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あけましておめでとうございます。

KPMGジャパンのナレッジを広く社会へ提供することを目的に皆様にお届けしております
KPMG Insight につきましては、平素よりご愛読いただき誠にありがとうございます。

これまで新興国の高成長に支えられてきた世界経済は、新興国の成長鈍化や先進国の
経済停滞などにより不確実性が高まってきていますが、一方で昨年大筋合意に至ったTPP

（環太平洋経済連携協定）による自由貿易の新たな枠組みなどは、今後の日本経済を活性化
する明るい兆しとして期待されているところです。

現在の企業環境は、国内経済の問題だけではなく、国際政治、地政学、人口動態、
エネルギー、地球環境、各種規制等、様 な々要因が影響を及ぼしてきており、経営の舵取りは
一段と難しいものとなっています。昨年は、新たに施行されたコーポレートガバナンスコードや
スチュワードシップコードの導入等、企業経営のガバナンスが注目される中、いくつかの会計
不祥事が新聞紙面を賑わした年でもありました。私たち監査法人は、このような状況下、
社会から期待されているその職務を着実に果たしていくことが肝要だと改めて全職員が
認識し、身を引き締めて業務に精励していく所存です。

監査業務の品質の維持向上が私たちの最優先課題であることに変わりはありません。
資本市場の健全な発展に寄与していくために、職業専門家としての懐疑心や誠実性を
保持した、より深度の高い監査を実施するとともに、実証手続におけるデータ・アナリティクス
技法の導入、さらに次世代の監査手法であるDynamic Auditの導入を積極的に進めながら、
品質基盤の強化を図ります。

日本企業のグローバル化の過程で直面する多種多様な経営管理の問題に対しては、
アドバイザリー・サービスや税務サービスを提供するグループ各社や海外のKPMGメンバー
ファームと連携しながら、企業が抱える課題解決を支援します。

私たちは、KPMGのメンバーファームの一員として、“Inspire Confidence, Empower Change”
（社会に信頼を、変革に力を）というPurpose（目的）をグローバルベースで共有しています。
このPurposeに基づき、監査および会計サービスを通じて情報の信頼性を確立するとともに、
持続的成長に向けた企業や社会の変革を支援していきたいと考えています。

私たちは、ステークホルダーや社会にとって価値ある存在であるように、そしてそのことにより
いつも選ばれるプロフェッショナルファーム、すなわち、“The Clear Choice”を目指し、これからも
努めてまいります。

新年のご挨拶

有限責任 あずさ監査法人 理事長
KPMGジャパン CEO

酒井　弘行

2016 年 1 月
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KPMGフォーラム2015 － IoT時代の経営イノベーション　講演報告
【パネルディスカッション】 成長戦略を支えるIFRS－その最新動向を探る

会計基準情報（2015.10 -11 ）

IFRS 財団とIASB は公共の利益のために仕事をしているのか？

新しい企業年金 ～ 労使リスク分担型企業年金の概要

2015年度税制改正によるスキャナ保存制度の改正

株主との対話 ‒コーポレートガバナンスとIR／SR活動の今後（後篇）

未来を拓くコーポレートコミュニケーション　第17 回  持続可能性のための価値創造

激動期の戦略経営

不確実性時代におけるサプライチェーンマネジメント進化の方向性

サイバーインテリジェンス活用戦略

コーポレート部門主導型ターンアラウンド

IFRSによるIPOのポイント

先端テクノロジーを武器にイノベーションを実現する

スタジアム建設における財務計画策定のプロセス

日台租税協定（通称）の締結

モンゴルの会計・税制および投資トピック

ドイツにおけるM&A ・ 組織再編関連税制の動向
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特集①

KPMGフォーラム2015 
− IoT時代の経営イノベーション　講演報告
【基調講演】�
IoTによるビジネスモデルのドラスティックな変革

【パネルディスカッション】
ドイツ「インダストリー 4.0」、第4 次産業革命の現状とチャンス

KPMGジャパンは、去る2015年11月26日、27日　東京ミッドタウン、12月4日　ミッ
ドランドホール（名古屋）、12月7日　ホテルニューオータニ大阪において、「KPMG
フォーラム2015−IoT時代の経営イノベーション」を開催しました。
本フォーラムは、企業の皆様が日々向き合われている課題の解決に向けて、さらに、
将来の新しい時代を切り開く付加価値の高い情報提供をすべく14年目を迎えてい 
ます。
2015年6月に政府より閣議決定された「日本再興戦略2015」の戦略の趣旨に沿い、
日本におけるビジネスのあり方も変化が起きつつあります。様々なモノがインター
ネットとつながるIoT（Internet of Things）の進展により、新たなビジネスモデルへ
の対応が重要な課題となりつつあります。そして、それを契機として日本企業を取
り巻く経営環境は大きく変化するものと思われます。
こうした現状を踏まえ、KPMGジャパンでは、日本企業が国際競争力を維持するた
めには、未来を見据えて経営のイノベーションを起こすことが最重要課題と考えま
した。
本稿では、外部の有識者の方々も交えた講演内容を広くお伝えするため、概要を
KPMGジャパンがご紹介します。
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特集①

Ⅰ.【基調講演】　 
 IoTによるビジネスモデルの
ドラスティックな変革

東京大学　政策ビジョン研究センター　 
シニア・リサーチャー　兼
独立行政法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）プログラムマネジャー
小川　紘一　氏

KPMGフォーラム2015　東京会場1日目は、酒井弘行KPMG
ジャパンCEOによる開会挨拶のあと、まず、小川紘一氏による
基調講演「IoTによるビジネスモデルのドラスティックな変革」
で始まりました。小川氏には、ビジネス・エコシステム型へ変わ
るグローバル市場へ日本企業がどのように適応し、どのような
ビジネスモデルを築きあげるべきか、我々は具体的に何をすべ
きかについてご講演頂きました。

1.�IoTの歴史的な背景と位置づけ

小川氏は、冒頭、先進型インダストリーの基本問題として、過
去20年で先進国の生産性が伸び悩んでおり、付加価値の創出で
先進国のシェアがアジアなどの新興国と比較して大幅に減少し
ていることを説明されました。

そして、先進工業国がすべきことは、IoTが創る新たな経済
環境の中でインダストリーそれ自身のイノベーションである、
と指摘されました。

その歴史的な背景として、モノの世界であった18世紀末の第
1次経済（産業）革命、19世紀末の第2次経済革命に次いで、20世
紀末からデジタル技術やソフトウエアなどの仮想世界が付加価
値を創出する第3次経済革命が起きたこと、そしてこの延長で
すべてのモノやサービスが互いに繋がって付加価値を生み出
すIoTの経営環境が到来し、この繋がりがグローバル市場を巨

大なビジネス・エコシステム型へ転換させて第4次経済革命が
起きる、と位置づけられました。

続いて、ビジネス・エコシステムとは、グローバル市場で多く
の企業が協調して活動し、業界全体で収益構造を維持・発展さ
せていく考え方であると説明されました。そのうえで、互いに
繋がるエコシステム型の市場になれば競争ルールが変わって
しまうのでドラスティックな経営イノベーションが必要であり、
その具体化にはオープン＆クローズの戦略思想を持たなければ
ならない、と提言されました。

2.�オープン&クローズ戦略とは何か

小川氏がいうオープン＆クローズ戦略とは、エコシステムを
構成する企業が自社の利益の源泉となる独占領域（クローズ）と
パートナーに任せる領域（オープン）とを事前設計する戦略思想
であり、多くの企業が得意領域を持ち寄ってイノベーションを
起こすので瞬時に巨大市場が生まれる。ここに最大の特徴があ
ることを多くの事例で説明されました。またビジネスエコシス
テムならそれぞれの企業が少ない投資を持ち寄って巨大市場
を作るので、オープン＆クローズの戦略は、ROEを飛躍的に高
めるための経営思想でもあり、欧米企業のROEが日本企業より
非常に高い原因がここにある、と説明されました。

3.�IoT時代：欧米のインダストリー国内回帰に向かう

続いて小川氏は、リーマンショックを経験した欧米先進国が、
不安定な金融のリバレッジではなく、堅牢な産業基盤となる製
造業の国内回帰へ政策転換している、と述べられました。

ただし欧米企業の方向性は、新興国が得意な同じハードウエ
ア製品の低コスト大量生産ではなく、ソフトウエアのリバレッジ
で付加価値生産性を高める新たなビジネスモデルをオープン＆
クローズの戦略思想で事前設計する点に特徴がある、と強調さ
れました。　　

また欧米企業が国際標準化を先導するのは、第一にハードウ
エアをオープン化し、シンプルにして新興国から低コストで調
達するためであり、第二にエコシステムの繋がり方を自社／自
国優位に決めるためであることを、自動車産業やICT産業の事
例を挙げながら説明されました。

4.�IoT時代の日本企業の方向性

最後に小川氏は、IoＴ時代の日本企業は欧米企業が繰り出す
上記の経営環境に否応なく置かれるのであり、得意なハードウ
エア・モノづくりの付加価値を何倍にも高めるには、日本企業
が先手を打ってソフトウエアのリバレッジを使うビジネスモデ
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特集①

ルに切り替えなければならない。このビジネスモデル設計のプ
ラットフォームがCPS（Cyber Physical System）であると定義
し、具体的な活用法を階層構造で紹介なさいました。

日本企業は、得意分野であるハードウエア・モノづくりを起
点に日本型のCPSを創りだすべきであること、CPSとオープン
＆クローズの戦略思想を組み合わせることによって日本企業の
付加価値生産性とROEを飛躍的に高めることが可能であるこ
と、したがってこれをグローバル市場の前線で担う軍師型の人
財の育成が喫緊の課題であることを、繰り返し強調しながら講
演を終えられました。

講演は、大盛況のうちに終了し、オープン&クローズ戦略に
よる日本企業の再興や今後大規模に進展するIoT時代へのか
かわりについて深く考えさせられる大変有意義なセッションで 
した。

（参考図書）
【増補改訂版オープン＆クローズ戦略】
2015年12月14日刊
小川紘一 （著）　翔泳社
458頁　2,200円 （税抜）

Ⅱ.【パネルディスカッション】 
ドイツ「インダストリー 4.0」、 
第4次産業革命の現状とチャンス

東京大学　政策ビジョン研究センター　 
シニア・リサーチャー　兼
独立行政法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）プログラムマネジャー
小川　紘一　氏
　×
ベッコフオートメーション株式会社
代表取締役社長
川野　俊充　氏
　×
有限責任 あずさ監査法人
総合研究所　顧問
伊藤　慎介

東京会場1日目では、小川氏の基調講演をさらに深堀りする
形で、小川氏と「インダストリー4.0」を牽引する先進企業である
ベッコフオートメーション株式会社の川野代表取締役社長、あ

ずさ監査法人 総合研究所の伊藤顧問との3人で、ドイツが目指
す「インダストリー4.0」の現状、日本にとってのビジネスチャン
スという視点でどのように活用すべきなのかパネルディスカッ
ションが行われました。

1.�インダストリー 4.0の現状

冒頭、川野氏から、「インダストリー4.0」とは、ドイツが2013年
4月より製造業の国際競争力の強化を目的として、CPS（Cyber 
Physical System）を標準化したスマート工場を国内外に展開す
ることで新市場を創出するとした戦略的国策であると説明され
ました。

また、その提言書は、プラットフォームと呼ばれる事務局のも
と、産官学が共同でルールづくりを議論しており、ドイツに多く
ある中堅中小企業の輸出支援として期待されていること、CPS
を標準化して生産現場を全体最適化できるユニバーサルデザ
インモデルをつくること、さらに機械をIT周辺機器のように見
える化・オープン化させることを最重要課題にしていることを
説明されました。

その結果、IoT戦略としてスマート工場がグローバル展開さ
れる流れに応じて、標準化される協調領域はうまく活用して新
市場形成のrevolution（革新）に繋げていくこと、差別化の源泉
である競争領域は引き続き作り込みevolution（進化）させてい
くことが重要となり、事業資源を在庫量が無限のクラウドから
ソーシングできる世の中に備えるべきと述べられました。

2.�日本にとってのビジネスチャンス

続いて、オープン＆クローズ戦略による経営イノベーション
を具体的にはどのように行うべきか、日本の技術は果たして勝
てるのか、日本は標準化の捉え方は間違っていないのか、この3
つの視点を深堀りしたディスカッションが行われました。
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特集①

（ 1 ）  オープン&クローズ戦略による経営イノベーションの具
体化

小川氏は、オープン&クローズ戦略を成功させるためには、グ
ローバル市場の産業構造を俯瞰した枠組みで戦略のシナリオ
を作ること、そしてダントツのコアテクノロジーを持つことの
２つが必要であり、標準化はコア領域（クローズ）とオープン領
域の境界を設計する経営ツールとして活用すべきである、と強
調されました。

それを受け、伊藤は、ビジネスモデルを変革する際に、成熟
した大企業よりもIT化に今後取り組む中小企業に新規参入の
ツールを提供することで成長のチャンスがあるのではないかと
意見を述べた。

また川野氏は、IT化が進んでいない国で生産革命が起きる可
能性がある国として、中国をあげられました。

（ 2 ） 日本の技術力の優位性
川野氏は、日本の町工場の技術力の優位性について、精密加

工を例に、機械技術で出来る部分は機械に任せ、職人技とも言
える人のノウハウが必要となるところに人をあてる合理的な運
営が大事であると強調されました。

（ 3 ） 標準化における日本の誤解
小川氏は、標準化における競争領域と協調領域との境界線

は、各企業が置かれた状況によって決めるものであり、画一的
な決め方があるわけではない、と述べられました。一般論で言
えば、自社のコア領域からオープン領域に向けて最も強い影響
力を持たせるという、オープン＆クローズの経営戦略に基づい
て境界線を決めるべきである、と指摘されました。

また川野氏は、規格などの認証機関やライセンス販売等周辺
条件をマネタイズすることも必要であるとの意見を述べられま
した。

それを受けて、伊藤は、国際標準の策定は次のビジネスを作
るプロセスで、どのように有利なポジションをつくるかを考え
る場であり、一番重要な人材をあてることを日本も意識する必
要があると強調した。

また標準化について、小川氏は事業戦略そのものである、
川野氏はアライアンスを検討している場であると指摘されま 
した。

最後に伊藤より、IoTへの対応は重要ではあるものの、経営イ
ノベーションをどのように起こしていくのかがより大切である
と締めくくりました。

ドイツの国策「インダストリー4.0」への理解、日本における今
後のビジネスチャンスの捉え方など、企業経営を担う多くのご
参加者にとって、大変興味深く有意義なものでした。
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特集②

KPMGフォーラム2015 
− IoT時代の経営イノベーション　講演報告
【特別セッション】
「未来予測 2016 ～ 2030」−コンピューティング革命としての「クラウド」

　　　　 　

株式会社アクアビット

代表取締役　チーフ・ビジネスプランナー
有限責任 あずさ監査法人　総合研究所
未来研究室　顧問　田中　栄

KPMGジャパンは、去る2015年11月26日、27日　東京ミッドタウン、12月4日　ミッ
ドランドホール（名古屋）、12月7日　ホテルニューオータニ大阪において、「KPMG
フォーラム2015− IoT時代の経営イノベーション」を開催しました。
本フォーラムは、企業の皆様が日々向き合われている課題とともに、将来の新しい
時代を切り開く付加価値の高い情報提供をすべく昨年大幅なリニューアルと名称変
更を経て14年目を迎えています。
本年は、グローバル経営における事業戦略や人材・組織マネジメント、M＆A・投
資戦略、ガバナンス構築、IT戦略やセキュリティ対応、IFRSやBEPS等の会計・税
務上の最新動向、各業種のメガトレンド等、様々なテーマの最新動向や事例を踏ま
えたテーマについて講演しました。
特に、IoT時代の経営イノベーションについては、外部の有識者の方々も交えて講
演し、田中栄氏による特別セッション「『未来予測2016-2030』−コンピューティン
グ革命としての『クラウド』」は、東京会場1日目（11月26日）、名古屋会場（12月
4日）、大阪会場（12月7日）において、それぞれの地域特性に応じて行いました。
本稿では、IoT時代の経営イノベーションについて、田中栄氏による特別セッショ
ンの講演内容を広くお伝えするため、概要をKPMGジャパンがご紹介します。
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Ⅰ. 未来を創る3 つのメガトレンド

1.�中長期戦略で必要な共通認識

田中氏は、まず今回のテーマが「未来」であり、その未来は10
年先、15年先の、これから直面するであろう現実の未来である
ということを説明されました。

中長期の戦略を立てるということは、半分以上は先を読むこ
と、つまり未来を視ることであり、戦略を創るためには、その
前提となる共通認識を固めることが必要であると述べられまし
た。今どうなっているか、そしてこれからどうなるかといった
現在や将来に対する見方を一致させなければ、「その先をどう
するか」という議論ができるようにはならない。それを支援する
ためのものが、田中氏が執筆する『未来予測レポート』であると
説明されました。
『未来予測レポート』で伝えたいことは「過去の延長線上に 

『未来』はない」であると、強調して説明されました。

2.�未来を創る3つのメガトレンド

次に、田中氏が様々な業界の戦略立案に携わってわかった
ことは、「モノが足りない」ことを前提とする「サステイナビリ
ティ」、「ゲノム」技術による「ライフ・イノベーション」、「コン
ピューティング革命」による「クラウド・コンピューティング」の
3つがメガトレンドであり、それによって求められるビジネスも
変化していると述べられました。

なかでもメインとなるメガトレンドは「クラウド・コンピュー
ティング」であり、その理由は、「サステイナビリティ」や「ライ
フ・イノベーション」と異なり、あらゆる分野のビジネスに直接
的な影響を与えるものであるためとの見解を述べられました。

これについて、東京、大阪ではエレクトロニクス産業におけ
るクラウド・コンピューティングを、名古屋では自動車産業に
おけるサステイナビリティとクラウド・コンピューティングを中
心に、例を挙げて説明されました。

（ 1 ） サステイナビリティ
サステイナビリティとは、一言で言えば「モノが足りなくな

る」ということであり、これからのビジネスの新しい前提になる
と説明されました。

2030年には中国に代わってインドが人口1位になり、いわば
「もう1つの中国」が誕生するとしたうえで、これからは安く大量
に作れば売れるという時代ではなくなり、社会全体、世界全体
の枠組みを大きく変える必要が出てくると述べられました。

（ 2 ） クラウド・コンピューティング
いま、コンピューティングそのものに革命が起こっていると

強調され、パソコンというモノがブロードバンドに繋がることで
一気にスパコンへと飛躍的に進歩したこと、これがコンピュー
ティングの革命であり、音声や映像がインターフェースとし
て本格的に使えるようになったことで、プロダクトの概念が変
わったことを説明されました。

コンピューティングはモノからサービスへと変化し、それに
よって働き方が変わるということ、求められる能力が変わると
いうことも述べられました。

Ⅱ. ビジネス産業の変化

田中氏は、ビジネスが変わるということは業界や産業の形も
変わる、ということを強調され、大きなポイントとして以下の2
つを説明されました。

1.�クラウドロニクス・サービス産業群

1つ目のポイントは、クラウドとエレクトロニクスが融合した
「クラウドロニクス」という新しい概念が登場するということ。
これを土台としてエレクトロニクス・通信・コンピューティン
グがひとつの大きな産業となり、様々な産業の一部がデジタル
サービス化し領域が重なることで「クラウドロニクス・サービス
産業群」と呼ぶべき新しい産業が形成されていくと述べられま
した。

2.�トリプル・ベロシティ

2つ目のポイントは、商流・物流・金流という3つのビジネスの
基本的な流れが、3倍のスピード、3倍のバリエーションに一気
に変化することであり、クラウドによって、小売・流通のあり方、
マーケティングの手法、決算手段などが一気に変わること、そ
れらが同時多発的に変わることは、ビジネスの大前提やルール
が大きく変わることを指摘されました。

コンピューティングは単なる情報端末だったものが、今や
様々な分野に広がっており、エレクトロニクス、自動車、エネル
ギー、医療／ヘルスケア、農業など、どの分野においても、根底
にあるのはクラウドであると説明されました。
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Ⅲ. おわりに

田中氏は、「過去の延長線上に『未来』はない」ということ、そ
の中心にあるのは「クラウドロニクス」であること、そして「社会
が変われば、求められるビジネスもまた変わる」ということ、こ
れらを理解することが非常に重要であり、10年、15年先を踏ま
えてそれまでにやっておかなければならないことをバックキャ
ストで考えることが大切だと示されました。

講演は、過去の延長線上に未来は描けず、現在のビジネスが
安定的ではないことを考えさせられる大変示唆に富んだ講演で
した。
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会計トピック①

KPMGフォーラム2015 
− IoT時代の経営イノベーション　講演報告
【パネルディスカッション】�
成長戦略を支える IFRS −その最新動向を探る

KPMGジャパンは、去る2015年11月26日、27日　東京ミッドタウン、12月4日　ミッ
ドランドホール（名古屋）、12月7日　ホテルニューオータニ大阪において、「KPMG
フォーラム2015−IoT時代の経営イノベーション」を開催しました。
本フォーラムは、企業の皆様が日々向き合われている課題の解決に向けて、さらに、
将来の新しい時代を切り開く付加価値の高い情報提供をすべく14年目を迎えてい 
ます。
名古屋会場では、わが国における政官民の各界の取組みによりIFRS任意適用会社が
急速に増え、導入表明企業も含めると100社を超えるまでになってきている現状を
踏まえ、「成長戦略を支えるIFRS−その最新動向を探る」と題しまして、パネルディ
スカッションを開催しました。
まず、名古屋大学の角ヶ谷典幸教授より、日本におけるIFRS適用を巡る見解の多様
性について、2009年公表の中間報告以来、各界の代表者がどのような根拠で、い
かなる立場を表明してきたか、定量分析等を交えてご講演頂きました。
続いて、IFRSを日本に導入するにあたり、企業会計基準委員会（ASBJ）委員として
先導的役割を果たされ、また、東海地区でいち早く「グローバルメガサプライヤー」
への成長に向けた経営革新運動としてIFRSを導入された住友理工株式会社の西村義
明会長より、その取組み、メリット、課題等をご講演頂きました。
その後、IASB元理事であずさ監査法人の山田辰己を交えて、角ヶ谷氏、西村氏の講
演をさらに深掘りする形で、IFRSの現状・将来について、パネルディスカッション
が行われました。
本稿では、外部の有識者の方々を交えた講演内容を広くお伝えするため、概要を
KPMGジャパンがご紹介します。
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Ⅰ. 日本における IFRS 適用を巡る 
見解の多様性

名古屋大学　大学院経済学研究科　教授
角ヶ谷　典幸　氏

1.�IFRS適用を巡る議論の変遷

角ヶ谷氏は、冒頭、日本では2010年3月期からIFRSの任意適
用が始まるものの、IFRSに代替しうるフルセットの会計基準

（J-GAAP、JMIS）を現在でも維持・開発しており、財務報告の
コンバージェンスをより慎重に進めている現状と、2009年の中
間報告、2012年の中間的論点整理、2013年の当面の方針の3つ
の報告書による任意適用、強制適用、連結と個別の関係等の議
論の変遷を説明されました。

2.�日本におけるIFRS適用をめぐる見解の多様性

続いて角ヶ谷氏は、ASBJの審議内容を定量分析した結果、
まず、会計研究者、財務諸表作成者（製造業からの代表者等）
は、JICPAからの代表者、財務諸表利用者（アナリスト等）に比
べて、IFRSの強制適用に反対する割合が高い傾向にあること、
次に2009年の中間報告以降はIFRSの強制適用に反対する割合
が高い傾向にあること、最後に各界の代表者ごとに用いられた
ロジックは異なりIFRS強制適用反対派はローカルな視点から
より慎重なコンバージェンス・アプローチを支持し、IFRS強制
適用賛成派はグローバルな視点から直接適用アプローチを支
持している傾向にあることの3点を指摘されました。

Ⅱ. グローバルサプライヤーへの 
成長に向けた経営革新運動として
IFRS 導入

住友理工株式会社　代表取締役会長　兼　CEO
西村　義明　氏

1.�IFRS導入の目的と背景

西村氏は、住友理工グループがIFRSを導入した背景として、
複数国の同業他社を同一基準の財務諸表で比較したいという
投資家のニーズがあったこと、グローバル化のためのM＆Aの
実施により海外連結子会社の多くがIFRS適用であったこと、グ
ループの経営管理上、原価計算基準や会計基準の不統一、決

算期のズレ、連結ベースの業績評価が不十分であったことを
挙げ、全世界ベースで基準を統一しIFRS導入を好機として、グ
ローバルメガサプライヤーをめざして経営のグローバル化を図
ること（経営革新運動）を目的とされたことを説明されました。

2.�IFRS導入プロジェクト

西村氏は、IFRS導入プロジェクトでは業務プロセス・システ
ムの変更が必要となるため、経理部門だけでなく、全事業部お
よび子会社を含めた全社プロジェクトと位置付けて2010年10月
に構築を開始し、2016年3月期の第一四半期からIFRS適用開始
するまでの対応方針、導入スケジュール、会計方針の変更・決
算期統一についての概要を説明されました。

3.�IFRS導入のメリットと課題

西村氏は、IFRS導入のメリットとして、親子間における会計
処理の認識の齟齬がなくなること、会計基準を全世界ベースで
統一することによりグローバルで経営管理を強化・効率化でき
ること、さらにIFRS適用により財務諸表の国際比較が容易とな
るため機関投資家のニーズに対応可能となることの3点を挙げ
られました。

一方、IFRSの課題として、会計の観点からはOCIのノンリサ
イクリングにつき企業の業績は最終的にキャッシュ・フローに
帰着する点を、経営の観点からはのれんの非償却につきいかな
るビジネスモデルも必ず陳腐化するため定額償却と減損の組
合せが恣意性の排除からもベターである点を、最後に開示上の
観点からは特殊損益と経常損益が営業損益に混在し、事業実
態が見えないことから、より丁寧な開示を考えるべきである点
の3点について言及されました。

また、IFRSをより適正なものとするため、ASBJが行ってきた
ような日本からの継続的な意見発信が非常に重要であることも
強調されました。
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Ⅲ. パネルディスカッション　 
IFRSの現状と将来

名古屋大学　大学院経済学研究科　教授
角ヶ谷　典幸　氏
　×
住友理工株式会社　代表取締役会長　兼　CEO
西村　義明　氏
　×
IASB元理事
有限責任 あずさ監査法人　パートナー　公認会計士
山田　辰己

