリー室
中央経済社・208頁　2,000円（税抜）

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　収益認識をめぐる規定
第 5 章　資産をめぐる規定
第 6 章　負債をめぐる規定
第 7 章　金融商品をめぐる規定
第 8 章　企業結合と連結財務諸表
第 9 章　その他の重要な規定

本書は、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。
今回の改訂では、新たに公表された金融商品（第9号）、収益認識（IFRS
第15号）を反映したほか、コラムの充実を図っています。

詳細解説　IFRS実務適用ガイドブック
2014年 9月刊

【編】あずさ監査法人　【責任編集】山田辰己
中央経済社・1,468頁　9,200円（税抜）

本格的なIFRS時代が到来する中、様々な立場や目的から、IFRSの
理解に資する信頼できる情報に対するニーズが高まっています。本
書は、そのような期待に応えるIFRS専門書として、IFRSを支える基
本原則や規定の内容を簡潔かつ明瞭に示すことはもとより、実務で
遭遇するであろう論点をもできるだけ広く取り上げ、それらを豊富
な設例を用いて具体的に解説しています。また、ハイレベルな専門
書でありながら、図解、設例、日本基準との比較などを随所に配し、
時代に即した利便性を追求しています。
なお、IFRS15「顧客との契約から生じる収益」（2014年5月公表）、
IFRS9「金融商品」（2014年7月公表）等、刊行日時点の最新基準も
網羅しています。

出版物に関し、さらに詳しい情報につきましては、ホームページをご覧ください。
ご注文の際は、直接出版までお問い合わせください。

www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/publication/
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第 6 章  減損
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第 9 章  法人所得税
第10章  収益
第11章  従業員給付

第12章  金融商品
第13章  公正価値測定
第14章  外貨換算
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第16章  連結・投資
第17章  その他の論点
第18章  初度適用
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さらに詳しい内容につきましては、ホームページをご覧ください。
また、ご注文の際は、直接出版社までお問い合わせください。

ジャンル	 No.	 書籍名	 頁数 価格（税込）	 発行年月		 出版社	 編著者

IFRS 関連 1 すらすら図解　IFRSのしくみ（最新版） 208頁 ¥2,000 2015 年 04月 中央経済社

あずさ

2 詳細解説　IFRS 実務適用ガイドブック 1468 頁 ¥9,200 2014 年 09 月 中央経済社

3 IFRSの基盤となる概念フレームワーク入門 256 頁 ¥2,800 2012 年 01 月 中央経済社

4 IFRS設定の背景－基本事項の決定・従業員給付－ 244 頁 ¥3,800 2013 年 04 月 税務経理協会

5 IFRS設定の背景－金融商品－ 540 頁 ¥6,200 2013 年 04 月 税務経理協会
財務会計 1 会社法決算の実務（第 9版）	 900 頁 ¥6,800 2015 年 03月 中央経済社

あずさ

2 有価証券報告書の見方・読み方（第 9版）－会社情報の宝庫 584頁 ¥4,200 2015 年 03月 清文社

3 持分法の会計実務 324 頁 ¥3,600 2014 年 09 月 中央経済社

4 取締役・執行役・監査役のすべて 752 頁 ¥4,500 2014 年 08 月 清文社

5 連結財務諸表の実務（第 6 版） 968 頁 ¥9,500 2014 年 06 月 中央経済社

6 資本等取引と組織再編の会計・税務 538 頁 ¥3,500 2014 年 04 月 清文社 KPMG

7 金融商品会計の実務 ( 第 4 版） 288 頁 ¥2,800 2013 年 03 月 東洋経済新報社

あずさ
8 24 年改正でここが変わった退職給付会計の実務対応 312 頁 ¥3,200 2012 年 12 月 中央経済社

9 英文財務諸表の実務（第 9 版） 826 頁 ¥7,800 2012 年 09 月 中央経済社

10 過年度遡及に伴う「比較情報」の実務 164 頁 ¥2,000 2012 年 02 月 中央経済社
Q&A 会計シリーズ 1 Q&A　連結決算の実務ガイド（第 4版） 368頁 ¥3,400 2015 年 05月 中央経済社	