名古屋会場では、角ヶ谷氏と西村氏の講演をさらに深堀りす
る形で、IASB元理事・あずさ監査法人 山田辰巳パートナーの
司会で、IFRSの現状と将来についてパネルディスカッションが
行われました。

1.�企業会計基準委員会（ASBJ）の機能

西村氏は、ASBJにおいてIFRS適用を巡る多様な見解がある
なかで、会計基準は統一されるべきであり、その機能をIFRSと
どのように関わり、高品質な会計基準に近づけていくか、その
上で、エンドースメント手続、任意適用を着実に行うことが重要
であると指摘されました。

2.�IFRS適用のメリット

西村氏のIFRS適用のメリットは、講演Ⅱ3. IFRS導入のメリッ
トと課題で説明されました。

角ヶ谷氏は、海外市場での資金調達、国際的な比較可能性以
外に、IFRS適用に伴う調整表の分析を通じて、移行に伴う資
産、利益増加がコストを上回っている点を指摘されました。

3.�IFRS適用のハードル

西村氏は、IFRS適用の懸念につき、対応できる人材、相応の
期間とコストを挙げられました。また、IFRSが製造業に合わな
いのではなく、OCIのノンリサイクリング、のれんの非償却、営
業損益に特殊損益と経常損益が混在している点が課題である
点を、企業結合の例などを挙げて再度強調されました。

続いて角ヶ谷氏は、アメリカと日本が世界で全面適用が遅れ
ている理由として、制度的に代替される会計基準があることを
挙げた上で、連単分離、任意適用であるならばIFRSを適用して

も問題ないと意見を述べられました。

4.�IFRSの導入準備について

西村氏は、IFRS導入を単に会計問題として捉えず、事業戦
略として名古屋の一部品メーカーからグローバルメガサプライ
ヤーへ成長するための経営改革運動としたことを強調されまし
た。また準備期間については、様々な要因もあって日本基準内
で可能な項目を先行適用していたものの、もう少し短期間で導
入できた可能性があったとも話されました。

5.�IFRSのグループ経営への役立ち

西村氏は、IFRS導入により基準が統一されることで世界的な
グループ経営が見えてくると述べられました。

また角ヶ谷氏は、IFRSに関する大学での教育には、日本基準
を中心にして、IFRSは日本基準との差異が大きい項目のみを学
習する方法と、はじめからIFRSの基準書を学習する方法があ
り、両方法論の強みを活かして人材育成することが大事である
と意見を述べられました。

IFRS適用をめぐる議論の経緯と見解の多様性、先行適用企
業の導入目的、メリット、課題、そして成長戦略を支えるうえで
IFRSをどのように活用していくべきかについてのディスカッ
ションは、今後の企業経営を担う多くのご参加者にとって、大
変興味深く有意義なものでした。
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会計基準情報 （2015.10 -11 ）
　　　　 　

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10月分と、2015年11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 2015/10、会計基準Digest 2015/11を参照のこと。
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/pages/default.aspx

 

Ⅰ. 日本基準

【法令等の改正】
該当なし

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】
該当なし

【公開草案】
該当なし

INFORMATION

（1）  JICPA、「品質管理レビュー制度Q&A」を公表 
（平成27年10月15日　日本公認会計士協会）

日本公認会計士協会（以下「JICPA」という）は、「品質管理レ
ビュー制度Q&A」（以下「Q&A」という）を2015年9月24日付で作
成し、2015年10月15日に公表した。

2015年5月29日付で改正された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」（以下「監基報260」という）によ
り、監査事務所の品質管理システムの整備・運用状況に関する
監査人の伝達義務が明確化され、監査事務所の品質管理シス

テムの外部のレビューまたは検査の結果を、監査人から監査役
等へ伝達すべきこととなった。このような状況を踏まえ、品質
管理レビュー制度等（2015年7月改正）の概要について、JICPA
会員のみではなく、監査役等にも理解を促すために、Q&Aが公
表されたものである。

【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

（2）  日本監査役協会、「会計監査人の評価及び選定基準策定
に関する監査役等の実務指針」を公表 

（2015年11月10日　日本監査役協会）
日本監査役協会は、2015年11月10日、「会計監査人の評価及び

選定基準策定に関する監査役等の実務指針」（以下「本指針」と
いう）を公表した。

本指針は、2015年5月に施行された改正会社法により、会計監
査人の選解任・不再任議案の決定権が監査役等に移ったこと、
また、2015年6月より適用を開始しているコーポレートガバナン
ス・コードにおいて、監査役等が会計監査人の選定及び評価の
基準を設けること等が求められていることを背景に策定された
ものである。

【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

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-2015-10.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-11.aspx
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1999.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-10-16.aspx
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-342.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-11-11.aspx
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（3）  JICPA、「開示 ・ 監査制度の在り方に関する提言−会社法
と金融商品取引法における開示・監査制度の一元化に向
けての考察−」を公表

 （2015年11月13日　日本公認会計士協会）
日本公認会計士協会は、2015年11月13日、開示・監査制度一元

化検討プロジェクトチームによる報告「開示・監査制度の在り方
に関する提言－会社法と金融商品取引法における開示・監査制
度の一元化に向けての考察－」を公表した。

本報告は、「日本再興戦略」改訂2015（2015年6月30日閣議決定）
を背景として、コーポレートガバナンス・コードの適用や「持続
的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」における提言
を踏まえ、企業情報開示のあるべき姿の実現に向けて、「会社
法と金商法による開示・監査制度の一元化」及び「あるべき情報
開示・株主総会スケジュール」等に関して提言を示したもので 
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

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

ASBJは、企業会計審議会が公表した「国際会計基準（IFRS）
への対応のあり方に関する当面の方針」（2013年6月）の記載に
基づき、2013年7月に「IFRSのエンドースメントに関する作業
部会」（以下「作業部会」という）を設置し、国際会計基準審議会

（IASB）が公表する個々の会計基準及び解釈指針（以下「会計基
準等」という）に関するエンドースメント手続を実施している。 

2012年までにIASBにより公表された会計基準等のエンドー
スメント手続を踏まえて、ASBJは、2015年6月30日に「修正国際
基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準

によって構成される会計基準）」を公表した。
2015年10月27日に第23回、11月19日に第24回の作業部会が 

開催された。作業部会では、2013年中にIASBにより公表された
会計基準等のエンドースメント手続に関する検討が行われた。

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）  IFRIC解釈指針案（DI/2015/1）「法人所得税の処理におけ
る不確実性」の公表 

（2015年10月21日　IASB）
本解釈指針案は、税法の適用について不確実性が存在する

場合の税金負債及び税金資産に関する様々な論点について、
実務上、ばらつきが生じていることに対応するために公表さ 
れた。

本解釈指針案は、IAS第12号のいかなる現行の規定も変更す
ることを提案していない。しかし、法人所得税の処理における
不確実性が存在する場合、税金資産の認識及び測定の前提と
なる、課税所得（損失）、課税標準、未使用の繰越欠損金、未使
用の繰越税額控除及び税率の決定について、本解釈指針案の
内容を適用することを提案している。

本解釈指針案の適用時期については、寄せられたコメント
を踏まえ、決定することが提案されている。当初適用に際して
は、比較年度を修正せず適用初年度期首に留保利益等を通じ
て累積的影響を調整するか、遡及適用に必要な情報が後知恵

（hindsight）なしに入手できる場合は遡及適用することを認める
ことを提案している。また、早期適用を容認することも提案し
ている。

コメントの締切りは2016年1月19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年10月28日発行）

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1837.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-11-16.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130620-2.html
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/jmis/20150630.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20151027.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20151119.shtml
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IAS-12-Measurement-income-tax-uncertain-tax-position/Draft-Interpretation-October-2015/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-10-22-2.aspx
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（2）  IFRIC解釈指針案（DI/2015/2）「外貨建取引及び事前対
価」の公表（2015年10月21日　IASB）

本解釈指針案は、非貨幣性の前払資産または前受収益負債
を認識する場合に適用すべき換算レートにつき、実務上、ばら
つきが生じていることに対応するために公表され、以下の事項
を提案している。

◦  関連する資産、費用または収益の認識に先立って、非貨幣性
の前払資産または前受収益負債を認識する場合、外貨建の資
産、費用または収益の換算に用いる直物為替レートは、非貨
幣性の前払資産もしくは前受収益負債を当初認識する日、ま
たは、関連する資産、費用もしくは収益を財務諸表に認識す
る日の、いずれか早い日の直物為替レートとする。

◦  適用時期は寄せられたコメントを踏まえ決定する。移行の方
法は、遡及適用する方法、または、本解釈指針案を最初に適
用する報告期間もしくは比較期間の期首のいずれか以降に、
将来に向かって適用する方法のいずれも認められる。

コメントの締切りは2016年1月19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年10月28日発行）

（3）  公開草案（ED/2015/8）IFRS実務記述書「財務諸表への 
重要性の適用」の公表 

（2015年10月28日　IASB）
本公開草案は、重要性の概念をどのように適用すべきかを、

経営者は時に的確に判断できず、これが経営者による適切な開
示の作成を阻害しているのではないかとの懸念に対応するため
に公表された。

本公開草案の概要は、以下のとおりである。

◦  本公開草案は、実務記述書として、IFRSに準拠して一般目的
の財務諸表を経営者が作成する際に、重要性の概念を適用
するうえで役立つガイダンスであるものの、IFRSに準拠して
財務諸表を作成するうえで、遵守することが要求されず、会計
基準を構成しないものとすることを提案している。

◦  財務諸表への重要性の適用に関して、「重要性の一般的特
性」、「財務諸表における表示及び開示」、「認識及び測定」並び
に「誤表示」の4つの領域についてガイダンスを提供することを
提案している。

コメントの締切りは2016年2月26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年11月4日発行）

（4）  公開草案（ED/2015/9）「投資不動産の振替（IAS第40号の
改訂案）」の公表 

（2014年11月19日 IASB）
本公開草案は、棚卸資産として分類されていた建設中または

開発中の不動産の用途に変更があった場合に、棚卸資産から投
資不動産への振替が認められるか否かについてIASBに質問が
寄せられ、本論点についての明確化を図るために公表された。

本公開草案は、以下の事項を提案している。

◦  不動産の用途変更があり、その明白な証拠がある場合に限っ
て、投資不動産への振替または投資不動産からの振替を行
うこと

◦  用途変更は、不動産が投資不動産の定義を満たすようになっ
た時点または満たさなくなった時点で発生すること

◦  現行のIAS第40号第57項に示されている状況は、用途変 
更の例示である旨を明確化すること

適用日は、公開草案に対するコメントを踏まえて決定する予
定である。また、早期適用を認めることを提案している。

コメントの締切りは2016年3月18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年11月26日発行）

（5）  公開草案（ED/2015/10）「IFRSの年次改善」（2014‐2016
年サイクル）の公表 

（2014年11月19日　IASB）
本公開草案は、IFRSの年次改善プロジェクトとして、緊急度

が低いものの、必要不可欠とIASBが考えるIFRSの改訂を1年に
わたって蓄積し、まとめて改訂を行うために公表されたもので
ある。

このIFRSの年次改善（2014-2016年サイクル）には、以下の3つ
の基準書に対する改訂が含まれている。

◦  IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」・・・短期的 
な免除規定として設けられた取扱いのうち、すでに不要と
なったものの削除を提案

◦  IFRS第12号「他の企業への関与の開示」・・・IFRS第 5号 
「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」の適用を
受ける企業に対する持分につき、開示規定の範囲の明確化

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/date-of-transaction-identifying-applicable-exchange-rate-revenue-recognition/Draft-Interpretation-October-2015/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-10-22-1.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-publishes-draft-guidance-to-help-management-apply-the-concept-of-materiality.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-10-29.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Investment-Property-under-construct-invetory-investment-change-in-use/Exposure-Draft-November-2015/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-11-20-2.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Annual-Improvements/Exposure-Draft-November-2015/Pages/Exposure-Draft-and-Comment-letters.aspx
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を提案
◦  IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」・・・ 

公正価値測定の採用に関する選択を投資先ごとに行える旨、
またその選択のタイミングについての明確化を提案

各改訂の適用日は、公開草案に対するコメントを踏まえて決
定する予定である。

コメントの締切りは2016年2月17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年11月26日発行）

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（米国財務会計基準審議会（FASB））

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

（1）  ASU第2015-17号「法人所得税：繰延税金の貸借対照表上
の分類」を公表（2015年11月20日　FASB）

本ASUは、「簡素化に関する取組み」の一環として公表され
た。従来、繰延税金資産・負債は流動・非流動の各区分の別に資
産負債の純額で表示されていたが、本ASUにより、すべての繰
延税金資産・負債は純額で非流動区分に表示されることとなる。

本ASUは、公開企業の場合、2016年12月16日以降に開始する
会計年度及びその期中期間から適用が開始される。早期適用も
認められる。

 

【あずさ監査法人の関連資料】

Defining Issues 15-55（英語）

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】

（1）  ASU案「政府援助に関する開示」 
（2015年11月12日　FASB）

政府援助に関する会計処理は、これを明確に定める基準書が

存在しないために実務にばらつきがある。本ASU案は、重要な
政府援助について、採用している会計処理及び財務諸表上どの
項目にいくらの金額で認識しているか等の開示を企業に求める
とともに、あわせて政府援助の性質に関する定性的開示事項を
定めるものである。

本ASU案は適用開始日については定めておらず、今後検討す
るとしている。開示は適用が開始された期間の財務報告に含ま
れる全期間に対して、適用日時点で存在する契約及び適用日以
降に締結された契約に対して遡及的に適用されることが提案さ
れている。

コメントの締切りは2016年2月10日である。

【あずさ監査法人の関連資料】

�Defining Issues 15-52（英語）

（2）  ASU案「企業結合：事業の定義の明確化」 
（2015年11月23日　FASB）

本ASU案は、Topic805「企業結合」における事業の定義が広
く捉えられ過ぎているとの批判にこたえるために、事業の定義
を見直すものである。なお、事業の定義は現在、IFRSと同じも
のになっているため、IFRSにおいても今後同様の見直しが提案
される予定である。

本ASU案は適用開始日については定めていない。新たな定義
は適用開始後に行われた取引について将来に向かって適用さ
れることが提案されている。早期適用を認めるか否かは今後検
討される予定である。

コメントの締切りは2016年2月10日である。

【あずさ監査法人の関連資料】

Defining Issues 15-56（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、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人　
担当 : 引敷林　嗣伸
TEL: 03-3548-5112（代表電話）
azsa-accounting@jp.kpmg.com 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-11-20-1.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167636650&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-55.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167471800&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-52.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176167640849&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-56.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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会計トピック③

IFRS財団とIASBは公共の利益のために
仕事をしているのか？
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

IFRS アドバイザリー室
パートナー　川西　安喜

国際会計基準審議会（IASB）は公共の利益のために国際財務報告基準（IFRS）を開発
していないのではないかという批判があります。その原因として、IASBの監督機関
である国際財務報告基準財団（IFRS財団）のガバナンスや資金調達に問題があるの
ではないかと考える人がいます。
2015年9月14日、IASBのHans Hoogervorst議長とIFRS財団の評議員会のMichel 
Prada議長の連名で「公共の利益のために仕事をする：IFRS財団とIASB」が公表され、
これらの批判に対するIFRS財団とIASBの見解が示されました。
本稿では、示された見解の概要をご紹介します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りします。

 

【ポイント】

−  IFRSを公共の利益のために開発することはミッション・ステートメント
において明示されている。

−  IASBが何らかの形で商業的な利害を優先しているという考えには強く反
対している。

−  IFRSは公正価値に偏っておらず、取得原価会計と公正価値測定を組み合
わせた混合属性アプローチを採用することは適切であると考えている。

−  異論があっても財務報告を改善できる能力をIASBが保持する必要がある
と考えている。

−  会計処理の複雑性の大部分は、経済的な現実の複雑性が増していること
を反映したものである。

−  IFRS財団とIASBは民間の組織であるが、三層構造によるガバナンスによ
り、明示的に公的な監督が行われるようになっている。

−  IFRSの採用は完全に任意であり、IFRS採用国が会計について主権を放棄
することはあり得ない。

−  IFRS財団が監査法人からの拠出を受け入れていることには合理性があ
り、監査法人のIFRSに対する姿勢も公共の利益の追求と足並みが揃って
いる。

川西　安喜
かわにし　やすのぶ
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Ⅰ. はじめに

国際会計基準審議会（IASB）は、世界中で幅広く用いられて
いる国際財務報告基準（IFRS）を開発しています。IASBは民間
の非営利の財団である国際財務報告基準財団（IFRS財団）を監
督機関とする独立の会計基準設定主体です。

IASBが民間の組織であるにもかかわらず、IASBの主な製品
であるIFRSは、116の法域において法律により適用が強制され
ており、12の法域において国内又は国外の企業による適用が認
められています。これらの法域の大半は、実質的にIFRSに変更
を加えていません。

したがって、IASBは、世界で最も幅広く普及し、法律上の強
制力がある経済的な基準の1つについて責任を負っていると言
えます。しかし、民間色が強い組織が、公共政策の拠り所とも
なる会計基準を開発する責任を負っているという事実について
違和感を覚える人もいます。

IASBは説明責任に欠ける自主規制機関にすぎないのではな
いかと言われることがあります。IFRS財団が民間の商業的な利
害を考慮し過ぎており、公共の利益を十分に考慮していないこ
とを懸念する人もいます。これらの人たちは、ガバナンスの脆
弱性がIASBによる会計基準の開発にも影響していると考えて
います。これらの人たちによれば、IFRSは、技術的に中立性を
装っていながら、実際には短期の投資家のニーズを満たすこと
に注力し過ぎているとのことです。市場価値に基づく公正価値
会計に依存し過ぎているのではないかという考えから、IASB
は会計における慎重性にほとんど注意を払っていないとも見ら
れています。このことが、資本市場における短期主義や過剰配
当を助長していると考える人もいます。

2015年9月14日、IASBのHans Hoogervorst議長とIFRS財団
の評議員会のMichel Prada議長の連名で「公共の利益のために
仕事をする：IFRS財団とIASB」が公表され、これらの批判に対
するIFRS財団とIASBの見解が示されました。本稿では、示さ
れた見解の概要をご紹介します。

Ⅱ. IFRSによる公共の利益

1.�ミッション・ステートメント

IFRS財団は、その設立以来、IFRSが公共の利益に貢献する
ために開発されていると強調してきました。この点は、2015年
に公表されたミッション・ステートメントにも反映されていま
す。ミッション・ステートメントは次のように述べています。

　私たちのミッションは、世界中の金融市場に透明性、説明責任及
び効率性をもたらすIFRSを開発することである。私たちの仕事は、
グローバルな経済における信頼、成長及び長期的な金融の安定を
促すことにより公共の利益に貢献する。

2.�透明性、説明責任及び効率性

ミッション・ステートメントは、第1文の透明性、説明責任及
び効率性の3つの目的について、次のように追加の説明をして
います。

◦  国際的な比較可能性及び財務情報の品質を高め、投資家そ
の他の市場参加者が情報を得た上で経済的な意思決定がで
きるようにすることにより、IFRSに透明性がもたらされる。

◦  資本の提供者と、人々が資金を託した相手の間の情報ギャッ
プを埋めることによって、IFRSの説明責任が強化される。
IFRSは経営者の責任を問うために必要な情報を提供する。
また、グローバルに比較可能な情報の源泉として、IFRSは世
界中の規制当局にとって極めて重要である。

◦  世界中の投資機会及びリスクを投資家が識別する上で役立
ち、その結果、資本の配分を改善することによって、IFRSは
経済的な効率性に貢献する。事業にとって、単一の信頼され
ている会計言語を用いることは、資本コストを引き下げ、国際
的な報告コストを削減する。

これら3つの相互に関連する目的のうち、説明責任の強化は
指摘に値します。現代の資本市場では、経済におけるプレー
ヤー（公開の上場企業、銀行、保険会社、ヘッジ・ファンド及び
資産運用会社）の大半は、他人の資金で活動しています。この
とき、資本の提供者と、人々が資金を託した相手の間の距離が
非常に遠いこともあります。金融危機が嫌というほど証明した
ように、現代の資本市場では、モラル・ハザードが蔓延していま
す。財務報告に規律と厳格性を課すような会計基準は、モラル・
ハザードを封じ込める上で不可欠です。

3.�公共の利益と信頼、成長及び長期的な金融の安定

ミッション・ステートメントの第2文は、IFRS財団の公共の利
益への貢献が、信頼、成長及び長期的な金融の安定を通じて行
われると述べています。

（ 1 ） 信頼
高品質の会計基準は経済に対する信頼に貢献します。財務報

告書をまったく読まない人にとっても、情報価値があり、信頼
に値する財務報告を会計基準がもたらすことが重要です。
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（ 2 ） 成長
学術研究によれば、単一の組の高品質な会計基準はグローバ

ルな経済に重要な便益をもたらすとのことです。IFRSは、資本
の配分を改善し、資本コストを引き下げることにより、先進国
だけではなく、新興国の成長にも貢献します。ブラジル、マレー
シア、韓国等の国では、IFRSの採用は、自国の資本市場を国際
的にアピールし、経済成長を促す戦略の不可欠の一部でした。
同じような理由で、世界銀行は多くの新興国に対してIFRSの採
用を促しており、金融安定理事会（FSB）は、IFRSの採用を堅固
な金融システムを作る上での12の主要な基準の1つに指定して
います。

（ 3 ） 長期的な金融の安定
金融の安定は、会計基準が目標とするところではありませ

ん。それはもっぱら金融システムにおける支払能力（ソルベン
シー）を確保することを任務とする健全性を扱う規制当局の仕
事です。

会計基準によってもたらされる透明性によって、企業の貸借
対照表において奥深くに埋もれていた問題点に光が当てられ、
短期的に金融が不安定になることがあります。しかし、問題点
は、高品質の会計によって見えるにようになって初めて適切に
対処できます。このため、高品質の会計基準によってもたらさ
れる透明性は、長期的な金融の安定に不可欠であり、これに貢
献するものであると考えています。

Ⅲ. IFRSは誰のためにあるのか

1.�現行の概念フレームワークとこれに対する意見�

IASBの現行の概念フレームワークは、財務諸表の主要な利
用者は、「現在の及び潜在的な投資家及び貸付者その他の債権
者」、すなわち、報告企業に資金を託したか、託すことを検討し
ている経済におけるプレーヤーであると定義しています。

投資家によっては、この主要な利用者の定義は広過ぎてお
り、会計は既存の投資家のみのためにあるべきであると考える
人がいます。一方で、この定義は狭すぎており、過去のフレー
ムワークにあった「顧客、政府及び政府機関並びに一般大衆」も
含めるべきであると考える人もいます。

2.�IFRSは商業的な利害を優先しているのではないか

ある研究は、IASBが財務報告のルールを決定する際に、商業
的な利害を優先しているのではないかと指摘しています。

現行の概念フレームワークの主要な利用者は、見た目ほどに

限定的ではありません。現代経済においては、普通の人の大半
が、直接的に又は（年金制度や投資信託を通じ）間接的に資本市
場に投資しています。資本市場におけるプレーヤーは、裕福な
投資家やヘッジ・ファンドだけではありません。多くの機関投
資家は、普通の人の受託者として活動し、それも利益を度外視
して行っている場合が多くあります。したがって、IASBが何ら
かの形で商業的な利害を優先しているという考えには強く反対
します。

3.��IFRSは短期の投資家のニーズに合わせ過ぎているのでは
ないか

IFRSは短期の投資家のニーズに合わせ過ぎており、より長期
の投資が不利益を被っていると主張する人がいます。ある報告
書は、金融セクターの大半は短期の経済的意思決定に関心があ
るのに対し、従業員、市民社会の構成員及び規制当局等の他の
利害関係者は、より長期を志向しており、長期の製品サイクル
や事業サイクルを有していることが多いと述べています。

金融市場においてあまりに多くのプレーヤーが短期のインセ
ンティブに動かされているとの懸念は共有しています。このこ
とこそがまさに、IASBが利益操作を困難にし、負債に光を当て
る会計基準を開発することを目標にしている理由です。

しかし、短期の投資家と長期の投資家を区別することは実際
には困難であり、これらの投資家の情報ニーズは大きく違わな
い可能性があると考えています。年金制度と保険会社は定期的
に資産を売買しており、長期の投資家でさえ、どの短期の動き
が長期のトレンドの始まりであるのかをモニターする必要があ
ります。さらに、多くの長期のバリュー型の投資家は、そのよう
な短期の動きを契機に、高品質の資産を魅力的な価格で買う機
会であると捉えます。

4.�IFRSは公正価値に偏りすぎているのではないか

複数の研究が、IFRSは公正価値に偏っていないと述べてい
ます。実際、多くの長期投資は取得原価会計によっています。
同時に、市場価値がすべての投資家とって目的適合的である可
能性があることも明確です。機関投資家にとって、20年前に取
得した株式の現在の価値は、当初の取得価額よりも目的適合性
があります。取得原価会計と公正価値測定を組み合わせる混合
属性アプローチを採用しているIFRSは、短期の投資と長期の
投資の両方にとって適切であると考えています。
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Ⅳ. IFRSの特徴

1.�会計基準と経済的な現実

会計基準は経済的な現実を表現するものであり、これを作
り出すものではありません。バーゼル委員会の自己資本規制と
IFRSを比較すればその違いは明確になるでしょう。バーゼル委
員会の自己資本規制は銀行がどれだけの資本を持つべきかを
定めているのに対し、IFRSは銀行が実際に持っている資本が
どれだけであるのかを示すよう定めているにすぎません。

会計基準は経済的な現実をできるだけ忠実的かつ中立的に
説明することを目指しています。会計基準は、現実を変えたり、
これを隠したりするツールではなく、そのように考えるべきで
もありません。

会計は判断を要することが多く、完全に客観的で、純粋に技
術的な規律ではないことは承知しています。このため、複雑な
会計上の論点をさまざまな角度から見て、観念的な方法をとら
ないように努めています。会計基準が100%の客観性と正確性
を達成できないことを認めながらも、IASBはできるだけこの理
想に近づくことを目指します。完全な客観性が達成できないか
らといって、主観性を会計の目標にすることは、ひねくれてい
ると言わざるを得ません。

2.�中立的な会計基準と意見の違い

（ 1 ） 科学よりも芸術に近い会計
IFRSの唯一の目標が経済的な現実をありのままに表現する

ことであるとした場合に、会計上の議論が時に白熱するのはな
ぜでしょうか。1つの答えは、会計が科学よりも芸術に近く、経
済的な現実が何であり、その経済的な現実をどのように会計上
の測定値に反映させるのかについて意見の違いが生まれる余
地が多分に残っているからです。したがって、会計は、正直か
つ健全な、知的な議論の対象であり、そのような議論をIASBは
歓迎しています。

しかし、会計基準の議論において必ずしも高貴ではない動機
が存在することも事実です。報酬等が利益と密接に関係してい
ることが多いため、一定の柔軟性をもって利益を管理できるよ
うにする会計基準を支持するインセンティブを持つ人がいま
す。また、企業は貸借対照表をスリムに見せることを好むため、
これまでオフバランスになっていた項目をオンバランスにする
IASBの努力は、激しい抵抗に遭うことがあります。

（ 2 ） 異論があっても財務報告を改善できる能力
過去に異論があった例には、ストック・オプションの費用化

や、年金負債のオンバランスがあります。これらの会計基準の

変更が導入されるまで、経営者は、株主にとって非常に大きな
価値のあるものをあたかも無料で、ストック・オプションの付与
という形で与えることができました。また、年金給付の改善に
伴う財務的な影響は貸借対照表において十分に反映されませ
んでした。

しかし、これらの会計基準の変更により、ストック・オプショ
ンの付与や年金給付の改善は取締役会で検討されるようにな
り、投資家も精査するようになりました。これらの会計基準の
変更は、その変更当時、異論が多く、激しい政治的なロビー活
動を伴いました。今日では、変更後の会計処理が当たり前の実
務になっています。これらの経験は、IASBが公共の利益に貢献
することの重要性、そして、異論があっても財務報告を改善で
きる能力を保持することの必要性を強調しています。

3.�資本市場における慎重性への貢献

（ 1 ） 慎重性の概念の復活
現行の概念フレームワークに至る見直しにおいて、IASBは

慎重性の概念への言及を削除しました。慎重性という用語が正
確さに欠け、幅広く解釈できてしまっていたからです。

慎重性という用語を削除したことによって、慎重性がない行
動や会計基準を認めたわけではありません。しかし、懸念が寄
せられたこともあり、IASBは概念フレームワークの見直し案に
おいて慎重性の概念への言及を復活させることを提案してい 
ます。

見直し案では、慎重性を「不確実性がある状況で判断を行う
際の注意力の行使」と定義し、負債の過小評価や資産及び利益
の過大評価を防止することを提案しています。ここで、慎重性
が利益を作為的に過小評価することを意味しないことも明確に
しています。

利益を作為的に過小評価することは、隠れた積立金を創設す
る機会を与えることになります。そして、隠れた積立金は、利
益について追いつめられたときに取り崩される可能性が高くな
り、悪い業績が隠されることになります。利益の平準化は、慎
重性がまったくない会計処理につながる可能性が高いと言え 
ます。

（ 2 ） 未実現損益の認識は慎重性に反するか
IFRSは未実現損益の認識を認め過ぎており、正当化されな

い利益や配当につながっていると主張する人がいます。IFRSだ
けではなく、発生主義に基づくすべての会計基準が未実現損益
を認識していることは事実です。発生主義の本質は、現金取引
がどの時点で発生するのかにかかわらず、経済事象を認識する
ことにあります。例えば、工場の耐用年数が20年であるときに、
その工場の代金について支払いを行った年に全額を費用として
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認識することは、理にかないません。
実現損益のみに基づき会計処理することは、理にかなわない

だけではなく、非常に危険です。銀行が金融商品のポートフォ
リオを保有しており、そのうちの90%に含み損があり、10%に含
み益があるとします。この銀行の利益を実現損益のみに基づい
て算出した場合、含み益のある資産を売却し、含み損のある資
産を保有し続けることにより、利益を計上することができます。
この銀行は、実際には財務的に問題のある状態にあるにもかか
わらず、そこそこの利益を報告することになります。言い換え
れば、実現損益のみに基づいて利益を報告することは、利益を
非常に操作しやすいものにするということです。

IFRSは配当政策を扱っていません。配当政策は、各法域の関
連する公的機関の責任です。ほとんどの国では、配当政策は会
社法又は規制で扱われています。IASBのこのプロセスにおけ
る貢献は、配当に関する意思決定を行うための完全かつ必要な
情報を提供するようにすることです。

4.�複雑性

ここ数十年間で、年次報告書の複雑性が増し、分量が増えた
ことは疑いようがありません。IFRSの開示規定に起因する部分
もありますが、各法域レベルで行われているIFRS以外の規制
がより大きな役割を果たしていることが多いと考えています。

また、会計処理の複雑性の大部分は、経済的な現実の複雑性
が増していることを反映したものです。保険、年金及びデリバ
ティブは、すべて高度に複雑な金融商品であり、会計処理も複
雑になります。このため、会計基準の開発は、高度に技術的な
専門性を必要とします。

複雑性は浸透していますが、IASBは会計基準をより扱いや

すくするために仕事をしています。例えば、開示イニシアティ
ブは、企業が、重要性がない情報を開示したり、紋切り型の開
示を行ったりすることがないことを奨励するように会計基準を
改善することを目標としています。

5.�IFRSの対象範囲

企業による報告の世界では、財務報告と並行して、他に多く
の進展が見られます。これには、サステナビリティの報告や財務
情報以外のコーポレートガバナンスの報告があります。これま
で、IASBの立場は一貫して、IASBは財務報告の専門家であり、
それ以外の領域に出て行くべきではないというものでした。こ
の点について、より広い企業による報告に対するニーズにIASB
が十分に対応していないと批判されることがありました。

IASBは、他の種類の企業による報告、あるいは会計に関連す
る政策（例えば、配当政策）は、関連する当局や基準設定主体に
任せることが最適であると考えています。IFRSは、公共政策を
策定する拠り所となる、信頼性がありグローバルに首尾一貫し
た財務情報を提供します。

Ⅴ. ガバナンス、資金調達及び
説明責任

1.�ガバナンス

冒頭で説明したように、IFRS財団とIASBは民間の組織です。
民間の組織が会計基準の開発を担うモデルは、ドイツ、日本、韓
国、マレーシア、オランダ及び米国を含む、多くの国によって採

【図表1　三層構造によるガバナンス体制】

IFRS 財団のモニタリング・ボード
公的説明責任

IFRS 財団の評議員会
ガバナンス及び監督

IFRS 財団

IASB IFRS 諮問会議
IASB及び評議員会に助言

他の諮問会議体
IASBの技術的な作業を

支援するASAFを含む

独立の会計基準の開発及び関連する活動

IFRS 解釈指針委員会

（出所：Working in the Public Interest: The IFRS Foundation and the IASB）
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用されています。
IASBがグローバルな会計基準設定主体として、独立してい

るものの、説明責任を有する組織であることを確実にするため
に、IFRS財団では図表1に示した三層構造によるガバナンス体
制を採用しています。

（ 1 ） IASB
財務報告書が偏りのない、信頼性のある情報を提供するため

には、その基となる会計基準は、商業的な利害から守られた、
独立の状態で開発される必要があります。IASBの独立性に関
する規定は、公的機関において要求される独立性と同程度かそ
れ以上に厳しいものになっています。

（ 2 ） IFRS財団の評議員会
評議員会は、厳格なスクリーニング・プロセスを経てIASBの

ボード・メンバーを任命し、IFRS財団の経営とその資金調達を
監督します。評議員会はまた、会計基準の開発に関するデュー・
プロセスも監督しますが、会計基準の内容に影響を与えること
はできません。

（ 3 ） IFRS財団のモニタリング・ボード
モニタリング・ボードは、資本市場の当局（主に証券規制当

局）により構成されるグループです。モニタリング・ボードは、
厳格なスクリーニング・プロセスを経て評議員を任命します。
また、IASBの資金調達やデュー・プロセスをレビューする権限
を有しています。モニタリング・ボードの監督が入ることによ
り、明示的に公的な監督が行われるようになりました。

2.�IFRS採用国の主権

（ 1 ） IFRS採用国の主権の放棄はあり得ない
IASBが法的な強制力を有する規制又は規則を制定する権

限を与えられた政府機関ではないことは重要なポイントです。
IFRSを用いるすべての法域において、国（欧州連合（EU）の場合
には複数の国）の公的機関による特段の行動があった場合に初
めて、IFRSが公的な法律の一部となります。IFRSの採用は完
全に任意であり、したがって、採用国が会計について主権を放
棄するということはあり得ません。

（ 2 ） エンドースメント手続の効果
多くの法域は個別の会計基準の採用についてエンドースメン

ト手続を定めています。IFRSを用いている法域のうち、EUが
最も厳格なエンドースメント手続を定めています。

エンドースメント手続は張り子の虎ではありません。IASB
は、市場関係者の見解を十分に考慮しなければ、どこかの法域

において新しい会計基準を完全に適用しないリスクが増大する
ことを重々、理解しています。ほとんどの法域がIFRSを修正す
ることなしに採用することを選択している理由は、IASBが市場
関係者の提案や懸念に対応しているからであるとも言えます。

（ 3 ） IFRS財団とIASBは自主規制機関ではない
IFRS財団とIASBを自主規制機関と呼ぶことは正確ではない

と考えています。全体として、IFRS財団とIASBのガバナンス
には公的な要素と民間の要素が組み合わされています。ガバナ
ンスの一部は公的な要素により構成されていませんが、IFRS財
団は間違いなく、公的な環境に組み込まれています。

3.�資金調達

（ 1 ） 資金調達の構造
IFRS財団の資金の源泉は、大きく分けて3つあります。

◦ 公的に支持された拠出
◦ 出版物等収入
◦ 民間からの拠出

IFRS財団はこれまで、公的に支持された拠出への依存度を
増やすことに努めてきました。図表2からわかるように、この戦
略は概ね成功したと言ってよいと思います。公的に支持された
拠出は2007年の34%から2014年の52%に増え、出版物等収入の
減少を補って余りありました。

民間からの拠出は2007年の35%から2014年の25%に減少し
たものの、監査法人からの拠出は依然として相当重要であり、

【図表2　IFRS財団の資金調達の構成】
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（出所：Working in the Public Interest: The IFRS Foundation and the IASB）
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IASBはこれらの監査法人から独立していないのではないかと
懸念する人がいます。

（ 2 ） 監査法人からの拠出の是非
監査法人がIFRS財団に拠出することは非常に合理的である

と思います。世界中のさまざまな国の会計基準を扱わなければ
ならなかった過去に比べれば、IFRSの拡大は会計の専門性の
開発及び維持の観点から莫大なコストの節約になっています。

監査法人がIFRSから享受する便益と交換に拠出することが
合理的であったとしても、この拠出が任意で行われているため
にIASBが圧力を受ける可能性を否定できないのではないかと
いう指摘があります。IFRS財団の評議員会はこの懸念があるこ
とを理解していますが、それは可能性の話であり、現実のもの
ではないと考えています。

監査法人の顧客がIFRSを用いているため、監査法人はIFRS
について専門家として関心があります。監査法人は、より多く
の監査報酬を稼ぐために、できるだけIFRSを複雑にすること
に関心があると思う人がいるかもしれません。しかし、監査法
人の主要な関心は、実際には、会計基準を明瞭かつ監査可能に
することにあり、それは公共の利益の追求と足並みが揃ってい 
ます。

4.�デュー・プロセス

IASBの独立性は、ほとんどの国際的な機関よりも厳密な説
明責任の制度によって担保されています。IFRS財団は、会計基
準の開発にあたりIASBが従わなければならない、非常に詳細
なデュー・プロセス・ハンドブックを作成しています。そのハン
ドブックは、IASBが3つの主要な原則（①透明性、②完全かつ公
正な協議及び③説明責任）に基づいて運営されることを要求し
ています。主な規定としては、IASBのすべての審議資料がウェ
ブサイトから入手可能であることや、会計基準を開発するため
の会議がすべて公開され、インターネットを通じて傍聴可能で
あること等があります。

IASBは、民間企業や公的な団体からのコメント・レターだけ
ではなく、個人からのコメント・レターも歓迎しています。寄せ
られたフィードバックを重視するかどうかは、コメント提出者の
重要性ではなく、示された考えの良し悪しで決まります。一般
協議は幅広いアウトリーチ活動を伴い、IASBはさまざまな諮問
グループとも幅広く協議を行います。

一般協議において、IASBは、すべての関連する当事者からバ
ランスよくフィードバックを得ることに努めています。一般に、
企業からフィードバックを得ることに問題はありません。しか
し、その他の当事者については、リソースと技術的知識を求め
ることが難しいことがあります。このため、IASBは、必ずしも

技術的専門性を有していない当事者もIFRSの開発に参加でき
るよう、膨大な時間を使っています。

すべてのコメント・レターはIASBのウェブサイトに掲載され
ます。公表する各会計基準には結論の根拠を添付し、IASBの
意思決定の根拠を説明します。プロジェクトの完了後、IASB
は通常、フィードバック・ステートメントを公表し、協議を通じ
て寄せられた論点についてどのように対応したのかを説明し 
ます。

最後に、IASBにより会計基準が公表される前に、IFRS財
団の評議員会のデュー・プロセス監督委員会（DPOC）により、
デュー・プロセスに関する詳細なレビューが行われます。しか
し、デュー・プロセス違反の懸念が生じることは極めて稀です。

Ⅵ. 結びに代えて

80%を超える国が任意でIFRSを採用することを選択してい
ます。このうちの非常に多くの法域がIFRSを修正したいという
欲求をこらえてきたのは、以下の理由による可能性が高いと考
えています。

まず、ほとんどすべての法域が、世界中で単一の組の会計基
準を有することに意味があると考えているということです。市
場関係者は、個別の法域がIFRSに手を加え始めた途端に、単
一の会計基準であることの便益が消失してしまうことを理解し
ています。ほとんどの法域は、会計基準に対する軽微な修正で
あっても、不整合や意図しない帰結をもたらす可能性があるこ
とを重々、承知しています。

第2に、会計は厳密な科学ではないものの、他の経済的な基
準に比べれば政治的ではないということです。ほとんどの法域
が会計基準の開発を国際的な会計基準設定主体に託してもよ
いと考えるもう1つの理由は、この点にあると言えるでしょう。

第3に、IFRSはつねに改善の余地があるとはいえ、高品質の
ものと理解されていることです。

最後に、ほとんどの法域が、IASBにおける全員参加型の透
明性の高いデュー・プロセスのしくみと、自国における採用又
はエンドースメントの手続を組み合わせることで安心感を得て
いるということがあります。このことは、市場関係者が適切に
IASBの会計基準設定プロセスに関与することを確実にします。
IASBは、利害関係者の意見に丁寧に耳を傾ける組織であると
考えており、将来も引き続き耳を傾けていくことを約束したい
と思います。



26 KPMG Insight  Vol. 16   Jan. 2016 © 2016 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. 

会計トピック③

（参考文献）
  Hoogervorst, Hans and Michel Prada, Working in the 

Public Interest: The IFRS Foundation and the IASB , 
September 2015.

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
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新しい企業年金  
～ 労使リスク分担型企業年金の概要
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

金融アドバイザリー部　
パートナー　枇杷　高志

2015年9月、厚生労働省は新しいタイプの企業年金制度の創設を提案しました。こ
の制度は、確定給付型と確定拠出型の中間的な制度であり、年金資産運用等のリス
クを会社と従業員が分担する仕組みとなっています。
日本企業の多くはまだまだ確定給付型制度を採用しており、これに伴う資産運用等
のリスクは会社が負担しています。一方、このような負担の軽減策の1つである確
定拠出年金は、従業員の自己責任で資産運用を行う制度であり、従業員にリスクを
負担させることになるため、移行に慎重になる場合もあると思います。今回提案さ
れた新制度は、両者の中間的な制度であり、企業年金の選択肢を増やして企業年金
の普及に寄与することが期待されています。
本稿では、この新しい企業年金制度の概要を説明するとともに、提案の背景や課題
などについても解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  厚生労働省が提案した新しい企業年金制度は、確定給付型と確定拠出型
の中間的な制度であり、リスクを労使で分担する新しい考え方の制度で
ある。

−  従業員は積立状況に応じて給付が変動するリスクを負い、会社は積立不足 
に陥るリスクに対応した負担として掛金をあらかじめ多めに拠出する。

−  2016年度からの導入が予定されているが、企業会計上の取り扱いや制度
運営のガバナンス等が普及のカギを握ると思われる。

枇杷　高志
びわ　たかし
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Ⅰ. 新制度導入の背景

1.�我が国の企業年金制度の変遷

（1） 企業年金問題の深刻化と企業年金2法の成立
我が国の企業年金制度は、適格退職年金や厚生年金基金と

いった確定給付型の制度として高度経済成長期に広く普及しま
した。しかし、1990年代以降、バブル経済の崩壊による株価の低
迷等で企業年金の積立水準が低下し、年金掛金の引き上げを
迫られるケースが増え、年金給付水準の減額や制度の廃止に至
るケースも散見されました。

加えて、2000年から適用された「退職給付に係る会計基準」 
によって、企業年金の積立不足を企業自身の財務諸表において
負債計上することが求められたため、企業は積立不足の圧縮を
より強く求めるようになりました。

このような環境を受けて、厚生労働省は、2001年10月に確定
拠出年金法を、2002年4月に確定給付企業年金法をそれぞれ施
行しました。また、それまで企業年金制度の中核の1つであった
適格退職年金制度については10年の経過期間を経て廃止され
ることとなりました。これを受けて、多くの企業は、新たな企業
年金制度への移行や、給付水準の見直しなどの改革を実施しま
した。

（2） 厚生年金基金の原則廃止
確定給付企業年金法の成立後、大手企業の厚生年金基金の

大半は代行部分（厚生年金の給付を基金が国に代わって運用・
給付する部分）を国に返上して他制度に移行しました。残った厚
生年金基金の多くは業界団体等の指導監督下で多数の中小企
業が加入する「総合型」でしたが、資本関係のない多数の中小企
業が集まって運営されることが多いため、制度の改革や運営の
高度化などが図られにくく、年金財政の悪化が目立ってきまし
た。2012年に発覚した投資顧問会社による年金資産消失事件が
さらに財政悪化に拍車をかけ、加えて年金基金の役職員の不祥
事なども散見され、社会問題となりました。

こうした状況を受けて、厚生労働省は2014年に改正法を施 
行し、以降の厚生年金基金の新設を認めないこととし、既存制
度についても10年以内に原則として他制度移行または解散する
ことを求めました。その結果、解散に向かう基金が増えており、
厚労省の調査によれば、改正法施行時点の厚生年金基金531の
うち、2015年10月までに解散した基金が139、解散を内諾済の基
金が231となっており、約7割の基金が解散すると見込まれてい
ます。

（3） 企業年金加入率の低下
中小企業を中心に広く普及していた適格退職年金制度の廃

止は、中小企業における企業年金加入率の大幅低下に繋がり
ました。厚労省の調査によれば、2008年と2013年における企
業年金実施率は、従業員数1,000名以上の企業では76.8％から
72.1％と若干の低下にとどまりますが、100名～299名の企業で
は51.8％から36.1％へ、30名～99名の企業では30.2％から18.6％
へと大幅に低下しています。大企業に比べ財務体力に劣ること
が多い中小企業では、積立不足の穴埋め義務のある確定給付
型制度の運営を負担に感じたことや、積立義務が適格退職年金
制度よりも厳しい確定給付企業年金制度への移行が嫌気され
たことなどが理由と思われます。

結果として、企業年金の加入者数は2002年3月においては約
2,000万人だったのが、2014年3月時点では1,660万人程度まで減
少しています。同じ時点の厚生年金保険の被保険者数はそれぞ
れ3,158万人、3,527万人であることから、民間サラリーマンの企
業年金加入割合は2002年3月時点では63％あったのが2014年3
月時点では47％まで落ち込んだことになります。

2.�新たな企業年金の提案

我が国の公的年金制度には、少子高齢化に対応するために
給付水準の調整を図る仕組みが導入されており、今後は給付水
準が低下していくことが見込まれています。そのため、公的年
金を補完する企業年金の役割がより重要になっています。しか
しながら実際には上述のとおり「企業年金離れ」が進みつつあり 
ます。

厚生労働省は、このような問題意識から、企業年金制度の在
り方を検討する「企業年金部会」を設置し、2013年10月から議
論を重ねてきました。そして2015年1月には「議論の整理」を公
表し、様々な施策を提案しました。このうち、「柔軟で弾力的な
給付設計」については、「企業年金の普及・拡大を図るため、（中
略）一般企業についてもDB・DCを実施するうえでより自由な設 
計を可能とする」ことを狙いとして部会で提案され、2015年6月
に閣議決定された「日本再興戦略」にも同趣旨の内容が盛り込ま
れています。そして2015年9月の企業年金部会では「柔軟で弾力
的な給付設計」に関する具体的な内容が示され、おおむね部会
での了解が得られたとされています。

すなわち、現在の我が国の企業年金は基本的にDB（確定給付
型制度）とDC（確定拠出型制度）の選択制ですが、DBでは年金
資産運用等のリスクが事業主に偏る一方、DCでは運用のリス
クが加入者に偏ることとなり、DB・DCの二者択一では、労使の
どちらかにリスクが偏る構造にあります。こうしたリスクの偏り
をなくし、労使でリスクを柔軟に分け合うことを可能とするた
めには、DB制度とDC制度の中間的な仕組み（柔軟で弾力的な
給付設計）が必要だとしています。

こうした背景から、厚生労働省は、2015年9月の企業年金部会
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に新たな企業年金制度の概要を提言しました。この制度は「リ
スク分担型DB」と仮称されています。

以下では、この「リスク分担型DB」の具体的な内容について
説明します。

Ⅱ. 新制度案の具体的な内容

1.�概要

（1） 財政状況に応じた給付調整
「リスク分担型DB」では、年金資産の積立状況に応じて給付

額を自動的に増減することにより、年金財政の均衡を図る仕組
みが採用されています。

すなわち、現時点の給付水準に基づいて予測した給付債務を
年金資産が上回っている場合は給付水準を引き上げますが、逆
の場合は給付水準を引き下げます。

従来のDB制度では、財政が悪化した場合に、加入者等の同
意を得たうえで年金規約を変更して給付水準を引き下げること
で財政均衡を図るケースがありましたが、「リスク分担型DB」で
は、給付水準調整のルールをあらかじめ年金規約に記載してお
き、財政状況に応じて自動的に給付水準の調整を行うこととし
ているのが大きな特徴といえます。

給付水準が自動的に調整されるという点で、従業員側がリス
クを負っていることになります。

（2） 掛金を保守的に設定し固定
リスク分担型DBでは、事業主があらかじめ高めの掛金を拠

出することで、将来の資産運用等のリスクに備える仕組みが採
用されています。

通常のDB制度では、一定の前提条件に基づいて見積もった
将来給付にちょうど見合う（収支相等する）掛金に基づいて制度
を運営し、実際の状況が見積もりとかい離した場合は掛金を事
後的に見直すことで財政均衡を図っています。これに対し、リス
ク分担型DBでは、収支相等する掛金に加えて、将来の資産運
用の悪化などのリスクをあらかじめ見込み、これに対応する掛
金を別途計算し拠出することとしています。

本来必要と見込まれる以上の掛金を拠出するという点で、企
業がリスクを分担する仕組みということができます。

なお、厚労省案では、収支相等掛金とリスク対応掛金は将来
にわたり固定されており、将来において、上述のリスク対応掛
金を超えるような財政悪化が起きた場合は掛金の引き上げでは
なく給付水準調整によって財政均衡が図られることとなってい
ます。

以上の（1）と（2）の仕組みをイメージで表すと図表1のとおりと
なります。

【図表1　リスク分担型DBの給付設計イメージ】

加入者のリスク
（給付の調整で対応）

②＝①×「調整率」
（「調整率」は積立状況に応じて決定）

あらかじめ給付の算定方法が決まっているあらかじめ拠出額が決まっている

企業と加入者で
リスクを分け合う

給付

拠出

企業のリスク
（企業の拠出で対応）

運用実績

予定利率

②
実
際
給
付
額

①
当
初
想
定
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（出典）第16回社会保障審議会企業年金部会資料を基に筆者が作成
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（3） 労使合意によるリスク分担
リスク分担型DBでは、上記（1）（2）のように、労使がリスクを

分担することになります。このような仕組みの下では、そのリス
クの分担度合がどのように決められるかが重要です。たとえば、
アグレッシブな資産運用を行う場合は資産運用の失敗による大
きな損失が生じやすくなり、相対的に大きな給付水準調整が行
われる可能性が高まると思われます。このように、制度が決定
する資産運用方針によって加入者の給付額が大きく左右される
ことになります。

厚労省案では、こうしたことを踏まえ、制度開始時や制度開
始後の年金制度運営に関する意思決定に加入者等が適切に参
画できる仕組みが必要だとしています。たとえば、加入者の代
表が参画する委員会等の設置や、加入者および受給者に対する
情報開示の強化などが必要だとしています。

2.�給付設計

リスク分担型DBの給付額は、従来のDB制度における給付算
定式に調整率を乗じたものとして定義されています。

たとえば従来のDB制度において、給付算定式が最終給与比
例制の場合、個々の従業員の給付額は、退職時の給与に支給係
数を乗じて退職給付額が決定されますが、リスク分担型DBにお
いてはこの額を基礎としたうえで、年金財政状況が良ければ増
額率を、悪ければ減額率を乗じて給付水準を調整することにな
ります。

なお、調整率については、毎期の決算時点の積立水準に応じ
て定まりますが、単年度ごとの変動を抑制するため、複数年度
で平準化したものを用いることもできるようです。

3.�既存制度との比較

以上述べたリスク分担型DBの主な特徴を、他の企業年金制
度と比較すると、図表2のとおりとなります。既に導入されてい
るキャッシュバランスプランも「DBとDCの中間的な制度」と言
われていますが、リスク分担型DBはこのキャッシュバランスプ
ランとも異なる特徴を有しています。

4.�既存制度からの移行

（1） 加入者等の同意
既存のDB制度からリスク分担型DBに移行する場合、移行の

時点では給付の減額がなくても、将来的には積立状況に応じて
給付が減額調整される可能性があります。そのため、移行に際
しては、将来的に給付の減額がありうることについての加入者
の同意取り付けなどが求められる見込みです。

具体的には、移行時点の積立水準が一定水準以下の場合は
将来の減額の可能性が高いものと判定し、移行時において給付
減額にかかる同意書の取得を求めるといったルールが提案され
ています。