あずさ

2 Q&A　M&A 会計の実務ガイド（第 4 版）  340 頁 ¥3,200 2014 年 07 月 中央経済社

3 Q&A　退職給付会計の実務ガイド（第 2 版）  296 頁 ¥3,000 2013 年 12 月 中央経済社

4 Q&A　株式上場の実務ガイド 384 頁 ¥3,600 2013 年 09 月 中央経済社

5 Q&A　税効果会計の実務ガイド（第 5 版） 292 頁 ¥2,800 2012 年 06 月 中央経済社
税務 1 国際税務　グローバル戦略と実務 288 頁 ¥4,200 2013 年 01 月 東洋経済新報社

TAX

2 担当者の疑問に答える　タックス・ヘイブン対策税制 Q&A 400 頁 ¥4,200 2012 年 12 月 中央経済社
Q&A でわかる　 
M&A 税務 
ハンドブック・シリーズ

1 Ⅰ合併 293 頁 ¥3,600 2012 年 03 月 税務経理協会

2 Ⅱ分割 315 頁 ¥3,700 2012 年 03 月 税務経理協会

3 Ⅲ株式交換・株式移転 294 頁 ¥3,700 2012 年 03 月 税務経理協会

4 Ⅳ 現物出資・欠損等法人・連結納税・グループ法人税制・企業再生・ 
クロスボーダーＭ＆Ａ 341 頁 ¥3,800 2012 年 03 月 税務経理協会

5 Ⅴ資本取引 347 頁 ¥3,800 2012 年 03 月 税務経理協会
経営 1 実践　企業・事業再生ハンドブック 496頁 ¥4,500 2015 年 04月 日本経済新聞出版社 FAS

2 実践　人事制度改革	－今、解決すべき 14課題への対応実務 312頁 ¥3,600 2015 年 02月 労務行政 KC

3 すらすら図解　M&A のしくみ 192 頁 ¥2,000 2014 年 12 月 中央経済社 あずさ

4 あるべき私的整理手続きの実務 551 頁 ¥5,400 2014 年 09 月 民事法研究会 FAS

5 基礎からの完全マスター　平成 26 年版　給与計算実践ガイドブック 392 頁 ¥2,800 2014 年 04 月 清文社 BRM

6 欧米・新興国・日本 16 ヵ国 50 社のグローバル市場参入戦略 368 頁 ¥3,800 2013 年 11 月 東洋経済新報社 FAS

7 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 256 頁 ¥4,200 2013 年 03 月 東洋経済新報社 KPMG

8 経営戦略としての事業継続マネジメント 336 頁 ¥3,400 2013 年 03 月 東洋経済新報社 BA(KC)