（2） 受給権者の取り扱い
既存のDB制度において年金受給権者がいる場合、当該受給

権者もリスク分担型DBに移行する場合は、移行時の積立水準
に応じて以下のような対応が必要になるとされています。

【図表2　各制度の主な特徴の比較】

従来型DB キャッシュバランスプラン DC リスク分担型DB

給付の安定性 高い （減額には従業員の同
意が必要）

金利等に応じて変動 個人の資産運用結果により
変動

積立水準 （資産運用結果）に
応じて変動

給付算定式 最終給与比例・ポイント制等
が可能

ポイントや給与の累積で 
決定

ポイントや給与の累積で 
決定

最終給与比例・ポイント制
等が可能

運用リスク負担 会社 会社 従業員 会社と従業員が分担

資産運用 会社が一括実施 会社が一括実施 個人が各自実施 会社が一括実施 （ただし加
入者が意思決定に参画）

中途退職時の 
給付引き出し

可能 可能 原則不可 可能

掛金の安定性 積立状況に応じ変動 積立状況に応じ変動 固定 固定

掛金の上限 なし なし あり なし
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移行時の 
積立水準 必要な対応（案）

一定水準以下の
場合

給付減額に該当するものとして、従来のDBと同
様の給付減額手続き（十分な説明、3分の2以上の
同意取得、希望者への一時金支払い）を行う

一定水準以上の
場合

給付減額に該当しないが、受給者に対する十分な
説明、希望者への一時金支払いを行う

ただし、受給権者は既に会社を退職したOBであり、受給権者
に対する説明や同意の取り付けは物理的にはハードルが高いと
考えられます。

そこで、受給権者についてはリスク分担型DBに移行せずに、
従来制度に残して従来通りの給付を続けることも可能とされて
います。この場合、手続き面のハードルは低くなりますが、受給
権者の債務負担は従来と変わらず、積立不足が生じれば掛金の
引上げ等が必要になります。

5.�導入時期

リスク分担型DBは、現在の確定給付企業年金法に基づく制
度であり、制度の創設に際して法律改正は要しないものとされ
ています。平成27年12月公表の「平成28年度税制改正大綱」には
本制度への税制措置が盛り込まれており、今後は、2016年4月か
らの施行を目標として、関連する政省令の整備が進められるよ
うです。

Ⅲ. 新制度普及のポイント

1.�企業会計上の取り扱い

リスク分担型DBは、いったん決めた掛金は固定され、積立
不足が生じた場合は給付水準の調整によって財政均衡が図ら
れます。そのため、企業年金部会の資料では、企業が追加的な
拠出義務を負わない制度として確定拠出型制度と同様の会計
処理（掛金費用処理のみで、引当金の計上はしない）を行えばよ
いとの考えが示されていますが、一方で現行の「退職給付に関
する会計基準」ではそのことが必ずしも明らかでないとしてい 
ます。

こうした企業会計上の取り扱いについては今後明らかにされ
ていくものと思われますが、その結果がリスク分担型DBの普
及のカギを握る要因の1つと考えられます。仮に確定給付型とし
ての会計処理が求められるようであれば、既存のDB制度と同
様の財務経理面のリスクが残ることになるため、新制度の普及
は難しくなるかもしれません。

2.�運営面の留意点

（1） 制度の複雑性
リスク分担型DBは、給付水準の自動調整やリスク対応掛金

といった、これまでにない新しく複雑なロジックに基づいて運
営されます。自身の資産運用結果がそのまま給付額となるDC制
度に比べると簡明さでは劣りますし、従来型のDB制度に比べ
て自分の給付がどうなるかが予想しにくいと考えられます。

加入者や受給権者に対し、制度導入時はもちろん、制度導入
後も、十分な説明や情報提供を行い、理解を高めていくことが
重要と考えられます。

（2） 制度ガバナンス
前述のとおり、リスク分担型DBでは、企業が年金資産を一括

運用した結果によって加入者等の給付額が自動調整されること
になるため、加入者が年金制度運営に十分に参画し、労使が対
等に協議することが必要と考えられます。

しかし、現実には、必ずしも労使が対等の関係で制度運営を
遂行することは容易ではないかもしれません。労使のパワーバ
ランスの問題はもちろん、年金制度や資産運用といった高度な
知識を従業員サイドが十分に持てるかといった問題もあると思
われます。

今後整備される政省令で、こうした制度ガバナンスの仕組み
がどのように規定されるかが注目されます。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人　
金融アドバイザリー部　パートナー　枇杷　高志
TEL:03-3548-5125（代表番号）
Takashi.biwa@jp.kpmg.com

年金関連アドバイザリーサービスの詳細については以下をご覧
ください。
http://www.kpmg.com/jp/ja/services/advisory/risk-
consulting/pension/pages/default.aspx

TEL:03-3548-5125
mailto:Takashi.biwa@jp.kpmg.com
http://www.kpmg.com/jp/ja/services/advisory/risk-consulting/pension/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/services/advisory/risk-consulting/pension/pages/default.aspx
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税務トピック

2015 年度税制改正による 
スキャナ保存制度の改正
　　　　 　

KPMG 税理士法人

タックステクニカルセンター
マネジャー　風間　綾

従前より、一定の国税関係書類については、スキャナを利用して作成された電磁的
記録による保存（スキャナ保存）が認められていました。しかし、スキャナ保存の
対象とされる契約書および領収書には金額の制限があったこと等、その要件の厳し
さなどから、スキャナ保存制度を利用している民間企業等はあまり多くなく、要件
緩和を要望する声が多く挙がっていました。
このような状況をふまえ、2015年度税制改正において、「電子計算機を使用して作
成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」が改正され、
スキャナ保存の対象とされる国税関係書類の範囲の拡充およびスキャナ保存に係る
要件の緩和が実現しました。
本稿は、2015年9月30日以後に行うスキャナ保存に係る承認申請から適用される、
2015年度税制改正後の新しいスキャナ保存制度について、その概要をお知らせす
るものです。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

風間　綾
かざま　あや
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Ⅰ. スキャナ保存制度に関する 
改正の背景

国税関係書類のスキャナ保存制度（注）は、2005年度の税制改
正により改正された「電子計算機を使用して作成する国税関係
帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」（電子帳簿保存法）
および同法施行規則により創設された制度です。

それまでは、国税関係書類のうち、その保存義務者が最初か
ら一貫して電子計算機を使用して作成した書類のみが電磁的
記録による保存（オリジナルの電子データまたはCOM（電子計
算機出力マイクロフィルム）による保存）の対象とされていま
したが、この改正により、原本が紙である一定の書類について
も、所轄税務署長の承認を受けることにより、スキャナを利用し
た電磁的記録による保存（スキャナ保存）ができることとされま 
した。

しかし、スキャナ保存の対象とされる国税関係書類のうち、
契約書や領収書（これらの写しを含む）については、その記載

金額が税込みで3万円以上である場合にはスキャナ保存の対象
外とされていたこと、スキャナ保存の承認を受けるための要件

（電子署名等）が保存義務者の負担となっていたこと等から、ス
キャナ保存制度が広く浸透しているとは言いがたい状況でした

（たとえば、国税庁から公表されている最新の「統計年報」（2013
年度版）によれば、2013年度末における国税関係書類に係るス
キャナ保存の累計承認件数は133件でした）。

このような状況をふまえ、また、民間事業者等からの要望に
応え、政府は内閣総理大臣の諮問機関である「規制改革会議」に
おいて検討を重ねてきたところ、2014年度の「規制改革実施計
画」（2014年6月24日閣議決定）において、国税関係帳簿書類のス
キャナ保存に係る規制改革に着手することを決定するに至りま
した。そしてこの決定を受け、2015年度税制改正により、スキャ
ナ保存の対象とされる国税関係書類の範囲の拡充およびスキャ
ナ保存に係る要件の緩和が実現したところです。

2015年度税制改正における、スキャナ保存制度に関する改正
点は以下のとおりです。

【ポイント】

−  2015年度税制改正により、スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範 
囲が拡充され、従前、スキャナ保存が認められていなかった3万円以上の契 
約書および領収書についても、スキャナ保存を行うことが可能となった。

−  スキャナ保存を行うためには一定の要件を満たす必要があるが、そのう
ち、入力期間の制限に関する要件が緩和され、業務処理サイクル方式を
適用して入力する場合に必要とされていた国税関係帳簿の電子保存制度
の承認が不要となった。

−  同じく、スキャナ保存に係る要件のうち、スキャンした国税関係書類の電
磁的記録の改ざん防止のための要件として設けられていた電子署名の付
与に係る要件が廃止された。電子署名が不要とされたことにより、国税
関係書類の保存義務者の事務負担が軽減された。

−  上記の国税関係書類の範囲の拡充およびスキャナ保存に係る要件緩和に
伴い、スキャナ保存の新たな要件として、入力者または監督者に関する情
報の保存ならびに適正な事務処理に関する規程の整備およびそれに基づ
く事務処理の実施が求められることとなった。

−  2015年12月24日に閣議決定された2016年度税制改正大綱では、デジタル
カメラやスマートフォン等でスキャンを行うことを認めることとする等
の改正が提案されている。
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◦  スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲の拡充（「Ⅱ .
スキャナ保存の対象となる国税関係書類」）

◦  スキャナ保存に係る要件の緩和（「Ⅲ . スキャナ保存の要件」）

（注）  国税関係帳簿（仕訳帳、総勘定元帳等）についてはスキャナ保存が
認められていませんが、これは2015年度税制改正後においても同様 
です。

Ⅱ. スキャナ保存の対象となる 
国税関係書類

1.�国税関係書類

電子帳簿保存法上、国税関係書類とは、国税に関する法律の
規定により保存をしなければならないこととされている書類を
いい（電子帳簿保存法2二）、たとえば法人税法では、青色申告
法人に対し以下の書類の保存を義務付けています（法法126、法
規59）。

◦  棚卸表、貸借対照表および損益計算書ならびに決算に関し
て作成されたその他の書類

◦  取引に関して、相手方から受け取った注文書、契約書、送り
状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類および自己
の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

これらの国税関係書類のうち、スキャナ保存の対象となる書
類については、下記2.（1）のとおり、電子帳簿保存法でその範
囲が限定されています。

【参考－地方税法における取扱い】
地方税法において定められている地方税関係書類の保存に

関する規定によれば、上記の国税関係書類に相当する書類は地
方税関係書類に含まれず、道府県民税利子割の控除、充当また
は還付の規定の適用を受けるために保存しなければならない書
類のみがこれに該当することとされています（地法748②）。

なお、この書類はスキャナ保存の対象とされており、2015年
度税制改正によりその保存に係る要件の緩和が行われていま
すが（地法748③、地規25③④⑤⑥）、2013年度税制改正による
道府県民税利子割の廃止に伴い、2016年1月1日以降は地方税関
係書類に該当する書類は存在しないこととなりますので、本稿
では地方税関係書類に関する記述は省略しています。

2.��2015年度税制改正によるスキャナ保存の対象となる�
国税関係書類の範囲の拡充

（1） 改正の概要　
2015年度税制改正では、以下のとおり、スキャナ保存の対象

となる国税関係書類の範囲が拡充されました。具体的には、従
前、スキャナ保存の対象外とされていた税込みで3万円以上の
契約書および領収書（これらの写しを含む）についても、スキャ
ナ保存が認められることとなりました（電子帳簿保存法2二、4
③、電子帳簿保存法規3③④、平成17年1月31日付国税庁告示第
4号）。

国税関係書類の種類

スキャナ保存の 
可否

改正前 改正後

A.  決算関係書類
  （棚卸表、貸借対照表、損益計算書等）

× ×

B.  契約書、領収
書  （ これらの
写しを含む）

契 約 金 額または受取
金額が3万円 （税込）以
上

×

○
契 約 金 額または受取
金額が3万円 （税込）未
満

○

C.  請求書 ・ 納品書等
 （これらの写しを含む）

○ ○

D.  見積書 ・ 注文書等の資金や物の流れに
直結 ・ 連動しない書類 （これらの写しを
含む）

○ ○

改正後においては、大量の契約書や領収書を3万円以上か未
満かで区分する必要がなくなるため、実務上、保存義務者の負
担が軽減されることが見込まれます。

なお、国税庁のホームページにおいて公表されている2015年
度税制改正後の「電子帳簿保存法Q&A（平成27年9月30日以後
の承認申請対応分）」（以下「国税庁Q&A」という）の問31には、 
国税関係書類の種類を詳細に記したスキャナ保存の可否区分
表が掲載されています。

（2） 留意事項
上記の改正により、すべての契約書・領収書がスキャナ保存

の対象とされましたが、これをふまえ、日本公認会計士協会よ
り、「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ
保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」と題する審理通達が
2015年9月30日付で公表されています。

この審理通達においては以下の指摘がなされていますので、
特に公認会計士による監査を受けている会社が新たにスキャ
ナ保存制度の承認を受ける場合には、スキャナ保存を行った後
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に破棄する国税関係書類の範囲について、監査人に事前に相談
することをお勧めします。

◦  被監査会社がスキャナ保存を適用することによって重要な監
査証拠となり得る書類の原本が破棄された場合には、その
情報を十分かつ適切な監査証拠として利用できない可能性
がある。

◦  監査上必要と判断される金額以上の契約書等については、
その書類の原本を一定の期間保存することの必要性につい
て、被監査会社と事前に十分協議することが適切である。

Ⅲ. スキャナ保存の要件

紙により国税関係書類の保存を行う場合と同程度の真実性・
可視性を確保するため、スキャナ保存を行うにあたってはいく
つかの要件を満たす必要があります。2015年度税制改正では、
従前より設けられていた要件の改正および新たな要件の追加が
行われています。

なお、上記Ⅱの「2. 2015年度税制改正によるスキャナ保存
の対象となる国税関係書類の範囲の拡充」に掲げる表のうち、

「D. 見積書・注文書等の資金や物の流れに直結・連動しない書類 
（これらの写しを含む）」（以下「一般書類」という）とそれ以外の
国税関係書類では、スキャナ保存の要件は異なっています。以
下の表は、一般書類とそれ以外の国税関係書類に係る要件およ
び改正の有無を、それぞれ一覧にしたものです。

【一般書類以外の国税関係書類に係る要件】

真
実
性
の
確
保
の
た
め
の
要
件

要件 改正前 改正後

入力期間の制限 
（「1. 入力期間の制限に関する改

正」）
○ ○ 

改正あり

一定水準以上の解像度による読
み取り ○

○ 
（日本工業

規格の改
正に伴う
整備あり）

カラー画像によるイメージ化 ○ ○

電子署名の実行 
（「2. 電子署名に係る要件の廃

止」）
○

− 
改正によ

り廃止

タイムスタンプの付与 ○ ○

解像度・階調情報の保存 ○ ○

国税関係書類の大きさに関する情
報の保存 ○ ○

ヴァージョン管理 ○ ○

入力者または監督者に関する情報
の保存 

（「3. 入力者または監督者に関す
る情報の保存に関する要件の創
設」）

−

○
改正によ
り新たに

追加

適正な事務処理に関する規程の
整備およびそれに基づく事務処理
の実施 

（「4. 適正事務処理要件の創設」）

−

○
改正によ
り新たに

追加

可
視
性
の
確
保
の 

た
め
の
要
件

帳簿との相互関連性の保持 ○ ○

見読可能装置の備付け等 ○ ○

電子計算機処理システムの開発関
係書類等の備付け ○ ○

検索機能の確保 ○ ○

【一般書類に係る要件】

真
実
性
の
確
保
の
た
め
の
要
件

要件 改正前 改正後

入力期間の制限 − −

一定水準以上の解像度による読み
取り ○

○ 
（日本工業

規格の改
正に伴う
整備あり）

カラー画像によるイメージ化 
（「5. カラー画像によるイメージ化

および見読可能装置の備付け等
に関する改正」）

○ − 
改正あり

電子署名の実行 
（「2. 電子署名に係る要件の廃

止」）
○

− 
改正により

廃止

タイムスタンプの付与 
（「6. タイムスタンプの付与に関す

る改正」）
−

○ 
改正により

新たに追
加

解像度・階調情報の保存 ○ ○

国税関係書類の大きさに関する情
報の保存 

（「7. 国税関係書類の大きさに関す
る情報の保存に関する改正」）

○ − 
改正あり

ヴァージョン管理 ○ ○

入力者または監督者に関する情報
の保存 

（「3. 入力者または監督者に関す
る情報の保存に関する要件の創
設」）

−

○
改正により

新たに追
加

適正な事務処理に関する規程の整
備およびそれに基づく事務処理の
実施

− −
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可
視
性
の
確
保
の
た
め
の
要
件

帳簿との相互関連性の保持 ○ ○

見読可能装置の備付け等 
( 5. カラー画像によるイメージ化
および見読可能装置の備付け等
に関する改正」）

○ ○ 
改正あり

電子計算機処理システムの開発関
係書類等の備付け ○ ○

検索機能の確保 ○ ○

下記では、それぞれの改正点の概要を解説しています。

1.�入力期間の制限に関する改正

一般書類以外の国税関係書類に係る記録事項は、早期入力
方式または業務処理サイクル方式のいずれかの方法により入力
しなければならないこととされています。

このうち、業務処理サイクル方式を適用する場合には、下記
①および②の要件を満たす必要がありましたが、改正により、
②の要件が廃止されました（電子帳簿保存法規3 ⑤一ロ）。

早期入力方式
（電子帳簿保存法規 3
⑤一イ、電子帳簿保存

法通達 4 − 19）

国税関係書類の作成・受領後 1 週間以内
に入力する方式

業務処理 
サイクル方式

（電子帳簿保存法規 3
⑤一ロ、電子帳簿保

存法通達 4 − 19、4 −
20））

業務の処理に係る通常の期間（最長 1 ヵ
月）経過後 1 週間以内に入力する方式

【要件】
①  国税関係書類の作成・受領からスキャ

ナでの読み取りまでの各事務の処理に
関する規程を定めていること

②  関連する国税関係帳簿が電子保存制
度の承認を受けた電子帳簿であること

→改正により廃止

国税関係帳簿の電子保存制度の承認という②の要件が、ス
キャナ保存制度の普及が進まなかった理由のひとつであるとも
いわれていましたので、この改正はスキャナ保存制度を適用し
ていなかった多くの企業にとって朗報であるといえそうです。

なお、一般書類については、上記の入力期間の制限にかかわ
らず、適時に入力する方式が認められていますが、これについ
て改正はありません（電子帳簿保存法規3⑥、平成17年1月31日
付国税庁告示第4号）。

【参考】
国税庁 Q&A には入力期間の制限に関する取扱いがいくつか示
されていますが、このなかにはたとえば以下のような Q&A があ
ります。

◦  早期入力方式を適用している場合において 1 週間以内に入

力できない特別な事由がある場合の取扱い（問 36）
◦  入力期間を誤って経過してしまった場合の取扱い（問 40）
◦  課税期間の中途における入力方式の変更の可否（問 42）

2.�電子署名に係る要件の廃止

これまで、国税関係書類をスキャナで読み取る際には、その
記録事項に入力者またはその者を直接監督する者の電子署名
を行うことが求められていました。この要件は、スキャンした国
税関係書類の電磁的記録の改ざん防止のために設けられてい
る要件のひとつでしたが、改正により、この要件が廃止される
こととなりました（旧電子帳簿保存法規3⑤二ロ削除）。

財務省から公表されている「平成27年度税制改正の解説」（以
下「財務省解説」という）によれば、電子署名は以下の点等によ
り証明手段としては過重であるとの指摘がなされていたため、
今回の電子署名の廃止という改正に至ったとの解説がなされて
います。

◦  電子署名の「電磁的記録の非改ざん証明機能」は、同じく
スキャナ保存の要件とされているタイムスタンプの付与とその
機能が重複している。

◦  電子署名は有効期間（3 年）があるため、更新の手続が必
要である。

3.��入力者または監督者に関する情報の保存に関する要件の
創設

電子署名が廃止されたことに伴い、電子署名が有する「入力
者を特定する機能」を維持する観点から、「国税関係書類に係る
記録事項の入力を行う者またはその者を直接監督する者（以下

「入力者等」）に関する情報を確認することができるようにする
こと」という要件が新たに追加されました（電子帳簿保存法規3
⑤三）。

国税庁から公表されている2015年7月3日付改正後の電子帳
簿保存法取扱通達および同趣旨説明（平成27年7月3日付課総9
－8ほか8課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の
一部改正について」（法令解釈通達）等の趣旨説明について）なら
びに国税庁Q&Aには、この新しい要件に関し、以下の取扱いが
示されています。
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「入力を行う者」の 
意義

（電子帳簿保存法通 4
− 28、同趣旨説明）

スキャナで読み取った画像がその国税関
係書類（紙の記載事項や色調）と同等で
あることを確認する入力作業をした者をい
う。

「その者を直接監督す
る者」の意義

（電子帳簿保存法通 4
− 28、同趣旨説明）

その入力作業を直接に監督する責任のあ
る者をいう。

（入力作業を直接監督する責任のない管
理職の者（経理部長等）はこれにあたらな
い。）

入力者等の 
情報の確認の意義

（電子帳簿保存法通 4
− 29、同趣旨説明）

入力者等を特定できるような事業者名、
役職名、所属部署名および氏名等の身分
を明らかにするもの（例えば ID（身分証明））
の電磁的記録または書面により確認する
ことができるようにすることが必要。

入力作業を外部の 
者に委託した場合

（電子帳簿保存法通 4
− 28）

委託先における入力者等の情報を確認す
ることができる必要がある。

電子署名によるこの 
要件の充足の可否

（国税庁 Q&A 問 53）

電子署名を行うことによって入力者等の
情報を確認することができれば、この要
件を満たす。

なおこの新たな要件は、一般書類を含むすべての国税関係書
類について適用されます。

4.�適正事務処理要件の創設

（1） 適正事務処理要件の概要
前述のとおり、今回の改正によりスキャナ保存の対象となる

国税関係書類の範囲が拡充され、また、入力期間の制限に係る
要件が緩和されましたが、これらの改正に伴い、スキャナで国
税関係書類を読み取る前の改ざん防止のため、事務担当者間で
チェック機能を働かせるための新たな仕組み（担保措置）が講じ
られました。

この要件は、一般に「適正事務処理要件」といわれるもので、
国税関係書類の作成または受領からスキャナでの読み取りまで
の各事務について、その適正な実施を確保するために必要なも
のとして次に掲げる事項に関する規程を定めるとともに、これ
に基づきその各事務を処理することを求めるものです（電子帳
簿保存法規3⑤四）。

①  相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制
（相互けん制）

②  各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を
行う体制および手続（定期的なチェック）

③  各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、
その報告、原因究明および改善のための方策の検討を行う
体制（再発防止）

財務省解説では、これら①から③に掲げる事項について、以
下のように具体的に説明しています。また、国税庁から公表さ
れている2015年7月3日付改正後の電子帳簿保存法取扱通達お
よび同趣旨説明ならびに国税庁Q&Aにも、たとえば以下の解
釈等が示されています。

① 相互けん制
取引の承認、取引の記録等に関する職責をそれぞれ別の者に

させる等、明確な事務分掌のもとに相互けん制が機能する事務
処理の体制がとられていることが必要とされる。

② 定期的なチェック
定期的に事務処理手続のチェック・検査を行う仕組み（体制、

手続）がとられていることが必要とされる。
【電子帳簿保存法取扱通達およびその趣旨説明】
◦  定期的な検査を行う体制の意義（電子帳簿保存法通 4 －31、

同趣旨説明）
 →  定期的な検査が行われるまでの間は、スキャナ保存を行っ

た国税関係書類の紙を保存する必要がある（検査後は廃
棄可能）。

【国税庁Q&A】
◦  定期的な検査の周期（問 57）
 →  最低限、1 年に 1 回以上の検査を行う必要がある。
◦  定期的な検査を行う者（問 58）
 →  最低限、検査の対象となる各事務を行っている者以外の

者が検査を行う必要がある。

③ 再発防止
検査等を通じて問題点が把握された場合に、経営者を含む社

内幹部に情報が速やかに報告されるとともに、原因究明や改善
策の検討、必要に応じて手続規程等の見直しがなされる体制が
とられていることが必要とされる。

【国税庁Q&A】
◦  報告対象者（問 59）
 →  経営者を含む幹部に報告することが必要。
◦  改善のための方策の検討を行う体制の意義（問 59）
 →  必要に応じて再発防止委員会を設置し、最低限、経営者

を含む幹部を含めて検討が行われるような体制が必要。

なお、「適正事務処理要件」は一般書類以外の国税関係書類に
係るスキャナ保存の要件として創設されたもので、一般書類に
ついてはこの要件を満たす必要はありません（電子帳簿保存法
規3⑥）。



38 KPMG Insight  Vol. 16   Jan. 2016

税務トピック

© 2016 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.

（2） 社内規程等の整備
「適正事務処理要件」を充足するためには、上記（1）①から③

の事項に関する社内規程等を定める必要がありますが、財務省
解説には、企業の規模別に、社内規程等の整備の必要性につい
て以下のように記載されています。

◦  法令により内部統制の整備を行っている者（会社法における
大会社・金融商品取引法における上場会社等）

 →  特段の対応をしなくても、基本的には「適正事務処理要件」
は満たされる。

◦  中小企業
 →  社内規程等において、上記（1）①から③の体制・手続

等を整備し、事務処理を行うことで「適正事務処理要件」
を満たすことができる（注）。

（注）  国税庁Q&A問54には、夫婦のみで事業を営む同族法人の場合の社
内規程等のサンプルが掲載されています。

5.��カラー画像によるイメージ化および見読可能装置の�
備付け等に関する改正

国税関係書類のスキャナでの読み取りにあたっては、原則と
して、一定階調以上のカラーによるイメージ化が求められ、ま
た、スキャンした国税関係書類の電磁的記録をカラーにより出
力できるようにするためのカラーディスプレイ・カラープリンタ
の備付けが必要です（電子帳簿保存法規3⑤二イ（2）、六）。

今回の改正により、一般書類については、保存義務者が保存
するデータの容量削減の観点から、グレースケールでのイメー
ジ化および出力が認められることとなりました（電子帳簿保存
法規3⑥）。

6.�タイムスタンプの付与に関する改正

タイムスタンプの付与は、今回の改正で廃止された電子署名
と同様、電磁的記録の改ざん防止のための要件の1つです。あ
る時点から電子データが変更等されていないことを保証するた
め、国税関係書類をスキャナで読み取る際に、その電磁的記録
の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業
務に係るタイムスタンプを付与することとされています（電子
帳簿保存法規3⑤二ロ、電子帳簿保存法通4－22、4－23、4－24
および同趣旨説明）。

従前、一般書類については、タイムスタンプの付与は不要と
されていました（旧電子帳簿保存法規3⑥）。しかし、電子署名
の廃止に伴い、電子署名が有する「電磁的記録の非改ざん証明
機能」を代替する措置として、タイムスタンプの付与が一般書類
を含むすべての国税関係書類に係る要件とされました。

7��国税関係書類の大きさに関する情報の保存に関する改正

国税関係書類をスキャナで読み取った際にはその書類の大
きさに関する情報を保存しなければなりませんが、改正により、
一般書類については上記5.の改正同様、保存義務者が保存す
るデータの容量削減の観点から、大きさに関する情報の保存が
不要とされました（電子帳簿保存法規3 ⑤ 二 ハ（2）、⑥）。

Ⅳ. 適用開始時期等

1.�適用開始時期

上記Ⅱ.2.およびⅢの改正は、2015年9月30日以後に提出する
スキャナ保存の承認申請書に係る国税関係書類について適用
されます（改正電子帳簿保存法規附則②）。

2.��2015年度税制改正前に承認を受けた国税関係書類の�
取扱い

2015年9月30日前に、当局より国税関係書類に係るスキャナ
保存の承認を受けている場合には、以下のように取扱うことと
されています（国税庁Q&A問79～84）。

（1） 改正前の要件によりスキャナ保存を行う場合
既に当局の承認を受けている国税関係書類については、2015

年度税制改正前のスキャナ保存の要件を充足することにより、
引き続きスキャナ保存を行うことができます。この場合、特段
の手続は必要ありません。

（2） 改正後の要件によりスキャナ保存を行う場合
2015年度税制改正後の要件によりスキャナ保存を行うことと

する場合には、承認申請書を新たに提出する必要があります。
この場合、以下の点に留意する必要があります。

◦  承認申請書は、新たな要件のもとでスキャナ保存を行う日の
3 ヵ月前までに提出しなければなりません（新設法人の場合
の提出時期の特例あり）。

◦  既に承認済みの国税関係書類について、スキャナ保存の取
りやめの届出書を提出する必要はありません。

◦  新たな要件のもとで保存を行うこととなる日までに改正前の
要件でスキャナ保存した国税関係書類については、その保
存期間が満了するまでは、改正前の要件で保存していくこと
になります（たとえば、保存期間中、電子署名の一括検証が
でき、その結果が有効であることが必要）。
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Ⅴ.2016 年度税制改正の見通し

12月24日に閣議決定された2016年度税制改正大綱では、 
スキャナ保存に関して、たとえば以下の改正が提案されてい 
ます。

◦  現行法では、使用するスキャナは原稿台と一体となった装置
に限られていますが、この要件が廃止され、デジタルカメラ
やスマートフォン等でスキャンを行うことが可能になります。
また、この改正に伴い、所要の措置が講じられます。

◦  国税関係書類（契約書・領収書等の重要書類に限られます。）
についてスキャナ保存の承認を受けるための要件のうち、い
くつかの要件が見直されます。

上記の改正は、2016年9月30日以後に行うスキャナ保存の承
認申請について適用される予定です。

法令等略称

電子帳簿保存法
電子計算機を使用して作成する国税関
係帳簿書類の保存方法等の特例に関す
る法律

電子帳簿保存法規
電子計算機を使用して作成する国税関
係帳簿書類の保存方法等の特例に関す
る法律施行規則

改正電子帳簿保存法規
附則

電子計算機を使用して作成する国税関
係帳簿書類の保存方法等の特例に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令
の附則

電子帳簿保存法通 電子帳簿保存法取扱通達

平成 17 年 1 月 31 日付
国税庁告示第 4 号

電子計算機を使用して作成する国税関
係帳簿書類の保存方法等の特例に関す
る法律施行規則第 3 条第 6 項に規定す
る国税庁長官が定める書類を定める件

法法 法人税法

法規 法人税法施行規則

地法 地方税法

地規 地方税法施行規則

国税庁HPにて公表されている情報

「電子帳簿保存法について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-
zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
このページには以下の情報が掲載されています。
1. 制度創設等の背景
2. 電子帳簿保存法の概要
3.  関係法令集等（電子帳簿保存法等のほか、電子帳簿保存法

取扱通達および同趣旨説明、国税庁告示も掲載されていま
す。）

4. 申請書等様式
5. 電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
6. 電子帳票システムを利用している場合の申請事例
7. 電子帳簿保存法Q&A
8. 電子帳簿保存法関係パンフレット

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG 税理士法人
タックステクニカルセンター
マネジャー・税理士　風間　綾
TEL: 03-6229-8173
aya.kazama@jp.kpmg.com

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
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経営トピック①

株主との対話 –コーポレート 
ガバナンスとIR／SR 活動の今後（後篇）
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

アドバイザリー本部
グローバル財務マネジメント　IR／SR アドバイザリー担当
シニアマネジャー　土屋　大輔

「株主との対話 –コーポレートガバナンスとIR／SR活動の今後（前篇）」では、コー
ポレートガバナンスに対する機関投資家の期待は「株主資本コストを上回るリター
ン」であり、株主との対話の核となるIR／SR活動の目的は「資本コストの低減を通
じた企業価値の顕在化である」といった点について考察しました。
一連のコーポレートガバナンス改革が想定している投資家は機関投資家です。アベ
ノミクス相場の元において日本株は顕著に推移していますが、その背景にあるのが
それら機関投資家による買い増しです。
メディアでは、ここ数年株価を牽引してきたのは、外国人と国内公的年金による買
い増しであると報じられてきました。それ自体は間違いではありませんが、実態は
やや異なります。実際に日本株に投資している機関投資家の属性に着目すると、日
本株の買い主体はパッシブであり、長期的観点から企業価値を評価する投資家で
はない、という一面が見えてきます。また、これは「資本コストの低減を通じた企
業価値の顕在化」を目指すIR／SRにおいても、その実現の難しさを浮き彫りにして 
いるといえます。
本稿後篇では、機関投資家の日本株売買の実態や機関投資家が企業価値評価におい
て着目している点を踏まえ、日本企業のIR／SR活動における課題について考察し 
ます。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

土屋　大輔
つちや　だいすけ
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Ⅰ. 機関投資家による日本株投資の
実態

1.�日本株の過半数を機関投資家が保有

いわゆるアベノミクス相場が始まったといわれる2012年11月

14日から2015年11月末までの間、TOPIXは722.41から1,580.25ま
で上昇しました。当該期間のパフォーマンスは +118.7%、年率
平均でみても29.8%と他の市場を大きくアウトパフォームしま
した（図表1参照）。

株価上昇を牽引したプレーヤーは主にふたつ挙げられます。 
1つは株式の売買シェアの約7割を占める海外機関投資家に代

【図表1　主要な株価指数の動向（2012年11月2日～2015年12月11日 - 週次ベース）】
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【ポイント】

−  日本企業における株主構成の約50％は機関投資家によって占められている。

−  機関投資家の売買の実態は大部分がパッシブ運用である。

−  長期的観点から企業価値を評価する機関投資家の日本株運用戦略は「 少
数銘柄・集中投資」である。

−  適正株価の実現のためには長期投資家による保有が必要不可欠である。

−  企業は自らの企業価値ドライバーを把握し、リターンの源泉を明らかに
することによって長期投資家による保有を促していくべきである。

−  IR／SRは「活動」としての取組みから「企業価値向上」に資する取組みへ発
展することが求められている。
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表される外国人です。そして、もう1つが国内機関投資家に代表
される信託銀行（信託勘定）となります。つまり、国内・海外機関
投資家が同時に買い増したことにより、日本株は大きく上昇し

たといえます。
実は国内・海外機関投資家が同時に買うことは今まであまり

見られない事象でした。それは、国内はアセットアロケーショ

【図表3　投資主体別株式保有状況 （市場価格ベース）】

出所：東京証券取引所「株式分布状況調査」

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2012年 2013年 2014年 2015年

外国法人等
26.3% 

外国法人等
28.0% 

外国法人等
30.8% 

外国法人等
31.7% 

信託銀行
18.6% 

信託銀行
17.7% 

信託銀行
17.2% 

信託銀行
18.0% 

生命保険
4.3% 

生命保険
4.1% 

生命保険
3.7% 

生命保険
3.6% 

個人・その他
20.4% 

個人・その他
20.2% 

個人・その他
18.7% 

個人・その他
17.3% 

事業法人等
21.6% 

事業法人等
21.7% 

事業法人等
21.3% 

事業法人等
21.3% 

機関投資家
53.3% 

都銀・地銀
3.9% 

都銀・地銀
3.8% 

都銀・地銀
3.6% 

都銀・地銀
3.7% 

【図表2　TOPIX並びに投資部門別売買状況の推移】

年度 TOPIX TOPIX 
リターン 外国人 信託銀行 投資信託 生損保 個人 事業法人 都銀等 その他 

金融

2012年合計 859.80 - 28,264 ▲ 10,192 459 ▲ 6,977 ▲ 19,111 3,803 ▲ 1,181 ▲ 629

2013年合計 1,302.29 51.5% 151,196 ▲ 39,664 4,267 ▲ 10,750 ▲ 87,508 6,297 ▲ 2,829 ▲ 4,687

2014年合計 1,407.51 8.1% 8,526 27,848 ▲ 2,104 ▲ 5,037 ▲ 36,323 11,017 ▲ 1,290 85

2015年1月 1,415.07 0.5% ▲ 8,932 5,262 432 ▲ 322 3,521 1,619 180 145

2015年2月 1,523.85 7.7% 2,014 2,809 ▲ 1,120 ▲ 821 ▲ 16,528 630 ▲ 274 133

2015年3月 1,543.11 1.3% 5,305 ▲ 1,225 ▲ 1,255 ▲ 1,043 ▲ 1,063 ▲ 7 ▲ 156 187

2015年4月 1,592.79 3.2% 19,953 ▲ 4,307 ▲ 1,273 ▲ 1,153 ▲ 15,227 ▲ 617 ▲ 655 ▲ 426

2015年5月 1,673.65 5.1% 9,955 ▲ 436 217 ▲ 326 ▲ 12,830 1,071 ▲ 369 ▲ 123

2015年6月 1,630.40  ▲2.6% ▲ 1,713 676 ▲ 1,192 ▲ 258 532 2,629 ▲ 47 117

2015年7月 1,659.52 1.8% ▲ 3,476 992 1,931 ▲ 177 1,206 1,040 ▲ 79 128

2015年8月 1,537.05  ▲7.4% ▲ 11,582 2,699 854 187 5,851 4,761 ▲ 19 440

2015年9月 1,411.16  ▲8.2% ▲ 25,772 7,682 2,525 ▲ 101 4,183 7,707 ▲ 237 1,288

2015年10月 1,558.20 10.4% 4,630 3,000 ▲ 557 ▲ 486 ▲ 9,077 922 ▲ 427 241

2015年11月 1,580.25 1.4% 6,776 ▲ 4,506 ▲ 873 ▲ 943 ▲ 9,151 1,129 ▲ 279 80
出所：東京証券取引所「投資部門別売買状況（2市場1部・2部等）」

（単位：億円）



43KPMG Insight  Vol. 16   Jan. 2016

経営トピック①

© 2016 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. 

ンに沿った運用を行う機関投資家が多く、株価上昇局面では保
有比率を維持するために株式を売却し、また、株価下落局面で
は株式を買い増すことが一般的であるからです。たとえば2012
年～2014年までの間、外国人の買い増しの局面でTOPIXは上
昇していますが、信託銀行はその間、日本株を売り越していま
す（図表2参照）。

国内機関投資家は2014年半ばより本格的に買い越しに転じま
した。これは年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が基本
ポートフォリオを変更したのに伴い、日本株の保有比率が引き
上げられたことが示唆するように、国内の公的年金による資金
流入があったため、と推察されます。アベノミクス相場が息長
く上昇しているのは、海外機関投資家の買い越しに次いで、公
的年金を中心とした国内機関投資家による資金流入があったか
ら、といえます。

同時に、日本の株主構成にも変化が見て取れます。東京証券
取引所が毎年開示している「株式分布状況調査」によると、アベ
ノミクス相場が始まる前の2012年3月末の投資主体別の株式保
有状況（市場価格ベース）は、外国人が26.3%となっていました。
2015年3月末の外国人の保有比率は31.7%であり、2012年対比で

5.4pts増加しています。信託銀行は2012年から保有を減少させ
ており2014年3月末は17.2%でしたが、大手公的年金による買い
越しが入った後の2015年3月末は18.0%となり、1年間で0.8pts増
加しています。外国人と信託銀行に生命保険会社の保有分3.6%
を加えると、全体の53.3%を占めます。つまり、時価ベースでみ
て、日本株の過半数は機関投資家が保有しているといえるので
す（図表3参照）。

2.�機関投資家の買い越しの実態はパッシブが中心

機関投資家といっても、その属性は実に様々です。その属性
を見るうえでひとつ参考になるのが運用スタイルです。

運用スタイルは大きくアクティブ運用とパッシブ運用（イン
デックス）に大別できます。アクティブ運用はさらに「グロース」

「バリュー」「オルタナティブ」等に分別できます（図表4参照）。
アクティブ運用は個別に銘柄を分析し、バリュエーションを

算出したうえで株式の売買を行う運用スタイルです。グロー
スであれば銘柄のもつ成長性に、バリューであれば銘柄の割安
性に着目しますが、本質的に投資対象企業を詳細に調査し、バ

【図表4　機関投資家の運用スタイル分類 （例）】

大分類 中分類 小分類 説明

パッシブ インデックス Index

指数に連動する投資スタイル。インデックスに見合ったパフォーマンスを目指すため、
インデックスとほぼ同様のポートフォリオを組む。個別銘柄の分析は行わない。主な
ベンチマーク：TOPIX、日経225、MSCI World、MSCI EAFE、MSCI Japan、FTSE All-
World、FTSE Global All Cap, FTSE Japan 等。

アクティブ

グロース

Core Growth
過去の売上や利益の成長率がベンチ＝マーク構成銘柄のトップクラスに属する銘柄
や大型株、ブルーチップ銘柄に投資するスタイル。バイアンドホールドの戦略をとる
ケースが多く、長期投資の傾向が強い。

Aggressive Growth 成長株投資。成長率が市場平均を著しく上回っている銘柄に投資する。

Growth 成長株投資。成長率が市場平均を上回っている銘柄に投資する。Core Growth と比
べると比較的売買回転率が高い。

GARP Growth at a Reasonable Price の略。株価が割安、かつ、期待成長率が市場平均を
上回る銘柄に投資する。

バリュー

Core Value
バリュエーションの絶対水準が低い、あるいは市場平均や同一銘柄の過去水準と比
較して低い銘柄に投資する。バリュエーションが市場平均値の近似値に達するもしく
は超過するまで保有するため、投資期間は長期化する傾向が強い。

Deep Value

バリュエーションの絶対水準が著しく低く、本源的価値を大きく割り込んでいる銘柄
に投資する。コーポレートアクションを契機としてフェアバリューに回帰するケースも
あり、機関投資家によっては投資先企業に対する要求水準が高くなるケースも見受け
られる。

Income Value／Yield 配当に期待できる銘柄への投資や配当水準からみてバリュエーションが割安である
と判断される銘柄に投資する。

オルタナティブ Hedge Fund
Growth や Value といった伝統的な運用手法とは異なる投資スタイル。Long Short 
戦略やグローバルマクロ等様々な戦略があるが、絶対収益を追求する傾向が強く、売
買も短期になりがち。
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リュエーションを分析するという点で相違はありません。
対して、パッシブ運用は指数連動型運用です。ベンチマーク

とする指数（たとえば TOPIX等）に連動するように運用するた
め、その指数の構成銘柄を時価総額のウェイトに応じて保有す
ることが一般的です。このスタイルでは個別の企業価値評価は
行いません。

実は、アベノミクス相場を牽引した海外機関投資家の実
態は、大部分がパッシブ運用による投資であると考えられ
ます。KPMGが独自に集計したデータによると、2014年から
2015年にかけて保有比率が上昇していたのはパッシブ運用

（27.0% ⇒30.7%）であり、バリューは株価上昇局面において
売却、グロースはほぼ横ばいといった結果が出ました（図表5 
参照）。

これらが示唆することは、機関投資家は日本株を買っている
といっても個別銘柄を買っていたのではなく、日本市場全体を
買っていたということです。つまり、一連のコーポレートガバ
ナンス改革等の期待から日本株に対する見方が改善し、日本株
のアロケーションを引き上げたものの、個別企業への投資には
至っていないということを意味しています。

国内機関投資家にも同様の傾向がみられます。たとえば、
GPIFの運用委託先を集計すると委託額の87.6%がパッシブ運用
となっています（2015年3月時点）。つまり、基本ポートフォリオ
の変更により日本株の保有比率は引き上げたものの、実態とし
て資金の殆どが指数連動型運用に流れた、といえます。パッシ
ブ運用は企業価値評価を実施しないため、IR活動の対象にはな
りません。

3.�長期投資家が保有する日本株は20銘柄程度

アクティブ運用戦略を取る機関投資家は、現在、投資する日
本株銘柄を厳選しています。

図表6は大手米国機関投資家のポートフォリオの内訳を表し
たものです。主に International Fund をサンプリングしてい

【図表5　海外機関投資家の運用スタイル別保有状況の推移】

スタイル 2014年 2015年 増減

Index 27.0% 30.7% +3.7%

Core Value 21.4% 19.1%  ▲2.3%

Core Growth 21.2% 20.2%  ▲1.0%

GARP 16.1% 16.1% +0.0%

Deep Value 4.9% 4.7%  ▲0.3%

Hedge Fund 1.9% 2.1% +0.2%

Growth 2.6% 1.9%  ▲0.7%

Broker-Dealer 1.5% 1.7% +0.3%

Aggres. Gr. 1.1% 1.1% +0.1%

Sector Specific 1.2% 0.9%  ▲0.2%

Income Value 0.2% 0.2% +0.0%

Yield 0.2% 0.2% +0.0%

その他 0.9% 1.0% +0.2%

総計 100.0% 100.0% 0.0%

出所：Thomson Reuters. 時価総額5,000億円超の企業の実質株主情報をKPMGにて集計
※ 数値は、小数点第2位以下を四捨五入したものです。

【図表6　International Fund のカントリーアロケーションと日本株保有銘柄数】

出所：各ファンドのウェブサイト掲載情報より作成
※ 数値は、小数点第2 位以下を四捨五入したものです。
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ます。International Fund は主として米国以外のグローバル
銘柄を組み入れるファンドです（米国企業を組み入れられない
訳ではない）。ベンチマークはMSCI EAFEとなります。MSCI 
EAFEにおける日本株のウェイトは22.2%です。

3つのファンドに共通していることは日本株の保有銘柄数の
少なさと、ポートフォリオ全体に占める日本株ウェイトの低さ
です。たとえばBファンドはグローバルで244銘柄に投資してい
ますが、日本株は僅か27銘柄にすぎません。また、日本株のア
ロケーションは15.1%であり、ベンチマークにおける日本株ウェ
イトである22.2%を大幅に下回っています。他のファンドにも同
様の傾向が見受けられます。運用スタイルでみても特にグロー
ス、バリューで差はありません。

また、Global Fund（米国株を含む全世界に投資するファン
ド）では、日本株の保有銘柄数は3～5銘柄程度、というのも決し
て珍しくはありません。

この内容が示唆しているのは、確かに日本株に対する見方は
改善しているものの、アクティブ投資家は日本株を総じてアン
ダーウェイトに見ており、保有する銘柄を厳選しているという
事です。日本市場それ自体が改善しそうだからといって闇雲に
日本株に投資するのではありません。グローバルに見渡して、
最も超過リターンが上がりそうな銘柄を厳選した結果、選ばれ
た日本株が20銘柄程度（Global Fundでは数銘柄）に留まった、
ということです。

上記サンプリングは主としてInternational Fund ですが、日
本株に特化して運用する Japan Fund における保有銘柄数も
大凡40銘柄～60銘柄に留まります。つまり、日本には約3,500社
の企業が上場していますが、その内、企業価値を評価する機関
投資家によってもたれているのはGlobal／International Fund 
で5～20銘柄程度、Japan Fundでも僅か50銘柄程度、という事
です。彼らの目から見ると、企業価値を高めている企業 = リ
ターンを上げている企業は日本ではまだまだ少ないのです。

Ⅱ. 機関投資家の着眼点

本稿の前篇では、機関投資家のなかでも、コーポレートガバ
ナンスを重視するのは「長期的観点から企業価値を評価する投
資家」=「長期投資家」であると考察しました。また、長期投資家
が期待するのは「株主資本コストを上回るリターンを創出する
=企業価値を上げる」ことであり、バリュエーションの算定に当
たっては相対価値評価よりも絶対価値評価、つまりDCF法やそ
の応用モデルを活用した将来キャッシュフローの割引現在価値
に重きを置いている、というのはご案内のとおりです。

下記は実際に長期投資家がどのような観点から企業価値を
評価しているのか、アニュアルレポート等から要素のみを抽出

したものです。

米国A社（グロース／Global Fund）

◦  市場平均と比較して高い成長率を見込むことができる

◦  投下資本に対して高いリターンを創出している

◦  持続可能な競争優位性を有する

◦  強固なキャッシュフロー創出力を有する

◦  健全なバランスシートを有する

米国B社（グロース／Global Fund）

◦  短期的にPERやPBRでみたバリュエーションが割安でなくとも、
長期のフリーキャッシュフローの創出力とその持続性からみて
割安である

◦  キャッシュフローの創出を持続可能とするうえで、業界における
優位性を有する

◦  健全なバランスシートを有する

米国C社（バリュー／Global Fund）

◦  会計上の利益はミスリーディング。キャッシュフローの創出力に
着目

◦  バランスシート、キャッシュフローからみた内在価値の割安性を
評価

◦  キャッシュフローが表す成長ポテンシャルを注視

英国D社（グロース／Japan Fund）

◦  マーケットは短期志向であり、持続的なキャッシュフローの創
出力、利益の成長性を過小評価

◦  収益性、マージン

◦  投下資本に対するリターン

【図表7　ROICツリーを活用した企業価値ドライバーの分解 （例）】
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◦  強固なバランスシート

◦  マネジメントの資質（キャッシュフローの配分）

長期投資家は様々な観点から企業価値を評価していますが、
共通している事項は「フリーキャッシュフローの創出力とその
持続性」「投下資本に対するリターン」「強固なバランスシート」
であるといえます。

つまり、財務健全性が保たれていることを前提として、投下
資本をいかに有効的に活用できているか、キャッシュフローを
生み出しているか、という点が長期投資家にとってのリターン
の源泉なのです。

Ⅲ. 企業価値ドライバーを明らかに
する

IR／SR活動の目的は「資本コストの低減を通じた企業価値の
顕在化・適正株価の実現」です。適正株価の実現のためには長
期投資家による保有が不可欠ですが、前述のとおり、長期投資
家の日本株投資に対するスタンスは「少数銘柄・集中投資」であ
り、容易には保有してくれません。

長期投資家の保有を促進するために業績を上げることはもち
ろんですが、コーポレートガバナンスの観点からより重要なの
は、経営として、長期投資家目線で現株価に織り込まれている
自社の企業価値ドライバーを分析したうえで、それぞれの企業
価値ドライバーが自社株価に与えるインパクトを明らかにする
ことです。

前述のとおり、長期投資家は財務健全性の維持を前提とし

て、「フリーキャッシュフローの創出力と持続性」「投下資本に
対するリターン」を重視しています。逆説的に言えば、フリー
キャッシュフローならびに投下資本の構成要素に企業価値の源
泉、つまり、企業価値ドライバーがあると考えられます。

フリーキャッシュフローならびに投下資本はROICツリーを
活用することで要素別に分解することができます（図表7参照）。

企業価値ドライバーは業種や業態によって異なりますが、自
身の企業価値において重要と考えられる要素に分解すること
が重要です。特に同業他社やピア比較企業との比較分析を通じ
て、長期投資家目線で見た自社の強み・弱みを把握することが
最も肝要です。

無形価値がどのような形で企業価値ドライバーに影響してい
るかを考察することも必要です。企業価値の構成要素は必ずし
も定量化に馴染むものばかりではありませんが、ESGの各ファ
クターがフリーキャッシュフローや投下資本にどう影響するの
か、つまり、どの企業価値ドライバーに関連するものなのか、明
らかにしていく必要があると考えます。

また、日々の個別取材のなかで、長期投資家から指摘されて
いるポイントと各企業価値ドライバーとの関連性を見出すこと
も重要です。

次に、企業価値ドライバーの改善が株価に与える影響を分
析します。企業価値ドライバーが改善するとROICが高まると
同時にフリーキャッシュフローの創出力が高まります。その結
果として株価へのインパクトを分析することにより、企業価値
ドライバーと株価の因果関係を明らかにしていきます（図表8 
参照）。

かかる分析は必ずしも正確に株価を予想するものではありま
せんが、株価に織り込まれるであろう価値とその源泉である企
業価値ドライバーを明らかにすることが目的です。つまり、フェ
アバリューの実現に向けて長期投資家の観点から、何をどう改
善すれば企業価値向上の可能性が高まるのかを要素分解する
ことが本分析の主眼です。その要素である企業価値ドライバー
が明らかになれば、経営として改善すべきポイントや、株主と
の対話において重視すべきポイントが明確になります。

企業価値ドライバーが明確になったら、それを自らの言葉で
マーケットに対してシンプルに発信していくことです。それは
IR／SRにおける取材時のみならず、アニュアルレポートや統合
報告、コーポレートガバナンス報告書といった各種開示媒体を
含みます。

また、企業価値ドライバーの説明に当たっては、ROICツリー
をそのまま使用するのではなく、ROEとの関係を明確にしたう
えで行う必要があります。ビジネスそれ自体は投下した資本（株
式・負債の両方）を活用してリターンを上げることが命題です
が、株式に投資する投資家が重視するのはあくまでも Equity 
に対するリターンです。企業価値ドライバーの説明とROEとの

【図表8　 企業価値ドライバーが株価に与えるインパクトの 
分析 （例）】
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売上高成長率 10% ¥5,430

原価率 70.0%⇒67.5% ¥5,840

販管費率 16.0%⇒12.0% ¥5,700

運転資本回転率 3.1⇒4.2  ¥4,840

税率 40.0%⇒35.0% ¥4,600

WACC 6.50%⇒5.50% ¥5,900

11/30  ¥4,200



47KPMG Insight  Vol. 16   Jan. 2016

経営トピック①

© 2016 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. 