9 金融機関のための介護業界の基本と取引のポイント 208 頁 ¥1,600 2013 年 01 月 経済法令研究会 HC

10 改正犯収法と金融犯罪対策 544 頁 ¥5,000 2013 年 01 月 金融財政事情研究会
あずさ

11 CFOの実務（第 2 版） 475 頁 ¥4,600 2012 年 04 月 東洋経済新報社
IPO 1 IPOと戦略的法務－会計士の視点もふまえて		 360 頁 ¥3,200 2015 年 01月 商事法務 あずさ

2 これですべてがわかる　IPO の実務（第 2 版） 442 頁 ¥4,800 2014 年 07 月 中央経済社 あずさ

3 アジア上場の実務 Q&A 544 頁 ¥5,600 2014 年 06 月 中央経済社 KPMG
内部統制 
内部監査 
不正

1 これですべてがわかる　内部統制の実務（第 2版） 392頁 ¥4,300 2015 年 01月 中央経済社

あずさ2 図解	CAAT実践入門－データ活用による内部監査の高度化 192頁 ¥2,200 2015 年 01月 中央経済社

3 IT 統制評価全書 584 頁 ¥6,500 2013 年 03 月 同文舘出版

4 企業不正の調査実務 384 頁 ¥3,800 2012 年 12 月 中央経済社
FAS

5 不正・不祥事のリスクマネジメント 368 頁 ¥3,800 2012 年 06 月 日本経済新聞出版社
海外 1 中国子会社の投資・会計・税務（第 2 版） 1152 頁 ¥12,000 2014 年 12 月 中央経済社

あずさ 
KPMG

2 メコン流域諸国の税務 ( 第 2 版） 570 頁 ¥6,200 2014 年 10 月 中央経済社

3 英国の新会計制度 224 頁 ¥2,600 2014 年 04 月 中央経済社

4 早わかり　中国税務のしくみ 252 頁 ¥2,800 2013 年 03 月 中央経済社
公会計 1 学校法人会計の実務ガイド（第 6 版） 466 頁 ¥4,600 2014 年 11 月 中央経済社

あずさ

2 公益法人・一般法人の新決算実務Ｑ＆Ａ 288 頁 ¥3,200 2014 年 01 月 中央経済社

3 社会福祉法人会計の実務ガイド 300 頁 ¥3,400 2013 年 04 月 中央経済社

4 新地方公営企業会計の実務ガイド 227 頁 ¥2,500 2012 年 04 月 同文舘出版

5 国立大学法人会計の実務ガイド（第 3 版） 444 頁 ¥5,000 2012 年 02 月 中央経済社

（色字は2015年刊行）（色字は2015年刊行）
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IFRS オンライン解説	 http://www.kpmg.com/Jp/ifrs-online-commentary

オンライン解説　2015年1月　IFRS-IC会議速報 
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-ic-meeting-flash/Pages/ifrs-ic-update-201403.aspx

オンライン解説　2015年2月　IASB会議速報 
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/iasb-meeting-flash/Pages/iasb-update-201503.aspx

IFRS	オンライン基礎講座	 http://www.kpmg.com/Jp/ifrs-online-lecture

従業員給付
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/employee-benefits-201502.aspx

企業結合 
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/ifrs3-business-combination-201502.aspx

法人所得税
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-basic-lecture/Pages/ias12-income-tax-201503.aspx

日本基準	オンライン基礎講座	 http://www.kpmg.com/Jp/jgaap-online-lecture

収益
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/jgaap-basic-lecture/Pages/revenue-201503.aspx

今後も会計に関する情報を積極的に提供してまいります。ぜひご活用ください。

あずさ監査法人	オンライン解説・オンライン基礎講座のご案内
2月以降に公開したオンライン解説・オンライン基礎講座について、ご案内いたします。
これらのオンライン解説や基礎講座は、あずさ監査法人のウェブサイトまたは iPhone/Android 用アプリ「KPMG会計・監査A	to	Z」より
視聴できます。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-new-standards-commentary/Pages/pitf-31-new-standards.aspx
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会計・監査ニュースフラッシュ
http://www.kpmg.com/jp/jgaap-jgaas-news-flash

我が国における会計および監査に関する最新情報を速報で紹介しています。

IFRS	ニュースフラッシュ
http://www.kpmg.com/jp/ifrs-news-flash

国際会計基準審議会（IASB）によって公表された新基準（の改訂）、公開草案、ディスカッション・ペー
パー等の速報解説です。基準等が公表された後、数日中に公表しています。

会計基準 Digest
http://www.kpmg.com/jp/accounting-digest

会計基準Digestは、日本基準、修正国際基準、IFRSおよび米国基準の4基準の動向を簡潔に把握し
たい方のために、月次で発行しているレターです。
会計基準Digestでは、上記の4基準をカバーするとともに、各情報について、あずさ監査法人が提
供している詳細情報への参照先を紹介しています。