説明が連動しなければ、長期投資家は納得しないでしょう。
かかる分析や情報発信を受けて、中長期的に企業価値向上に

対する確信が高まれば、長期投資家の保有が定着し、時価総額
の増大と合わせてパッシブ投資も増加します。それは株価のボ
ラティリティの低減、ひいては、資本コストの低下⇒適正株価
の実現に近づきます。また、有事局面における議決権行使では
賛成票の確保がし易くなります。

日本でIR／SR活動が普及し始めて20年以上の月日が経ちま
した。今では日本企業の9割以上が何かしらIR／SR活動を実施
しているといわれており、ベストプラクティスの蓄積も進んでき
ていると思われます。言い換えれば、「活動」としてのIR／SRは
日本企業において十分に認識されているといえます。

これからのIR／SRはより「企業価値」を意識した取組みにシ
フトしていく必要があります。すなわち、それは長期投資家の
目線に立って自社の価値の源泉=企業価値ドライバーを明らか
にし、経営改善を促す土台を構築することに他なりません。そ
して、これは決して投資家に迎合することを意味しているので
はありません。

IR／SRは「活動」を中心とした取組みから「企業価値向上」に
資する取組みに発展していくことが今まさに求められていると
考えます。 【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 ）

–  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 

（KPMG Insight　Vol.12/ May 2015 ）

経済産業省「持続的成長に向けた企業と当以下の対話促進研究
会報告書」について（前編）（KPMG Insight　Vol.13/ July 2015）

経済産業省「持続的成長に向けた企業と当以下の対話促進研究
会報告書」について（後編）（KPMG Insight　Vol.14/ Sep 2015 ）

コーポレートガバナンス・コードが求める「 取締役会評価 」 
とは（KPMG Insight　Vol.14/ Sep 2015 ）

株主との対話−コーポレートガバナンスとIR／SR活動の今後
（前篇）（KPMG Insight　Vol.15/ Nov 2015 ）

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
アドバイザリー本部　グローバル財務マネジメント
IR ／ SR アドバイザリー担当
シニアマネジャー　土屋　大輔
TEL：03-3548-5125（代表番号）
daisuke.tsuchiya@jp.kpmg.com
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経営トピック②

未来を拓くコーポレート 
コミュニケーション  
第17 回  持続可能性のための価値創造
　　　　 　

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

統合報告書発行企業数は着実に増加しており、国内外における市場関係者の認知も
いよいよ高まりつつあります。そして、統合報告に関する理解が深まるのに従い、
より完成度の高い統合報告書への期待も高まっていると考えられます。さらに、先
行して統合報告書を開示してきた企業は、企業を取り巻くステークホルダーの期待
に応え、将来にわたって存続していくために、何を重要と考え、事業活動に取り組
んでいるのかを伝えるという、真の統合報告を目指し、組織改革に着手する段階に
差し掛かると考えられます。また、これから統合報告書を作成しようとする企業は、
先行する企業の例から学び、統合報告の本質を踏まえたうえで、とるべき行動を考
えることが重要です。
本稿では、改めてIIRC統合報告フレームワークを確認しながら、統合報告の文脈か
ら、価値創造と持続可能性というテーマについて考えるとともに、いかにして統合
報告の取組みが、企業に長期的な競争優位をもたらす持続可能な戦略の実践に繋
がっていくのかについて考えたいと思います。
また、持続可能な戦略を洗練するための、ステークホルダーとのエンゲージメント
のあり方について、企業価値、戦略と資源配分、マテリアリティ（重要性）の評価
といった論点ごとにポイントを解説しています。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

新名谷　寛昌
にいなや　ひろまさ
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Ⅰ. 価値創造と持続可能性

統合報告書を発行する上場企業の数は年々、着実に増加して
おり、また、スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナ
ンス・コードといった政策の後押しにより、統合報告を巡る議
論も益々活発化しています。ほんの数年前と比較して、統合報
告に関する認知は格段に進んだと実感される状況であり、統合

報告書の作成実務に携わっておられる方は、自社の統合報告を
どう作成し、また、進化させていくのか、具体的な方法論につ
いて、より高い関心を持たれているのではないかと思います。
しかし、価値創造モデルの提示やIIRC統合フレームワークの
資本概念に基づく自社の強みの説明など、ありのままの姿を統
合報告書に表現するだけの改善では、部分的に、コミュニケー
ションの問題を解消することはできるかもしれませんが、企業
の価値創造能力自体を向上させることはできません。統合報告
の取組みを本当に価値のあるものとするためには、価値創造や
統合思考といった根幹の部分を十分に咀嚼、理解したうえで、
中長期的な組織変革を目指すための戦略的課題と位置付けて
取り組むことが重要だと考えられます。そこで、今回は、価値創
造と持続可能性の概念について考えるとともに、持続可能な戦
略が社会と企業にとって、どのような意義を持つのかについて
も考えてみたいと思います。

1.�価値創造とは何か

まず初めに、価値創造について考えてみたいと思います。「価
値」には、経済的価値や社会的価値、さらには道徳的価値など、
多面性があり、また、対象物が同一であっても、評価者の価値
観や置かれた状況により、価値は相対的なものとなります。そ
れ故、ステークホルダーとのエンゲーメントが重要なのであり、
また、このような価値の多面性や相対性が、価値創造の考察に
関する議論を複雑にする原因だと考えられます。

【図表1　組織に対して創造される価値と他者に対して創造さ
れる価値】

組織に対して
創造される価値

出所： IIRC 統合報告フレームワーク

関
係
性

活動 相互作用

他者に対して創造される
価値

【ポイント】

−  統合報告書における価値創造は、経済的価値や社会的価値といった、企
業を取り巻く株主以外のステークホルダーに対する価値創造をも含んで
いる。そして、多面的な価値創造が究極的には株主にとっての価値創造
に繋がると考えている。

−  どのような価値について報告するかは、情報を提供するターゲットに
よって異なるが、統合報告においては財務資本の提供者（株主）の関心と
適合していることが重要である。

−  統合報告書における持続可能性の問題は、組織の持続可能性と社会の持
続可能性の双方を含み、それらの関係性や重視する程度について、企業
自身の考えを、自社の価値創造に与える影響を踏まえて明らかにするこ
とが重要である。

−  企業と社会の持続可能性を同時に達成することを目的とした持続可能な
戦略は、長期的な競争優位性の源泉となり得る。

−  企業が、多様なステークホルダーにとっての価値を創造し、そして、持続
可能な戦略を洗練するため、ステークホルダーとのエンゲージメントが
重要である。
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IIRC統合報告フレームワークは、統合報告書で取り扱う価値
には、①組織自身に対して創造される価値（財務資本の提供者
への財務リターンにつながるもの）と、②他者に対して創造され
る価値（ステークホルダー及び社会全体に対する価値）があると
しており、これらは相互に関連しあっていることを明らかにし
ています（図表1参照）。

ただし、統合報告書の主たる読者として、財務資本の提供者
を想定していることから、他者に対して創造される価値につい
ては、財務資本の提供者が関心を持つ程度、つまり、他者に対
して創造される価値が組織自身に対する価値を創造する能力
に影響を与える場合に限り、それが統合報告書に含まれると考
えています。つまり、主たる関心は経済的価値であり、その評価
に関連するものを重視しますが、それに限定されず、財務資本
提供者の評価に影響を及ぼす組織が表明した目的（例えば、明
確な社会的目的）に関連する場合、他者に対して創造される価
値にも関心を持つとされています。重要なステークホルダーを
満足させることが最終的には財務資本の提供者にとっても重要
ということであり、それらステークホルダーの正当なニーズに
対して、企業が適切に応えているのかどうかは、財務資本の提
供者も当然に関心があるということです。

2.�持続可能性とは何か

次に、持続可能性について考えてみたいと思います。IIRC統
合報告フレームワークは、持続可能性ということについて、詳
細は述べていません。ただし、フレームワークの冒頭において、
IIRCの長期ビジョンに言及しており、そこでは、「統合思考と統
合報告の循環によって、効率的かつ生産的な資本の配分がもた
らされ、それによって金融安定化と持続可能性につながる。」と
述べています。また、同フレームワークは、統合思考とは、「組織
が、その事業単位及び機能単位と組織が利用し影響を与える資
本との関係について、能動的に考えることであり、統合思考は、
短、中、長期の価値創造を考慮した、統合的な意思決定及び行
動につながるもの。」としており、また、資本とは、「あらゆる組
織の成功に向けた支えとなる価値の蓄積であり、ビジネスモデ
ルのインプットとなるもの。」だと説明しています。

これら長期ビジョンの表明と用語の定義のみでは、IIRCの考
える持続可能性の問題とは何を指すのかが明確ではありませ
ん。そこで、持続可能性の問題を企業及び社会の2つの側面か
ら考察することにより、統合報告における持続可能性の問題を
掘り下げてみたいと思います。

まず、統合報告における持続可能性が、企業の持続可能性を
指している場合について考えてみます。企業の持続可能性につ
いて考える場合、持続可能性を希求する主体が誰であるのかが

問題になると考えられます。すなわち、「企業は誰のものか。」、
また、「企業の目的は何か。」といった哲学的な問いに対する答え
により、持続可能性の意味合いも異なるものとなります。

例えば、企業が投資家のものであるとした場合、投資を継続
するための条件として、リスクに見合ったリターンが継続的に
確保できることが重視され、持続可能性を高めるためには、不
採算の事業は速やかに切り捨てることが重要と判断されるか
もしれません。一方で、企業が従業員のものであるとした場合、
ひとりでも多くの従業員に働く場を提供することが重視され、
現状の組織を維持、拡大するため、組織全体としての持続可能
性が毀損されない限りにおいて、不採算の事業も可能な限り長
く継続することが重要と判断されるかもしれません。すなわち、
最も重要と考えるステークホルダーが誰なのかにより、戦略的
意思決定及び資源配分の妥当性に関する評価も異なると考え
られます。

IIRC統合報告フレームワークが想定する統合報告書の主た
る利用者は、財務資本の提供者であるため、前者の立場がより
重視されると考えられますが、IIRCが長期ビジョンに金融の安
定化を含めているのは、資本市場の短期志向化ひいては経済至
上主義の弊害を軽減する意図もあると考えられます。

さらに、同フレームワークは、内容要素の「組織概要と外部環
境」において、組織の文化、倫理及び価値等を明らかにすること
を通じ、組織の使命とビジョンを特定し、基本的な文脈を提供
することを求めていることを考えると、「持続可能性を希求して
いる主体は誰か。」という問いについては、企業自身の考え方を
明らかにし、それぞれの立場から持続可能性に関する考え方を
説明することが期待されていると考えられます。

次に、統合報告における持続可能性が、社会の持続可能性を
指している場合について考えてみます。

少なくとも2つの点において、IIRC統合報告フレームワーク
には、社会の持続可能性という視点も組み込まれていると考え
られます。

1点目は、価値創造に関する考察で確認したとおり、統合報告
書で扱う価値には、他者に対して創造される価値が含まれてお
り、これには社会全体に対する価値が含まれることを明示して
いる点です。

2点目は、資本概念において、自然資本、社会関係資本といっ
た、企業が独占的に所有することができない性質の資本を認定
しているという点です。このような拡張された資本概念は、こ
れまでの事業報告において、中心的なテーマとして取り扱われ
ることの少なかった、企業活動による社会的価値に及ぼす要素
に対しても、価値創造という企業活動の包括的な枠組みの中に
おいて明確な地位を与えたという点で、事業報告の革新的な変
化だと言えます。

以上の検討から、統合報告における持続可能性とは、企業と
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社会の双方に関連しており、事業報告という性質上、企業の持
続可能性を中心に考えるものの、同時に、企業継続の大前提と
なる社会の持続可能性という問題に対し、企業はどのような姿
勢で臨んでいるのかについて、明らかにすることが期待されて
いると言えそうです。

3.�社会の持続可能性を考慮する持続可能な戦略の必要性

ここまで、価値創造と持続可能性、これらの社会的な側面が
いずれも重要である点を確認しましたが、多くの企業、そして
統合報告書の主たる読者は、社会の持続可能性よりも、より身
近な問題である組織の持続可能性について関心が高いと考え
られます。それでも尚、企業が統合報告書において社会的価値
や企業理念について報告しなければならないとすれば、その根
拠はどこに求められるのでしょうか。

まず、経済活動の規模的、地理的拡大により、企業を取り巻
くステークホルダーの種類と数が飛躍的に増加していることが
挙げられると思います。このことは、事業にインパクトを与える
リスク要因の変化にも関連しています。

IIRC統合報告フレームワークは、組織の中核はビジネスモデ
ルにあるとしていますが、ビジネスモデルとは、「組織の戦略目
的を達成し、短、中、長期に価値を創造するために、事業活動を
通じ、インプットをアウトプット及びアウトカムに変換するシス
テム」であると定義されています。つまり、企業活動をあるシス
テムとして捉えている点が重要です。そして、ある製品やサー
ビスのサプライチェーンをひとつのシステムであると捉えれ
ば、各企業はそれを構成するサブシステムとして位置づけるこ
とができます。そして、そのサプライチェーン自体もまた、現代
社会という複雑かつ変化し続けるシステムを構成するサブシス
テムとして位置付けることができます。

このように、社会という複雑な仕組みのなかで、円滑かつ持
続的に事業活動を行っていくためには、他のステークホルダー

との良好な協力関係を維持、強化することが重要であり、より
強固な関係を構築するためには、経済的な利害関係のみなら
ず、価値観を共有することが重要になると考えられます。価値
観の共有は、経済的な利害関係を超えて関係を維持するための
動機となるものであり、また、経済的価値のみでは解決するこ
とのできない、多面的な価値創造を巡る課題について、多様な
ステークホルダーが合意する場合の根拠になり得るものです。

さらに、価値観や理念を重視するべきと考えるもうひとつの
根拠は、一部の政治哲学者らが指摘しているとおり、功利主義
などの資本の論理が、本来、そのような考え方がそぐわない人
間関係の隅々にまで浸透し、社会的価値のうちの道徳的な部分
を大きく毀損し始めていることが挙げられると思います。

このような、経済と道徳の関係を巡る問題は、近江商人の「三
方よし」という格言にはじまり、企業の社会公器説や道徳経済
合一説などにみられるように、古くて新しい問題だといえます。
そして、これらの理念は、社会の発展は、企業による健全な経
済活動の発展と軌を一にすることを踏まえ、道徳なき経済的利
益の追求に持続可能性はないという真理を教えてくれます。の
みならず、経済社会と自社事業の発展との相互依存・関連性に
関する理解の重要性は、共通価値の創造という最新の経営論が
注目するところでもあり、社会と組織、二つの持続可能性を同
時追求するための戦略は、長期的な企業の競争優位をもたらす
ことにもつながると考えられます。この観点から、統合報告に
取り組む意義は、単に事業報告を改善することに留まらず、企
業の持続可能性を担保するための重要な取り組みと位置付け
ることができます。

Ⅱ. 持続可能な戦略についての対話

前章では、企業の競争優位性を確保する観点から、社会と企
業の持続可能性を同時達成するための戦略が重要であること

【図表2　企業価値向上に関して重視している指標】

重視する経営指標 順位 投資家 順位 経営者

ROE（株主資本利益率） 1 93% 2 59%

配当性向（配当／当期利益） 2 55% 5 48%

総還元性向（（配当＋自己株式取得）／当期利益） 3 43% 13 10%

利益額・利益の伸び率 4 38% 1 61%

売上高利益率 5 33% 3 59%

売上高・売上高の伸び率 9 21% 4 51%

出所　「平成 26 年度　生命保険協会調査　株式価値向上に向けた取り組みについて」より KPMG 作成
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を確認しました。同時に、ステークホルダーと良好な関係を構
築することの重要性も確認しました。しかし、企業の策定した
持続可能な戦略は、企業独自の仮説に基づき提示されるのみ
では、社会一般から受容されたものとはならず、また、戦略の
実行に不可欠なステークホルダーから、賛同が得られるとは限
りません。そのため、長期的に対応すべきステークホルダーの
正当なニーズを理解し、持続可能な戦略の妥当性を確認するた
め、ステークホルダーと対話することが重要です。そこで、本章
では、持続可能な戦略について、ステークホルダーと対話する
際のポイントについて考えてみたいと思います。

1.�企業価値に関する認識

統合報告を前提とした場合、経営者と投資家が代表的な対話
の主体になると想定できます。しかし、それぞれの立場の違い
から、重視する価値や視点も異なるため、対話に先立ち、お互
いの違いを理解しておくことが重要と考えられます。

例えば、企業と投資家を対象とした生命保険協会の過去のア
ンケート結果からも明らかですが、経営者は、売上高や利益の
額を重視するのに対し、投資家は、資本利益率や投下資本利益
率を重視しています（図表2参照）。誤解を恐れず単純化して言
えば、経営者は、売上－原価＝利益という発想で企業価値を捉
えがちであり、「儲け」を重視しているのに対し、投資家は、将来
CF÷資本コストという発想で企業価値を捉えており、「投資効
率」を重視しているといえます（図表3参照）。経営者は多忙であ
り、投資家も多くの投資先を抱えています。多忙な両者が効率
よくコミュニケーションするためには、このような企業価値の
認識に関する相違を踏まえ、関心事項の共通点と相違点を整理
した上で、対話に臨むことが重要となります。

さらに、このような基本的な考え方の相違を理解するのみな
らず、多面的な価値創造を扱う統合報告では、紛争鉱物への対
処や児童労働を始めとする従業員の待遇改善など、持続可能性
のある健全な社会の発展のため、様々なステークホルダーから
寄せられる企業への期待に応えることが重要です。そのため、
短期的な利益優先の意思決定が長期的にみて最適な判断では

ないという点を踏まえ、企業による価値創造に関する対話を深
めることが必要です。

2.�戦略と資源配分

戦略と資源配分に関して対話する際には、次の2つの観点か
ら考えることが有効です。

1点目は、戦略策定の前提となる、機会とリスク抽出の観点で
す。戦略策定に際し、企業は、外部専門機関等や独自の情報網
から入手した情報を基礎として、経営環境分析、機会やリスク
の評価を行うと考えられます。しかし、外部専門機関の情報は、
いわば公知の情報であり、それを獲得するだけでは、競争優位
性には繋がりません。そのため、情報を分析し、解釈すること
が重要ですが、組織におけるリソースが限られている場合、情
報処理能力には限界があり、さらに、情報収集の範囲と網羅性
自体が制約を受ける可能性があります。この点、投資家は、投
資先企業が所属する業界について、企業価値と関連の深い情
報について、幅広い情報源から有益な情報を取得でき、より広
い知見をもとに考察しうる立場にあります。また、企業の視点
は所属する産業の当事者としての立場からのものになりがちだ
と考えられますが、業界の垣根がなくなるなか、異業種を含め、
様々な業界に客観的な立場から携わってきた経験を持った外
部者である投資家の知見を活用できる可能性があります。つま
り、企業価値を向上させるための戦略目標の設定に際し、エン
ゲージメントの場は有益な情報源となる可能性があり、企業の
戦略を洗練するための機会になると考えられます。

2点目は、ステークホルダー間のトレードオフ関係を調整する
という観点です。

戦略目標を達成するため、企業は投資を行い、資本を維持、
強化します。そして、新たな投資の起点となる財務資本の主た
る提供者は投資家である場合が多く、調達した資金の使途につ
いて、詳細な説明を行う必要があることは言うまでもありませ
ん。加えて、人的資本、社会関係資本、自然資本などは、従業員
や取引先、地域社会等と結びついており、これら資本への投資
や、価値の毀損は、投資家以外のステークホルダーに重大な影
響を及ぼす可能性があります。そして、少なくないケースにお
いて、資本間にはトレードオフの関係が認められるため、ステー
クホルダーと協力関係を構築するためには、これらの利害調
整を適切に行い、資源配分計画について、重要なステークホル
ダーの合意を得ておくことが重要です。

3.�マテリアリティ（重要性）の評価

戦略と資源配分を説明するのと同時に、企業独自のマテリア
リティの考え方について説明することも重要です。戦略目標は、

【図表3　企業価値に関する認識の相違】

経営者 売上 
（提供した価値） − 原価 

（必要経費） ＝ 利益 
（儲け）

投資家 将来CF 
（資金収支予測） ÷

1＋資本コスト 
（資金調達コスト 

＋リスク）
＝ 投資リターン 

（投資効率）
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実現しようとする価値と関連しており、また、資源配分は、限ら
れた資源について配分の優先順位を決定するものだからです。

IIRC統合報告フレームワークでは、マテリアリティという
テーマに関し、マテリアリティの決定プロセス、関連性のある
事象の特定、重要度の評価、重要度を有する事象の優先順位付
け、開示する情報の決定と報告境界についてのガイダンスを提
供しています。しかし、これらはハイレベルのガイダンスであ
り、具体的な方法論については述べていません。そのため、こ
れからマテリアリティの評価を実施しようとする企業は、マテリ
アリティ・マトリックスなど、先行する統合報告書や、CSR報告
書の実務を参考に、自社におけるマテリアリティの評価プロセ
スを検討していくことが出発点となります。

典型的なマテリアリティ・マトリックスでは、企業が認識する
重要課題を、企業にとっての重要性とステークホルダーにとっ
ての重要性という2つの側面から優先順位付けした結果として
開示します。この結果と併せて、マテリアリティの決定プロセス
を開示することにより、統合報告書の読者は、企業によるマテ
リアリティの評価が妥当なものであるかどうかを判断すること
が可能となります。そして、ステークホルダーエンゲージメント
を通じ、企業によるマテリアリティ評価に対するフィードバッ
クを得ることにより、マテリアリティ・マトリックスにおける課
題の重要度や優先度は、ステークホルダーの意向にそった効果
的なものになります。

すでにマテリアリティ・マトリックスを作成している企業で
あっても、その目的は、CSR報告のためのものであり、戦略策
定ツールとして活用されている例は、まだまだ少ないと考えら
れます。しかし、真の統合報告は、企業の価値創造に関わる諸
活動の全体像を包括的に報告するものであり、そのためには、
CSR戦略における戦略目標は、企業価値向上との関連でどのよ
うな意義をもつのかが明らかにされ、事業戦略とCSR戦略が統
合されていなければなりません。そして、事業戦略とCSR戦略
を統合した戦略こそ、企業と社会の持続可能性を同時達成する
ための、持続可能な戦略になると考えられます。

なお、IIRC統合報告フレームワークは、「マテリアリティ決定
プロセスを最も効果的なものとするために、当該プロセスを組
織の経営プロセスに統合するとともに、財務資本の提供者な
ど、関係性の深い対象者との定期的なエンゲージメントを実施
することで、統合報告書により、組織が長期にわたりどのよう
に価値を創造するのかを説明するという目的が担保される。」と
述べており、マテリアリティの評価プロセスが経営戦略に貢献
する可能性と、そのプロセスにおける、ステークホルダーエン
ゲージメントの重要性を指摘しています。

4.�経営理念と資本規律

本稿では、IIRC統合報告フレームワークを紐解きながら、価
値創造と持続可能性との関連について考察してきました。この
過程で、企業は、経済的価値と社会的価値を創造する主体であ
ることを理解するとともに、組織と社会の持続可能性を同時達
成するための、持続可能な戦略が重要であることを確認しまし
た。さらに、持続可能な戦略を洗練し、その実現可能性を高め
るためには、価値観や企業理念を反映する形でマテリアリティ
決定プロセスを明確にし、ステークホルダーエンゲージメント
を行うことが重要であることも確認しました。

このような議論は、社会の道徳的側面や、人間の心理的側面
を捨象しがちな従来型の経済学による限界を克服する可能性
を拓くものであり、社会の持続可能性を担保するためにも、検
討に値するものだと思います。

そこで最後に、みなさまもよくご存じの、江戸時代の農政家
であり、思想家でもある二宮尊徳の言葉を紹介したいと思い 
ます。

曰く、「道徳を忘れた経済は罪悪である。経済を忘れた道徳は
寝言である。」

道徳を忘れた経済が罪悪たりうる点は、資本市場が社会の不
安定化要因になっていることから、読者の皆様も違和感を持た
れないと思います。そのような資本の論理に歯止めをかけるも
のが企業理念だと考えれば、統合報告における価値観や企業理
念の重要さが理解されるのではないでしょうか。

一方で、「経済を忘れた道徳は寝言である。」という箴言は、道
徳的に正しい行いであっても、それは、適正な利益を確保でき
ないことの言い訳にはならないということを教えています。利
益がなければ事業を継続できないというのは経済社会における
真理であり、このような資本規律を求める役割を通じて、投資
家は持続的な価値創造に貢献することができます。

そして、日本が近代資本主義化する遥か以前の時代から、真
の豊かさを目指し、価値観のせめぎ合いを乗り越え、多くの長
寿企業を生み出してきた古き良き日本人の精神性こそ、日本企
業が統合報告を通じて学び直すべき価値なのではないかと思
います。
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経営トピック③

激動期の戦略経営
　　　　 　

KPMG コンサルティング株式会社

パートナー　古谷　公

私たちの日々を取り巻く環境は、以前より増して変化が激しくなっています。たと
えば、政治、経済、安全保障、文化等の側面から、社会を具に観察してみると、そ
の変化の速さ、激しさに驚かされることも多いです。欧米の経営者は昨今このよう
な世の中を称して、『VUCAワールド』と呼び、このような経営環境にいかに対応す
るかが喫緊の課題となっていると強調するようになってきています。
VUCAワールドとは、Volatility（不安定性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複
雑性）、 Ambiguity（曖昧模糊） の4つの単語の頭文字から取った略語で、「不安定で
変化が激しく、先が読めず不確実性が高く、かつ様々な要素が複雑に絡み合い、き
わめて不明確で不透明な環境」を表しています。
それでは、このような激動期における戦略経営はどのようにしていくべきなのでしょ
うか。本稿では、従来型戦略プランニングの限界を踏まえたうえで、激動期の戦略
経営の在り方を解説していきます。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  VUCAワールドでは、長期的なトレンドを俯瞰し、大枠の戦略方針を決
め、それを具体的な施策に落して、PDCA を回していくという従来型戦略
プランニングは通用しなくなってきている。

−  変動期においては、激動する環境にタイムリーに対応しながら、「一時的
競争優位の獲得」を積み重ねていくことが重要で、それをいかにマネージ
していくかが成否の鍵となる。

−  「一時的競争優位の獲得」をうまくマネージしていくには、①提供価値（バ
リュープロポジション）の再定義、②提供価値を実現するビジネスモデル
の絶え間ない革新、③想定外に備えるシナリオ・プランニングの導入、の
3つのポイントが極めて重要になってくる。

古谷　公
ふるや　とおる
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Ⅰ. はじめに

最近、欧米の経営者の間ではVUCAワールドという言葉が話
題に上ることが増えてきています。たとえば、ユニリーバCEO
のPaul Polman氏は同社のアニュアルレポートにおいて、「市場
の現状は『VUCAワールド』であり、この『VUCAワールド』にい
かに対応していけるかが成長のカギである」と述べています。