ナレッジ –ニュース www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news

メールマガジン「あずさアカウンティングニュース」において、更新のお知らせをしております。
配信をご希望の方は、メールマガジンページよりご登録ください。登録・購読は無料です（詳細は次ページ）。

シリーズ刊行物のご案内
KPMGジャパンのWebサイト〈ナレッジ－ニュース〉では、会計・監査および企業経営に関する最新のニュースや業界動向等を掲載して
います。
ここでは、主なシリーズ刊行物をご紹介します。
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メールマガジンのご案内
KPMGジャパン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、Webサイトの各メールニュー
スのページよりご登録ください。　　
www.kpmg.com/jp/mail-magazine

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。
	
www.kpmg.com/jp/ja/events

KPMG	Thought	Leadership	アプリのご紹介	
国内外の重要なビジネス上の課題に関するKPMGの解説に、簡単にアクセスできるアプリを公開しています。
25ヵ国語に対応しており、無料でダウンロードすることができます。

 

KPMG Thought Leadership アプリの機能

▶ スポットライト表示から最新の資料を探すことができます。 
▶ 監査、税務、アドバイザリーなどのカテゴリーや業種で絞り込めます。 
▶ 検索、ソート機能を有しています。 
▶ 日本のほか、海外の KPMG が提供する資料も閲覧できます。 
▶ ブックシェルフに資料をダウンロードして、オフラインで読むことができます。 
▶ ダウンロードした資料を自由にカテゴライズすることができます。 
▶ お気に入りのページをブックマークすることができます。 
▶ 各国の KPMG に直接コンタクトすることができます。 
▶ ダウンロードした資料をデバイス間で同期できます。 

アプリのダウンロード
iTunesからダウンロードすることができます（無料）。「KPMG	Thought	Leadership」でご検索ください。

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　 株式上場を検討している企業の皆様を対象に、株式上場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。

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
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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 Masayuki 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 最上　龍太 Ryuta Mogami ryuta.mogami@kpmg.com 86/(755) 2547-1121
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 Delhi 宮下　準二 Junji Miyashita junjim@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
Bangalore 金原　和美 Kazumi Kanehara kazumi@kpmg.com 91/(80) 3065-4364
Ahmedabad 金原　和美 Kazumi Kanehara kazumi@kpmg.com 91/(80) 3065-4364

Indonesia Jakarta 高橋　道則 Michinori Takahashi michinori.takahashi@kpmg.co.id 62/(21) 570-4888
Korea Seoul 西谷　直博 Naohiro Nishitani nnishitani1@kr.kpmg.com 82/(2) 2112-0263
Laos Vientiane 宮田　一宏 Kazuhiro Miyata kazuhiro@kpmg.co.th 66/(2) 677-2126
Myanmar Yangon 藤井　康秀 Yasuhide Fujii yfujii@kpmg.com 95/(1) 527-103
Malaysia Kuala Lumpur 松木　豊 Yutaka Matsuki YUTAKAMATSUKI@kpmg.com.my 60/(3) 7721-3107
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 太田　耕蔵 Kozo Ota kota1@kpmg.com.tw 886/(2) 8758-9926

Kaohsiung 高雄 蔡　莉菁 Michelle Tsai michelletsai@kpmg.com.tw 886/(7) 213-0888
Thailand Bangkok 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 前川　武俊 Taketoshi Maekawa tmaekawa@kpmg.com 1/(213) 955 8331
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
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有限責任	あずさ監査法人

全国主要都市に約5,200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 03-3548-5100

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 静岡オフィス TEL 054-652-0707

京都事務所 TEL 075-221-1531 岐阜オフィス TEL 058-264-6472

神戸事務所 TEL 078-291-4051 三重オフィス TEL 059-223-6167

広島事務所 TEL 082-248-2932 岡山オフィス TEL 086-221-8911

福岡事務所 TEL 092-741-9901 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	BRM株式会社／KPMG社会保険労務士法人