VUCAワールドとは、もともとは軍事用語ですが、Volatility
（不安定性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、 
Ambiguity（曖昧模糊） の4つの単語の頭文字から取った略語で
す。つまり、我々は「不安定で変化が激しく、先が読めず不確実
性が高く、かつ様々な要素が複雑に絡み合い、きわめて不明確
で不透明な環境」の中に生きているということを示しています。

実際、現実はどうなっているでしょうか。国を越えた、大規
模な金融危機が起こったり、ある時点までは日に日に上がって
いた原油価格があるきっかけでどんどん下がっていったり、為
替も日々の視点でみれば変動が少ないように見えますが、過去
3年間という期間で見れば大きく変動しています（円ドルの為替
レートで2013年は1ドルが100円を切るレベルだったのが、2015
年の現在は120円を越えています）。また、最近ではテロや紛争
も多く起こっています。そして、これらの要因が複雑に絡み合
い、予期できない事態を生み出すこともあります。

未来を予測することは、いつの時代でも簡単なことではあり
ません。しかし、現在はその難しさが日に日に増しているよう
です。それでは、このような時代における戦略経営はどのよう
にしていくべきなのでしょうか。

Ⅱ. 従来型戦略プランニングの限界

グローバル企業、日本企業を問わず、これまでのマネジメン
トの「王道」は、将来5年から10年のレンジで事業環境を俯瞰し、
企業ビジョンや経営目標を定めたうえで、「中長期戦略」を策
定・決定し、それを単年度の経営計画に落とし込んでいくこと
が常道でした。米国の経営学者アルフレッド・チャンドラーが、
名著「組織は戦略に従う」を上梓したのは1962年になりますが、
その戦略計画優先時代の始まりと合致しているのではないで 
しょうか。

しかしながら、特にこの10年、企業を取り巻く環境変動要因
や競争関係の変化があまりにも激しく、戦略の前提がすぐに
崩れてしまうことが継続的に発生してきています。したがっ

て、1960年代初頭から、約50年続いてきた戦略計画の方法論は
年々効力を失いつつあり、見直しが必要な状況になってきてい 
ます。

最近では、リタ・マグレイスが「競争優位の終焉」で看破したと
おり、「一時的競争優位の獲得」の積み重ねが、強い企業を作っ
ているという指摘もあります。したがって、長期的なトレンド
に基づいて、大枠の戦略方針を決め、それを具体的な施策に落
して、PDCA を回しながら、ローリングしていくという従来型
戦略プランニングと、「一時的競争優位の獲得」の積み重ねをマ
ネージしていくことの間には大きなギャップがあり、なかなか
対応できない状況も増えてきています。

Ⅲ. 激動期の戦略経営における 
3つのポイント

それでは、「一時的競争優位の獲得」を効果的、効率的にマ
ネージする経営とはどのようなものでしょうか。ここでは激動
期の戦略経営として、以下の3つのポイントを挙げたいと思い 
ます。

1.  提供価値（バリュープロポジション）の再定義

2.  提供価値を実現するビジネスモデルの絶え間ない革新

3.  想定外に備えるシナリオ・プランニングの導入

それでは、一つ一つのポイントが具体的にどのようなことか
を追って説明していきます。

1.�提供価値（バリュープロポジション）の再定義

日本の企業においては、経営ビジョンや中期経営計画を検
討するのは当たり前の行動になっていますが、提供価値（バ
リュープロポジション）を明確に定義ができている企業はきわ
めて少ないのが現状です。バリュープロポジションとは「企業
が顧客に提供する独自の価値のことで、顧客からの需要がある
もののこと」と定義することができます。

歴史的な日本企業の成長パターンとして、たとえば海外市場
へ進出する場合は、マーケット・フォロワーとしての参入が多く、
まず各市場での平均的な競合製品に狙いを定め、それらに対し
てより高品質、高機能で、お得感のある商品をぶつけることで、
市場を獲得してきました。そして、ある程度の地歩が固まった
段階で、製品を上に、下にラインエクステンションして、市場
シェアを高めていくのが、日本企業がグローバルで勝ち抜く必
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勝パターンでした。したがって、そのような経営のなかで、結果
論ですが、市場を切り分けて（セグメンテーション）、そのセグ
メンテーションされた市場の中から自社が注力する市場を選び

（ターゲティング）、その市場に対してどのような価値提供を出
していくかを決める（バリュープロポジション）ことに余り頓着
しなかった、疎かにしてきていたと解釈することができます。

しかし、典型的に上記のような戦略をとってきた総合電機
メーカーなども、幅広い商品を、幅広い価格帯で、市場の限り
なく多くの層に売っていくことは、現代では通用しなくなって
います。この数年で、総合電機メーカーもビジネスポートフォ
リオやその中の製品の大幅な選択と集中を進めており、ドラス
ティックな変化が進展しているのも、市場の変化に合わせた各
メーカーの企業努力が進んでいるという証左になります。これ
は、よりバリュープロポジションを意識した経営になってきて
いると言い換えることもできると思います。

バリュープロポジションとは、戦略と対をなす経営の軸であ
り、強力なグローバル企業は、戦略を策定する前にバリュープ
ロポジションを明確に定義し、それを中心にした経営を実現
しています。そして、「バリュープロポジション」を企業活動の
隅々まで落とし込んだうえで、着実に、かつ高速に事業の方向
性とトータルオペレーションの変化を推進することで、結果と
して将来に渡る高収益と、企業価値の向上に直結させているの 
です。

長年にわたってバリュープロポジションを主軸にした経営で
高ブランド価値を実現し、高収益を達成してきた代表的な企業
のひとつが、BMWです。BMWでは、「駆け抜ける歓び」という
バリュープロポジションのもと、R&D、新モデル開発、ディー
ラーシップ・デザイン、顧客対応、広告・宣伝、デジタルマーケ
ティング、リクルーティング、購買活動におよぶすべての企業活
動が整合を取って運営されています。バリュープロポジション
がはっきりしているからこそ、イノベーションや企業変革がぶ

れることなく、成果を出すのです。

図表1では、他に有名な企業としてスターバックスやグーグ
ルを挙げています。ここでのポイントとしては、細かく積み上
げて作っていく戦略は、環境が大きく変化すれば使い物になり
ませんが、バリュープロポジションは戦略のベースとなる基本
的な思想として、環境変化が激しい時代においても、経営のア
ンカーとして機能するということです。

2.�提供価値を実現するビジネスモデルの絶え間ない革新

続いてのポイントは、提供価値を実現するビジネスモデルの
絶え間ない革新です。

世界でも有数の航空機メーカー、ボーイング社のマックナー
ニCEOは昨今「もっとアップルのようになりたい」と言っている
ようです。その真意は何でしょうか。従来、革新的な航空機は
30～40年のサイクルで登場してくるらしいのですが、そのサイ
クルに合わせて次世代航空機を開発するだけでは経営は立ち
いかなくなるようです。したがって、まさしくアップルがiPod1、
iTunes1から始まり、iPhone1やiPad1、アップルストア等、矢継ぎ
早に投入したように、製品、技術開発に止まることなく、ビジネ
スモデルを変革していくことが、航空機メーカーでも求められ
ているのです。

一方、日本の経営者はどうでしょうか。KPMGグローバル
で2015年、世界各国のCEOに実施した「グローバルCEO調査
20152」によると、「現行のビジネスモデルに対する満足度」は世
界CEOでは50%が「非常に満足している」と回答しているのに対
して、日本のCEOは72%が「非常に満足している」と回答してお
り、ビジネスモデルを変革していこうという考え方は、欧米の経
営者に比べ残念ながら弱いと言わざるを得ないです。日本のＣ
ＥＯにおいては、まだイノベーションを技術開発・製品開発とい
う狭義に捉える傾向が強く、ビジネスモデル全体をいかに変革
し、競争力の高いものにするかという、ビジネスモデルで経営を
捉える視点が未だ弱いようです。

ビジネスモデルのイノベーションを幅広く検討していくツー
ルとして、世界有数のビジネススクール、スイスのIMDの学長
であるドミニク・テュパン氏と高津尚志氏は、イノベーション・
ピアノキー（イノベーションの鍵盤）という枠組みを提唱してい
ます。その枠組みのなかでは、イノベーションを「ビジネスモデ

1 iPod、iTunes、iPhone、iPadは米国Apple Inc.の商標または登録商標です。
2  http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/research-report/Pages/global-ceo-outlook-2015.aspx

【図表1　グローバル有名企業のバリュープロポジション（例）】

BMW

スターバックス

グーグル

駆け抜ける喜び

第3の場所

世界の情報を整理する
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ル」、「プロダクト」、「ネットワーク」、「チャネル」、「コミュニケー
ション」の5つの要素から考えていくというものです。たとえば、
最近ビジネスモデルを大きくイノベーションした事例として、
数多く取り上げられるネスレのネスプレッソ事業はイノベー
ション・ピアノキーでまとめると図表2のようにまとめられます。

日本企業においても、このような枠組みを利用しながら、ビ
ジネスモデルの革新を日々絶え間なく続けていき、顧客に対し
て高い満足度のサービスを提供し続ける一方、オペレーション
のコスト構造はできる限りリーンにして、企業として獲得でき
る利益を常に最大化していくという努力は極めて重要です。特
に、環境変動の激しい現代においては、時間をかけて利益が取
れる体質にするというよりは、利益を取れる時はその利益を常
に最大化する努力を怠らないことが重要です。その重要性は強
調してもし過ぎることはないでしょう。

3.	想定外に備えるシナリオ・プランニングの導入

3つ目のポイントは、想定外に備えるシナリオ・プランニング
の導入です。シナリオ・プランニングとは「起こりうる複数の未
来を前提にし、各々に対応する戦略を考えることで、組織とし
て将来への対応力を上げる」マネジメント手法ということがで
きます。ここで言うシナリオとは、「起こりうる複数の未来の姿」
のことです。シナリオと呼ばれる理由は、起こりうることを示す
ために、一連の未来ストーリー（物語）として記述するからです。 

シナリオ・プランニングは、元々軍事で使われていた手法で
す。 「敵国がある戦闘態勢を取るならば、自国はそれに対応して
戦力配備を変える」というように、「敵国が取りそうな策をいくつ
か想定し、事前に対応策を考えておくようにした」のが、その始
まりです。

軍事で始まったシナリオ・プランニングをビジネスの世界に
適用したのが、石油元売り大手のロイヤル・ダッチ・シェルです。
1971年のことですから、もう40年以上も前のことになります。当
時シェルはシナリオ・プランニングで「オイルショック」が来るシ
ナリオを検討し、その際に対応策について事前に考察し、社内
で共有しており、オイルショックを契機に業界での地位を確固
たるものにしていきました。シナリオ・プランニングでの「事前
の思考シミュレーション」が大いに役立ったというわけです。

どのような未来が訪れようとも、複数のシナリオを真剣に考
え、どのような準備が必要かを十分に考えていれば、どのよう
な状況下でも成功する可能性が確実に高くなるはずです。未来
に関する、より良い意思決定を行うことが、トップマネジメント
の使命とすれば、結果がきわめて重大であるのであれば、ほと
んど起こらない可能性のない出来事にたいしても備えをするべ

【図表3　シナリオプランニングの進め方】
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取り巻く環境分析
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重要な要因の抽出・特定

Step3:
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の動向を分析・予測していく
そして、それらの要因の自社ビ
ジネスシステムとの関連性を
分析

環境分析から自社に対する機
会要因と脅威要因を抽出
抽出された要因の将来動向を
予測する
ほぼ将来の変化が読める要因
と、不果実性が高く、起こった
場合インパクトの大きい要因
を特定する

ほぼ将来の変化が読める要因
を束ねて、将来のベースシナリ
オを作成する
続いて、不果実性が高く、起こっ
た場合インパクトの大きい要因
を組み合わせて、将来起こりう
る変動シナリオのオプションを
作る
ベースシナリオに変動シナリオ
を組み込み、将来シナリオ・オ
プションを3~4つ準備する

各シナリオの状況下において、
どのような戦略を取るべきかを
検討
各シナリオにおける戦略を束
ね、どのシナリオでも実行すべ
き施策と、特定シナリオが発生
した場合に実行すべき施策とそ
れを判断するマイルストーンを
検討する
以上を踏まえ、アクションプラ
ン、実行体制を検討する

出所：『シナリオ・プランニングの技法』（ピーター・シュワルツ著）を基に作成

目的

【図表2　ネスプレッソのイノベーション・ピアノキー】
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本格的な味を家庭でも実現できるように。

顧客に直接販売。直営店やネット販売も。

外部メーカーと提携し、OEMで専用
マシンを生産。

直営店では専門家がアドバイス。マシンや
カプセル、店舗のデザインにもこだわり。

出所：『ふたたび世界で勝つために』（ドミニク・テュパン、高津尚志著）
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きであるというのは、変動期であるからこそ強調すべき点かと
思います。

参考までに、図表3にシナリオ・プランニングの進め方、図表4
に重要環境要因の抽出／特定の枠組みを示します。いずれにし
ても、このシナリオ・プランニングに参画するメンバーに対して
は、どの未来像にも起こる可能性がある、と考えるように仕向
けることでが重要です。これによって、起こると思わないシナ
リオについても備えることができます。言い換えれば、参画メ
ンバーがシナリオを一緒に考えるというプロセスを踏むことに
よって、各企業に染みついた固定的なものの見方、言い換えれ
ば、自分の古いメンタルモデルを問い直し、修正することがで
きるようになるのです。そうすることで、変動の大きい将来に
対する対応力が格段に上がるのです。

Ⅳ. 成果実現に向けての戦略経営

以上、激動期における戦略経営の要諦を3つのポイントでご
説明してきました。ここで確認しておきたいのは、今回ご説明
した戦略経営を実現していくには、単純にプランニングの方法
論を新しいものに置き換えれば良いという類のものではないと
いうことです。戦略経営の在り方を変えていくには、組織体制
や意思決定プロセスを変え、各スタッフやミドルマネージャー
の価値観、動き方までメスを入れなければ、その方法論が真価
を発揮しないでしょう。つまり新しいプランニング方法を導入
しても、従来通りのボトムからミドル、ミドルから経営層、経営

層からCEOと、最終的には何でもトップに判断を仰ぐような、ボ
トムアップの長い意思決定プロセスでは、この戦略経営導入の
効果はでてきません。

それは、チームスポーツにおいて、新しい戦略を導入して実
行していこうとした時と同様です。チームスポーツでも新しい
戦略を実現するためには、チームとしてのコミュニケーション
の仕方や各選手の動き方に大きな変更を強いることは少なくあ
りません。

たとえば、サッカーを例にとると、有名な戦略転換の事例は
1974年のドイツＷ杯でオランダが世界を驚愕させた“トータル
フットボール”ではないでしょうか。この“トータルフットボー
ル”では、まずフィールドをポジションではなくスペースから考
えることが特徴でありました。“トータルフットボール”の登場ま
で、サッカーはポジションにおける役割が組織プレーとしては
最も重視されてきましたが、“トータルフットボール”の場合、ポ
ジションに関係なくスペースを作る動き、スペースに入り込む
動きが重要になったそうです。

このスペースに対する考え方が、激しいポジションチェンジ
を繰り返す全員攻撃・全員守備という流動的なサッカーの基礎
となりました。そして、この戦略は、選手全員の高い技術、戦術
眼を要求し、スタミナも従来よりも増して必要になり、そして、
全員が高い守備意識を持つことも求められるようなりました。
つまり、ポジションという概念が薄くなり、流動的に攻守をこな
すことが多くなると共に、各プレーヤーの試合中の戦略判断が

【図表4　シナリオ作成時に行う重要環境要因の抽出／特定】

大

小

低 高

環境要因の振り分け

インパクトが小さいことから
シナリオ作成時には重視する必要が無い要因

各要因が実際に発生するかの不果実性

各要因が実際に
発生したときに
戦略へ与える

インパクトの大きさ

ほぼ将来の変化が
読めている要因

→ ベースシナリオの土台

不果実性が高く、起こった場合
インパクトの大きい要因

→ 変動シナリオを描くときの主要要因

出所：『シナリオ・プランニングの技法』（ピーター・シュワルツ著）を基に作成
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より重要になってきました。

したがって、試合中の判断が多くなってきたことから、監督
とプレーヤーの関係は大きく変わりました。以前はいかに監督
の指導通りに動くかということが重要だったのに、“トータル
フットボール”では大枠の戦略方向性を監督とプレーヤーで共
有し、試合になったら、各プレーヤーが各局面での戦略判断を
行うようになったのです。

今回提言している変動期の戦略経営は、サッカーで言うと、
正しく“トータルフットボール”への変革と同じであるというこ
とができるかもしれません。変動期であるが故に、決めた戦略
をじっくり実行していくというよりは、適宜ミドルマネジャー
の判断で戦略実行していかなければならない局面が増えていき 
ます。

それだからこそ部分最適で、全体として整合性の無い戦略実
行に陥らない為に、提供価値（バリュープロポジション）を定め、
ビジネスモデルを常に進化させ、さらには想定外が起こった時
の対応をシナリオ・プランニングでシュミレーションしていくこ
とで、現場、ミドルマネジャー、経営層が一体となった戦略経営
が実現できると言えます。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG コンサルティング株式会社
パートナー　古谷　公
TEL: 03-3548-5111（代表番号）
toru.furuya@jp.kpmg.com
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不確実性時代における 
サプライチェーンマネジメント進化の
方向性
　　　　 　

KPMG コンサルティング株式会社

パートナー　坂田　英寛

今日、国内市場の成熟化やテクノロジーの進展、経済のグローバル化などにより、
経営の難易度が飛躍的に上昇しています。この不確実性の時代においては、需給バ
ランス確保とビジネスプロセス最適化を追求する旧来のサプライチェーンマネジメ
ントだけでは、本来の目的である経営目標を達成することが困難になってきていま
す。それでは、経営計画などの目標を達成するために、今日のサプライチェーンマ
ネジメントはどうあるべきでしょうか。
このような背景を受けて、再度Sales & Operations Planningが注目を集めています
が、それだけでは不十分と考えます。本稿においては、その先を見据えて、特に重
要なリスク要因である戦略リスクに焦点を当てながら、不確実性の高い今日におけ
るサプライチェーンマネジメント進化の方向性を論じます。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  国内市場の成熟化などによるマーケットの複雑さ増大、経済のグローバ
ル化による経営環境変化の影響範囲拡大などにより、経営の難易度が飛
躍的に上昇している。

−  この不確実性の時代においては、旧来のサプライチェーンマネジメント
だけでは、本来の目的である経営目標を達成することが困難になってき
ており、このため、戦略リスクに対応したマネジメントシステムへと進
化させる必要がある。

−  このためには、サプライチェーンマネジメントにおける一連の仕組みに
「戦略・計画の前提となる経営環境指標の明確化」、「変化を早期発見する

ための情報収集」、「変化を迅速に報告、アクションに移せる運営」を組み
込んでいくことが求められる。

−  本取組みはトップマネジメントの関与が欠かせない。これを継続的に実
践していくためには、新しい取組みと捉えずに既存のサプライチェーン

「マネジメント」の仕組みにエッセンスを組み込んだ形で進化させること
が肝要である。

坂田　英寛
さかた　ひでのり
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Ⅰ. 不確実性時代にサプライチェーン 
マネジメントが求められていること
今日、顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクルの短縮化、

市場の急拡大、販売チャネルの複雑化等による経営の複雑度お
よび、経済や事業のグローバル化の進展による経営環境変化の
影響範囲、インパクトの増大により、経営の難易度が飛躍的に
上昇しています。このような不確実性時代においては、これま
でのような需給バランス確保とビジネスプロセス最適化を追求
する旧来のサプライチェーンマネジメント（SCM）だけでは、本
来の目的である経営目標を達成することが困難となってきまし
た。このような背景の下、経営リスク、特に戦略リスクを早期に
検知して対応できる、あるいはリスクをチャンスに転換できる
ような経営を実践できるSCMへの進化が求められていると考
えています。

まず、企業を取り巻くリスクには、どのようなリスクがあるで
しょうか。地震や台風などの災害リスク、労働基準法違反やス
トライキ等による労務リスク、社員の不正や環境規制等による
コンプライアンスリスク、為替や金利の乱高下といった財務リ
スク、サプライチェーン寸断や情報システム故障等のオペレー
ショナルリスクなど様々な種類のリスクがありますが、なかで
も特に企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があるリスクを、

「戦略リスク」と捉えています。戦略リスクとは、経営環境と企
業行動に不一致が生じるリスクであり、ビジネス価値を大きく
毀損してしまう可能性があるほどのインパクトを有していま
す。本稿ではこの特に重要と考える戦略リスクを対象として検
討を進めます。図表1に主要な戦略リスクの例を記載します。

戦略リスクはなぜ生じるのでしょうか。戦略リスクは経営環
境と企業行動に不一致が生じるリスクと定着づけました。現

状、経営環境をきちんと分析して戦略・計画を策定するサイク
ルはどのようになっているでしょうか。筆者のコンサルティン
グ経験からすると多くの企業は中期経営計画や年次計画を策
定する際に留まっているのが実情ではないでしょうか。一般に
戦略・計画策定時点では、（戦略・計画策定上の課題はあるもの
の）経営環境と企業行動は一致しているものと考えられますが、
その後、経営環境が常に変化していくなかで、戦略・計画は見
直しサイクルが来るまでは変化しない、すなわち経営環境変化
と戦略・計画サイクルが一致しないために、経営環境と企業行
動に不一致が生じてしまうと言えます。

それでは、中期経営計画や年次計画の策定頻度を高めれば良
いのでしょうか。確かにそのような取組みを実施すれば経営環
境と企業行動の乖離幅を縮小することは可能だと考えます。た
だし、そのような取組みを行うには膨大な工数がかかってしま
い、現実的ではないのではないでしょうか。そうだとすれば、経
営として現実的に実行可能な形で戦略リスクを早期に検知し
て対応できる、あるいはリスクをチャンスに転換できるような
SCMはどのようにすれば構築できるのでしょうか。

Ⅱ. 不確実性時代におけるサプライ
チェーンマネジメント進化の方向性

これまで述べてきたように、キーワードは経営環境と企業行
動の不一致の縮小です。これは、これまでのように戦略・計画は
正しく、確実に実行すればうまくいくと信じる戦略・計画オリエ
ンテッドな予測・推測型経営から、事実や経営環境を深く洞察
し、絶え間なく試行を繰り返し、変化に対して早期に対応して
いく事実や市場への深い洞察に基づいた経営への転換が求め

【図表1　主要な戦略リスクの例】

主な戦略リスク

ビジネス
価値を大きく
毀損する
可能性

構造変化リスク

業界リスク

顧客リスク

競合リスク

プロジェクトリスク

成長リスク

概要

新しいビジネスモデルの登場や、技術革新による製品群の陳腐化（ビ
デオテープ⇒DVD）などにより、競争構造が変化してしまうリスク

コモディティ化やデジタル化、モジュール化の進展などに より、業界
全体が低迷してしまうリスク

顧客行動や趣味・嗜好の変化、人口構造の変化によって、 顧客ベース
を失うリスク

製品・サービスの差別化の成功や、巨大企業の新規参入、 海外企業
の進出などにより、競争が激化してしまうリスク

企業買収、新規市場への参入、ブロックバスター開発、 大規模設備
投資などのプロジェクトが失敗してしまうリスク

既存の市場が成熟し、次の成長市場を開拓できなかった場合に 企業
成長が止まってしまうリスク

•

•

•

•

•

•
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られているということです。
このような事実や市場への深い洞察に基づいた経営の実現

に向けては、図表2のような経営環境に基づいて、（1）サプライ
チェーン戦略・計画の策定、（2）戦略・計画の実行と情報収集、 

（3）収集情報の分析と評価・報告という一連のSCMの仕組みの
各段階に以下3点の考え方を組み込むことがポイントとなりま

す。これにより、経営環境変化が生じた際に迅速かつ正確にマ
ネジメントにフィードバックし、意思決定していける仕組みが
構築できると考えます。

【図表2　サプライチェーンマネジメント進化のポイント】

経営環境

戦略の実行と
情報収集

収集情報の
分析と評価・報告

サプライチェーン
戦略・計画の策定

戦略リスクへの
早期対応

• 戦略・計画の前提となる 経営環境指標の特定
• 早期アクションのための シナリオプランニング

• 経営環境変化を早期発見するための収集
情報の種類と方法の定義

•  経営環境変化を迅速に報告、 
アクションに移せる運営体制と方法

Risk Monitoring

Management Action Risk Identifying 

【図表3　サプライチェーン戦略・計画における経営環境指標の明確化（例）】

経営環境経営環境指標（例）
－需要サイド－
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製品価格
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購買 生産 ・・・

部品・原材料価格

労働市場

業界の競争度

エネルギーコスト
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サプライチェーン戦略

需要計画 供給計画

需給調整

マネジメントレビュー
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戦略・計画

機能別
活動
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（1）  サプライチェーン戦略・計画の策定：

   戦略・計画の前提となる経営環境指標の特定と早期アクショ
ンのためのシナリオプランニング

（2）  戦略・計画の実行と情報収集：

   経営環境変化を早期発見するための収集情報の種類と方法
の定義 

（3）  収集情報の分析と評価・報告：

   経営環境変化を迅速に報告、アクションに移せる運営体制と
方法

ここで重要な点は、上記を新しい取組みとして捉えないこと
です。既に十分忙しい中、新しい取組みにさらに追加で時間を
割くことは容易ではありません。このため、これを継続的に実
践していくためには、既存のSCMの仕組みに上記のエッセンス
を組み込むことを強く意識し、進化させることが効果的と考え 
ます。

（1）  サプライチェーン戦略・計画の策定： 
戦略・計画の前提となる経営環境指標の特定と 
早期アクションのためのシナリオプランニング

サプライチェーン戦略・計画は、図表3に示すとおり、経営環
境の分析から始まって、需要計画、供給計画、需給調整、マネジ
メントレビューといったSales & Operations Planning（S&OP）
プロセスを通じて確定され、各機能別の活動に展開されます。
戦略リスクに対応したSCM構築に当たっては、経営環境の分
析において戦略・計画の前提となる経営環境指標を定義したう
えで、経営環境指標とサプライチェーン計画の繋がりを明確化
し、経営環境指標の変動、すなわち戦略リスクの変動のインパ
クトを見える化することが重要です。経営環境指標の抽出は 
図表4に示すように、PEST（P：Political、E：Economic、S：Social、
T：Technological）や5F（新規参入者の脅威、供給者の交渉
力、競合状況、顧客の交渉力、代替品の脅威）、3C（Customer、