給与計算・社会保険業務、経理・財務および法務・総務の3つの専門グルー
プを組織し、日本に進出した外資系企業を対象に、管理部門のアウトソー
シングサービスをワンストップで提供しています。

  TEL 03-5447-0700

KPMG	コンサルティング株式会社

グローバル規模での事業モデルの変革や経営管理全般の改善をサポートし
ます。具体的には、事業戦略策定、業務効率の改善、収益管理能力の向上、
ガバナンス強化やリスク管理、IT戦略策定やIT導入支援、組織人事マネジ
メント変革などを提供しています。

東京本社  TEL 03-3548-5111

名古屋事務所 TEL 052-571-5485

株式会社	KPMG	FAS

企業戦略の策定から、トランザクション（M&A、事業再編、企業再生等）、
ポストディールに至るまで、企業価値向上のため企業活動のあらゆるフェー
ズにおいて総合的にサポートします。主なサービスとして、M&Aアドバイ
ザリー（FA業務、バリュエーション、デューデリジェンス、ストラクチャリン
グアドバイス）、事業再生アドバイザリー、経営戦略コンサルティング、不正
調査等を提供しています。 

  TEL 03-5218-6700

KPMG	あずさサステナビリティ株式会社

非財務情報の信頼性向上のための第三者保証業務の提供のほか、非財務情
報の開示に対する支援、サステナビリティ領域でのパフォーマンスやリスク
の管理への支援などを通じて、企業の「持続可能性」の追求を支援してい
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
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　　オンライン解説

音声解説付きのスライドにより、日本基準および IFRSなどの新基準書や公開草案などの内容を紹介します。
また、毎月IASB会議の最新動向について解説するほか、隔月でIFRS解釈指針委員会の最新動向について解説します。

　　オンライン基礎講座

初心者向けの無料オンライン基礎講座を開設、音声解説付きのスライドにより、IFRSと日本基準の基本的な項目を、わかりやすく解説します。
2014 年7月から、「有形固定資産」「金融商品」「連結」などのモジュールを、順次公開しています。

アプリのダウンロードについて
・		App	Store（iPhone版）またはGoogle	Play	ストア（Andoroid 版）からダウンロードすることが	
できます（無料）。

・	「KPMG会計・監査A	to	Z」、「KPMG」、「あずさ監査法人」等で検索してください。
＊	iPhone、iPad、AppStoreは米国Apple	Incの商標または登録商標です。
＊	Android、PlayストアはGoogle	Incの商標または登録商標です。
＊	「KPMG会計・監査A	to	Z」は、有限責任	あずさ監査法人の登録商標です。

KPMGジャパンウェブサイトのアプリ紹介ページ
www.kpmg.com/jp/kpmg-atoz

「KPMG会計・監査A	to	Z」アプリのご紹介
あずさ監査法人は、「KPMG会計・監査A	to	Z」アプリを2014年 7月に公開しました。
アプリの公開とあわせ、KPMGジャパンのウェブサイト内の会計・監査情報ページをリニューアルし、新たにオンライン解説、オンライン
基礎講座を公開し、またコンテンツの充実を図りました。
本アプリおよびウェブサイトでは、日本基準、修正国際基準、IFRSおよび米国基準に関する情報を積極的に提供してまいります。

アプリの機能

▶ あずさ監査法人が公表する会計・監査の最新情報を基準別にチェックし、ウェブでの詳細ページにアクセスすることができます。
▶ 音声解説付きスライドにより、日本基準および IFRSなどの新基準書や公開草案などの内容を紹介します。
▶  音声解説付きスライドにより、日本基準および IFRSの主要な項目を初心者の方にもわかりやすく解説する、無料のオンライン基礎講座を

公開します。

アプリでも
ウェブでも
One Click
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