【図表4　経営環境指標の例】

経営 
環境

参考（一般的なフレームワーク）
経営環境指標（例） 戦略リスク 発生 

可能性
発生時 
影響度

モニタ 
リング対象PEST 5F 3C

市場
・  Economics
・  Politics

市場成長率 市場成長の鈍化 低 大 ○

業界全体の利益率 製品コモディティ化 中 大 ○

顧客 ・  Social ・  顧客の交渉力 ・  Customer
顧客内シェア 顧客行動の変化 中 中 ○

製品ミックス変化率 製品選択基準の変化 中 中 ○

競合
・  業界内の競争度
・  新規参入の脅威

・  Competitor
製品競合率 xx製品分野への進出 中 大 ○

マーケット価格 低価格競争 中 低 ―

技術 ・  Technology ・  代替品の脅威
関連技術の特許数 新技術の台頭 中 大 ○

EMS企業の成長度 デジタル化の進展 低 低 ―

供給者 ・  供給者の交渉力 原材料価格・為替 原材料価格の高騰 低 中 ―

【図表5　経営環境指標とKPIのマネジメント概念図（例）】
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Competitor、Company）などの一般的なフレームワークも参考
になります。また、情報収集コストを鑑みて、それぞれについて
発生可能性と影響度を評価し、モニタリングする指標とするか
否かの判断も実施しておくことが有効です。

そのうえで、シナリオプランニングにより、経営環境変化の兆
候を発見した際の対応について事前に討議し、関係者に周知す
るなどの準備を実施しておくと、早期でのアクションに繋げる
ことができます。

（2）  戦略・計画の実行と情報収集： 
経営環境変化を早期発見するための収集情報の種類と
方法の定義 

戦略・計画の実行に当たっては、組織への落とし込み、徹底が
重要ですが、その有効なツールの1つにKPIがあります。戦略リ
スクの低減に向けては、KPIと経営環境指標を関連付けたうえ
で、経営環境指標に関する情報をどの組織が収集すべきかを整
理し、継続的に情報を収集し、インパクトを評価できる仕組みを
構築する必要があります。

そのうえで、各組織が収集した経営環境指標とKPIを組み合
わせた形で見える化することで、各組織のメンバー自身が状況
を理解し、試行錯誤や改善施策を推進できるようになると考え
ます。そしてそれらの情報が上位の組織階層にフィードバック
され、組織的な活動として状況を随時評価、判断でき、マネジメ
ントとしてのアクションに繋げられる仕組みを構築することが
重要です（図表5参照）。

（3）  収集情報の分析と評価・報告： 
経営環境変化を迅速に報告、アクションに移せる運営
体制と方法

ここまで論じてきた取組みを効果的に運営していくために
は、トップマネジメントの関与が欠かせないと考えます。トップ
マネジメントからSCM責任者、SCM組織、各組織といった各階
層に向けてこれまで述べてきたような経営環境指標の明確化、
シナリオプランニング、収集情報の定義等を展開したうえで、
各組織にて情報収集し、状況分析・報告、判断していく仕組み
作りが必要です。その際、定例会議での状況報告に加えて、緊
急度や影響度に応じて臨時報告できる仕組みとし、迅速なマネ
ジメント行動を促す体制とする必要があります。また、戦略リ
スクの大きさによって、経営会議等トップマネジメントへのエ
スカレーションルートも設定し、適切なメンバーで議論、意思
決定できるようにしておくことが重要です（図表6参照）。

この活動内容について前述のとおり、需給調整会議やマネジ
メントレビューなどの既存のSCM活動に組み込むことで継続
的に実施できる形を取ることが成功の秘訣と考えます。

Ⅲ. おわりに

本稿では、今日の不確実性の高い時代において、戦略リスク
を早期に捉え、対応していくことの重要性とその方法論につい
て、本業の領域であるSCMを用いて概説しました。

【図表6　運営体制と方法】
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経営トピック④

重要なポイントは、戦略・計画の前提となる経営環境を明確
化し、組織的な活動として情報収集し、モニタリング、意思決定
をしていく点にあると考えています。この考え方は本稿におい
てはSCM領域において展開しましたが、経営環境情報の収集・
モニタリング、意思決定という観点で捉えれば、たとえば事業
ポートフォリオやマーケティングなどの様々な経営活動におい
て活用できる考え方であり、本来的にはあらゆる経営活動をそ
のような統合的な方針にしたがって推進できるような経営構造
を構築していくべきと考えます。

WebやIoTなど、消費者から自社、仕入先までの情報を収集
し、分析、活用できるインフラは整ってきています。今こそ戦
略・計画は正しく、確実に実行すればうまくいくと信じる戦略・
計画オリエンテッドな予測・推測型経営を脱皮し、事実ベース
の、あるいは多くの事実による深い洞察に基づいたSCM、経営
への進化を目指してみてはいかがでしょうか。

（参考文献）
・  「「リスク」を「チャンス」に変える競争戦略」 

ベン・ギラッド著　アスペクト
・  「大逆転の経営」 

エイドリアン・スライウォツキー著　日本経済新聞出版社

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG コンサルティング株式会社 
パートナー　坂田　英寛
TEL: 03-3548-5550（代表番号）
Hidenori.Sakata@jp.kpmg.com
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経営トピック⑤

サイバーインテリジェンス活用戦略
　　　　 　

KPMG コンサルティング株式会社

サイバーセキュリティアドバイザリー
ディレクター　小川　真毅

巧妙に作り込まれた標的型メールや、ウェブサイト上の広告を見ただけで感染して
しまう悪質なマルウェア、集中的な負荷を与えてシステムやネットワークをダウン
させるDDoS（Distributed Denial of Service：分散型サービス拒否）攻撃など、サイ
バー脅威は多様化の一途を辿り、その被害はおさまる気配がありません。
こうした状況において、企業の経営者やサイバーセキュリティ責任者は手をこまね
いているのではなく、積極的な情報収集と解析作業を通じてサイバー脅威に関する
知見の集積と諜報活動（＝インテリジェンス）を推進し、サイバー攻撃リスクを早
期に予見することで先手を打ち対策を講じる、という一連の取組みが必要です。
そこで、本稿では、サイバー脅威の変遷と被害拡大の背景を考察し、サイバーイ
ンテリジェンスの活用によるサイバーセキュリティ態勢強化戦略について解説し 
ます。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  マルウェアのコモディティ化、攻撃手口の複雑化、攻撃表層の拡大と
いったサイバーリスク環境の変容によりサイバー攻撃被害は拡大基調に
あり、組織にとって重大な経営課題となっている。

−  外部の専門機関、内部知見、業界連携を通じて、サイバー脅威に関する
様々な知見や兆候に関する情報を得ることができ、組織のサイバーセ
キュリティ態勢の強化に役立てることができる。

−  サイバーインテリジェンスを活用するための戦略、体制、プロセスを整備
することで、組織を取り巻く環境変化に伴い生じる新たなサイバー脅威
をいち早く捕捉し、リスクの顕在化を未然に防ぐ必要がある。

小川　真毅
おがわ　まさき
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Ⅰ. サイバー脅威の変遷

「彼を知り己を知れば百戦殆（あや）うからず」。古来より戦
略・戦術のバイブルとして世界中で敬重され、いまなお多くの
経営者に何かにつけ引き合いに出して語られる、孫子「兵法」に
おける謀攻篇の一説です。これは読んで字のごとく、戦う前に
相手のことをよく研究し、自らのこともよく理解していれば、お
のずと勝利するための道筋を見出すことができ、敗北すること
はない、という格言です。

昨今、サイバーセキュリティの分野においては多くの企業や
組織が多種多様な手法によるサイバー攻撃の被害を受けてお
り、ステークホルダーからも組織のサステナビリティに対する
重大なリスクとして懸念の声が高まると同時に、経営者が果た
すべき説明責任の1つとしてサイバーリスクが挙げられるよう
になってきました。

なぜここまでサイバー脅威が猛威を振るうようになったの
か、まずはその変遷について見ていきます。

1.�マルウェアのコモディティ化

「Free Trial（お試し無料）、平日9時～17時 電話・メール問い
合わせ受付」、これはどこかのパッケージソフトウェアの宣伝
文句ではありません。マルウェア作製業者がアンダーグラウン
ドマーケット上で展開しているキャンペーンの文面です。

世界最初のコンピュータウイルスが何かという話には諸説あ
りますが、1988年に米国の大学院生が作製した「Morris Worm」
と呼ばれるプログラムがそれにあたると言われています。それ
から四半世紀以上が経ち、コンピュータウイルスは様々な形態
に派生しているため、すべてを総称してマルウェアという呼び

方が一般的となり、いまでは1日に数万～数十万ものマルウェア
亜種が発見されるようになりました（図表1参照）。

従来、悪意のあるプログラマーが1つ1つ手製していたマル
ウェアは、汎用的なツールを利用することで誰でも簡単に製造
可能なコモディティ（普及品）と化し、攻撃者たちはさらに高度
で巧妙な攻撃手法の作製に時間を割けるようになりました。こ
れはさながら18～19世紀に英国で起きた産業革命のように、機
械化による大量生産と、それによって産み出された時間を活
用した付加価値の追求という変革に重ね合わせることができ、
サイバー脅威の産業革命と言っても過言ではないかもしれま 
せん。

2.�脅威の複雑化

そのサイバー脅威における産業革命の成果の現れが、標的型
攻撃や水飲み場攻撃に代表される、巧妙に仕組まれたサイバー
攻撃手法です。標的型攻撃は、2015年5月に行政機関で発生し
た100 万件規模の個人情報漏えい事件などを契機として、いま
や説明の必要がないほど幅広く認知されるようになりました。

標的型攻撃に使われるなりすましメールは、事前に周到な予
備調査を通じてターゲットの組織や従業員に関する情報を収集
したうえで作成されているため、日常的に発生する業務上のや
り取りと見分けがつかないほど精巧に作り込まれています。さ
らに、電子メールの仕組み上の根本的な欠陥である、送信元ア
ドレスのなりすましが可能という問題もあり、受け取った電子
メールが本物かどうか見極めることは非常に困難になってきて
います。

この標的型攻撃と肩を並べるように最近その脅威が問題視さ

【図表1　新たに発見されているマルウェア数の推移】
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出所 : 「McAfee Labs 脅威レポート」（2015 年 8 月）を基に KPMG が作成
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【図表2　水飲み場攻撃の手口】
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れているのが、水飲み場攻撃です。水飲み場攻撃は、標的とす
る組織に対して直接的に攻撃を仕掛けることが困難な場合に、
その標的組織の従業員が業務でアクセスする可能性がある外
部のウェブサイトに対して攻撃を仕掛けて改ざんし、そのウェ
ブサイトにアクセスした標的組織の従業員を、あらかじめ用意
しておいた別の悪意のサイトに誘導することによってマルウェ
アに感染させたり、不正に機密情報や個人情報を入力させて収
集したりする手口です（図表2参照）。

この手法は、標的組織の従業員を休憩がてら水飲み場に誘い
出し、そこで罠にかけるイメージであることから、水飲み場攻
撃と言われています。この攻撃も、改ざんしたウェブサイトは
一見本来の正当なウェブサイトと区別がつかないようになって
おり、URLにも変更がないため気づくことが難しく、被害が広
がっています。

3.�攻撃表層の拡大

このようにマルウェアや攻撃手法が多様化、複雑化を遂げて
いる一方で、企業や社会のITネットワーク環境も変化し続けて
います。特に、企業はビジネスの拡大に伴ってITインフラを拡
張しており、その範囲は増え続ける傾向にあります。

たとえば、新興国をはじめとした海外で新規事業を立ち上
げる場合や、企業を買収した場合などは、ITインフラの統合よ
りもビジネス活動を優先することでIT環境がサイロ化し、イン
ターネットとの接続口やネットワークセグメントが必要以上に
増加して管理しきれなくなっているケースも見受けられます。

さらに、企業のITネットワーク環境に加えて、従業員が私
有のモバイル端末を業務で使用するBYOD（Bring Your Own 
Device）は業務効率の向上に一役買いますが、企業による管理
が難しく、十分なセキュリティ対策が強制されないことによる
シャドウIT化（本来のIT環境として管理しきれていない影のIT

環境のこと）が問題になるケースもあります。BYOD以外にも、
従業員がプライベートで使用しているソーシャルネットワーキ
ングサービス（SNS）やブログなどのコミュニケーションツール
を通じて従業員の個人情報や、ひいては企業の機密情報が搾取
されてしまう場合もあります。

企業を取り巻くこうした一連のITネットワーク環境の変化
は、攻撃者にとってみれば攻撃や侵入の入り口が表面的に拡大
したことを意味し、攻撃や侵入の糸口をつかむための情報源も
増えていると捉えることができます（図表3参照）。

Ⅱ. サイバーインテリジェンスの 
定義と種類

1.�サイバーインテリジェンスの定義

「インテリジェンス」という言葉は元々、軍事活動における概
念的な表現であり、敵対組織に関して収集した情報に分析を
加えてより高度な示唆を得られるように加工されたもの（諜報
情報）、およびそうした活動自体（諜報活動）を指すこともあり 
ます。

したがって、「サイバーインテリジェンス」とは、サイバー脅威
の発生源や攻撃元、攻撃の手口や兆候などの情報を収集し、分
析を加えることで自組織にとってのリスクやそれに対する方策
を明確に理解するために集積された知見およびそうした知見を
得るための一連の取組みであると言えます。

2.�サイバーインテリジェンスの種類

「ビッグデータ」という言葉に代表されるように、世の中には
情報が溢れ返っています。膨大な情報の渦のなかから真に有

【図表3　攻撃表層拡大のイメージ】
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意義なものだけを見つけ出すのは容易ではありませんが、少し
でも効率的に情報を収集するためには、アプローチ可能な情報
源とそこから得られる情報の種類を整理しておく必要があり 
ます。

ここでは、サイバーインテリジェンス活動を効率的に進める
ためのフレームワーク（図表4参照）に基づいて、典型的な情報
源と主な情報の種類を示します。

（ 1 ） 外部ソース
一口にサイバー脅威と言ってもその情報は多様かつ専門的

なものが多く、すべてを組織の内部リソースだけで収集するこ
とは不可能です。実際に、既に多くのセキュリティ専門会社や
第三者的セキュリティ調査機関、研究機関、各種セキュリティ

ベンダーが、それぞれの得意分野における専門的な知見を収集
しており、こうした情報源から提供されるオープンソースのイ
ンテリジェンス（OSINT： Open Source Intelligence）を入手す
ることは、極めて効率的かつ効果的な取組みと言えます（図表5 
参照）。

（ 2 ） 内部知見
オープンソースインテリジェンス（OSINT）は、ほとんどの場

合無償で入手でき、幅広いサイバー脅威に関する動向を理解で
きるメリットがありますが、それぞれの組織における固有のサ
イバー脅威までは情報として得られるわけではありません。

実は、組織がいままさに直面しているサイバー脅威の兆候を
炙り出すために有効な情報源が、組織の内部やその取組みの
なかに数多く存在しています。たとえば、ネットワークのトラ
フィック（通信の中身）を分析するだけでも、平常時とは異なる
特殊な通信の傾向が見つけ出せたり、組織が保有する情報資産
の価値を評価することで最も狙われやすい情報資産（いわゆる
Crown Jewel： 王冠）やそこに辿り着くための攻撃ルートを特定
できたりします。

そのため、近年では多くの組織でセキュリティ監視センター
（SOC： Security Operation Center）の設置や検討が進んでいる
ほか、組織内の情報資産の洗い出しや攻撃ルートの特定、実際
に攻撃が可能かどうかの疑似的侵入テスト（ペネトレーション
テスト）などの取組みが、専門家による支援のもとで行われるよ
うになってきています（図表6参照）。

（ 3 ） 業界連携
外部ソース、内部知見に並ぶ第三のサイバーインテリジェン

スとして、自社が所属する業界内での知見の共有が挙げられ

【図表5　オープンソースインテリジェンス（OSINT）】
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【図表6　内部知見に基づくサイバーインテリジェンス】
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【図表4　サイバーインテリジェンス・フレームワーク】
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ます。業界内の連携は、ともすれば同業他社に対してノウハウ
や営業機密を明け渡すことにも繋がりかねないため、従来はな
かなか積極的な活動が行われてきませんでした。しかしなが
ら、昨今のサイバー脅威の隆盛を鑑み、特に政府がサイバーセ
キュリティ基本法とその解釈を通じて重要インフラ分野と位置
付けられている業界（図表7参照）においては、その所管省庁が
旗振り役となって業界内での横の連携を強める動きが出てきま 
した。

たとえば、特定の業界に所属する企業間で自社が把握して
いるサイバー脅威動向や攻撃の発生事例など、利害が相反し
ない範囲で情報を共有する枠組みとして、「ISAC（Information 
Sharing and Analysis Center）」という協議体を設立し、自社だ
けでは収集・分析しきれない知見の共有と活動の分担をしあう
ことで、業界全体としてサイバー脅威への対応態勢を強化する

取組みが既に国内の金融業界や情報通信業界で始まっていま
す（図表8参照）。

Ⅲ. サイバーインテリジェンス活用
戦略

ここまで見てきたように、いまやどこからどのようなサイ
バー攻撃が発生するか予測することは非常に難しい情勢になっ
ているものの、受け身に回っているばかりではサイバー攻撃に
よる被害を防ぐことはできません。

サイバー脅威全盛のこの時代に、組織がセキュリティ態勢を
強化するためには、サイバーインテリジェンスを駆使して先手
を打ち対策を採る「攻め」のサイバーセキュリティ戦略が必要で

【図表7　重要インフラ分野】
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クレジット

電力
ガス
水道

航空
鉄道
物流

出所 : 「重要インフラ防護に対する考え方」（内閣サイバーセキュリティセンター）を基に
　　　KPMG が作成

【図表8　業界連携によるサイバーインテリジェンス】
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【図表9　インテリジェンス指向への切り替え】
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す。実際にサイバーインテリジェンスを活用した戦略とはどの
ようなものか、本章で解説します。

1.�インテリジェンス指向への切り替え
　
組織がビジネス活動を進めるなかでは、必ず何らかの環境変

化が発生します。この変化は外的なものと内的なものの2つに
大別されますが、どのような変化であれ、ほとんどの場合それ
らは組織にとって新たな脅威とリスクをもたらします。

たとえば、外的な環境変化の1つとしてIoT（ Internet of 
Things： モノのインターネット）に代表される技術革新が挙げ
られますが、これは社会や企業にとって様々な利便性やビジネ
スチャンスを創出する一方、サイバー攻撃の大規模化や新たな
攻撃手口の開発など、従来とは異なるサイバー脅威を産み出し 
ます。

新規事業の立ち上げや企業買収はドラスティックなビジネス
拡大戦略として有効ですが、これまでとは違う新たな利害関係
者を創り出し、信用の失墜を狙ったサイバー攻撃を受けるリス
クが高まる恐れもあります。

いま経営者には、こうした組織を取り巻く様々な環境変化に
伴い発生する新たな脅威に目を向けて、今後起こり得る潜在的
な脅威の兆候をいち早く捕捉し、脅威が顕在化する前に先手を
打って対策を施すことでサイバー攻撃被害の発生を未然に防ぐ

「インテリジェンス指向」へと、マインドの切り替えが求められて
います（図表9参照）。

2.�サイバーインテリジェンス活用プロセスの確立

組織がサイバーインテリジェンスを実際に活用できるよう
になるためには、戦略、体制、プロセスの整備と融合が不可欠 
です。

まず、大前提として組織が何をどのように守るのかという方
針が必要であるのは言うまでもありませんが、明確な目的と活
用プロセスなく闇雲に集積してもサイバーインテリジェンスは
無用の長物でしかありません。そのためどの情報源からどのよ
うなインテリジェンスを収集するのか、それを誰がどうやって
解析するのか、そこから得られた知見に基づく対策の導入に責
任を持つのは誰か、といった一連のプロセス構築が必要です

（図表10参照）。
さらに、サイバーインテリジェンスを有効活用するためには、

高度な専門知識を有する要員が十分な時間をかけて集積と解
析にあたる必要があるため、そうした体制の整備について経営
者がスポンサーシップを発揮することも重要です。

3.�意思決定プロセスへの組込み

サイバーインテリジェンスを組織のサイバーセキュリティ戦
略に組み込むということは、一連のプロセスを通じて得られた
知見が戦略上の意思決定に直接的な影響を与える要素として
価値のあるものになって、初めて実現されます。

そのためには、できる限り組織にとって身近な脅威となり得
る情報を的確に収集し、組織の現状に照らして固有のサイバー
攻撃シナリオとして仮説検証したうえで、重大なリスクが顕在

【図表10　サイバーインテリジェンス活用プロセス】
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化する可能性の高いシナリオを見出すプロファイリング作業が
必要です。

そのうえで、優先的に対処すべきシナリオにできるだけ
フォーカスして、そのシナリオの発生を防ぐことができるよう、
または発生しても大きな被害を受けないように、必要な経営資
源の割り当てを行うための意思決定を下すことで、サイバーイ
ンテリジェンスが組織のセキュリティ態勢の強化において高い
効果を発揮することになります（図表11参照）。

【バックナンバー】
サイバーリスク最新トレンドと対応戦略

（KPMG Insight　Vol.15/Nov 2015 ）

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG コンサルティング株式会社
ディレクター　小川　真毅
masaki.ogawa@jp.kpmg.com

サイバーセキュリティアドバイザリー
kc-cybersecurity@jp.kpmg.com

【図表11　インテリジェンスの意思決定プロセスへの組込み】
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コーポレート部門主導型 
ターンアラウンド
　　　　 　

株式会社 KPMG FAS

パートナー　中村　吉伸

企業内のある事業、拠点、子会社等が不振に陥り、その状態が深刻な場合、ターン
アラウンドを当事者任せにせず、コーポレート部門が主導することが有意義です。
最近では、外部のステークホルダーとの対話というコーポレート部門の役割がより
求められており、この点からも、コーポレート部門が積極的に関与し自身で腹落ち
したうえで、ターンアラウンドを進める必要があります。このようなコーポレート
主導型ターンアラウンドにあたっては、当事者任せのターンアラウンドに内在する
限界やリスクを理解し、適切な視点やアプローチを用いて、これに臨むことが肝要
です。
本稿では、コーポレート部門主導型ターンアラウンドの意義を整理したうえで、コー
ポレート部門がターンアラウンドを主導する際のポイントや留意点などを、「全社
的視点」、「将来予測・事業計画」、「戦略オプションの比較検討」に整理して、見て
いきます。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  全社的な視点を付加する。

−  実現可能な将来予測・事業計画を見極める。

−  継続以外の戦略オプションも比較検討する。

中村　吉伸
なかむら　よしのぶ
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Ⅰ.「コーポレート部門主導型 
ターンアラウンド」とは

1.��コーポレート部門主導型ターンアラウンドが必要とされ
る局面

事業、拠点、子会社等の不振の兆候は、計画未達、２期連続の
損失・キャッシュフローの赤字、債務超過、減損などとして現
れ、最近注目されているROE、ROA、ROICなどの指標悪化も
伴います。不振が続けば、さらに状態が悪化し価値が下がり続
ける負のスパイラルに陥り、企業全体の価値も押し下げます。
対象事業等の事業性が損なわれ、自力でのターンアラウンドが
困難となれば、売却や清算を選択せざるを得なくなります。対
象事業等が、既に負のスパイラルに陥り始めている、あるいは、
不振が深刻な状態では、コーポレート部門が主導してターン 
アラウンドを進めることが有意義です。

2.�当事者だけで検討することの限界

事業に直接携わっている当事者だけでターンアラウンドを検
討すると、どうしても「できる計画」ではなく、「やりたい計画」 
となってしまいます。日系企業では、雇用維持、リストラ回避を
重視する傾向が強く、抜本的な施策や、リストラに繋がる厳し
い将来予測を避けて、トップラインや利益率をストレッチした
計画となりがちです。

そして、売却や清算といった、「継続以外の戦略オプション」
は検討されません。当たり前ですが、自己否定に繋がる検討・
判断は当事者ではできません。

さらに、「全社的視点」がどうしても欠如します。株主や銀行
との関係、株価や格付け、事業ポートフォリオの最適化・企業
の全体戦略などを考慮することは、その役割や責任を直接担っ

ていない当事者では難しいのが一般的です。 

3.�コーポレート部門主導型ターンアラウンドの意義

上述の３つの限界・課題を払拭する、すなわち、「全社的視
点」を付加しつつ、実現可能な「将来予測・事業計画」を見極め、

「継続以外の戦略オプション」も含めて検討することが、「コー
ポレート部門主導型ターンアラウンド」の意義と考えられます。
コーポレート部門と当事者は、適切かつ建設的な牽制・協力関
係であるべきです。当事者にとって当たり前のことを、コーポ
レート部門の側から客観的に見直すことの意義は非常に大きい
と考えます。外部のステークホルダーとの対話、というコーポ
レート部門の重要な役割を考えても、まずは自身で腹落ちする
必要があります（図表1参照）。

Ⅱ. 全社的視点

ターンアラウンドにあたっては、コーポレート部門の立場か
ら、以下の全社的視点を付加する必要があります。

◦  キャッシュフローベース

◦  財務影響（損益、純資産、株価、格付け）

◦  先延ばしをしない

◦  グループ内シナジー

◦  グループ外シナジー・外部リソース（M&A、JV、提携）

◦  コア・ノンコア（選択と集中）

◦  リソースの配分（ヒト、モノ、カネ）

◦  全社目標との整合

◦  外部のステークホルダー （ 株主、銀行、社債権者等） への説明 
（ 質・スピードの高度化）

◦  定量情報に基づく合理的判断

基本的な検討の視点は、常に「キャッシュフローベース」であ
るべきです。財務影響も考慮しますが、原則、これを理由に抜
本的施策の実行を先延ばしすべきではありません。他力を活用
しシナジー効果を創出するという視点では、グループ内にとど
まらず、グループ外のリソースにも目を向ける必要があります。

また、改善できる事業といえども企業の全体戦略からはノン
コアであれば、売却などの戦略オプションの検討も必要です。
限られたリソースを最適に配分する観点から、コア事業での投
資資金捻出や財務健全性向上のために、儲かるノンコア事業を
売却することもあります。GEの金融事業、パナソニックのヘル
スケア事業、ワタミの介護事業などの売却がその例です。

その他、全社目標や戦略との整合性、外部ステークホルダー

【図表1　コーポレート部門と当事者との関係】
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への説明を考慮した検討も必要です。たとえば、ある会社の海
外子会社で、大口顧客との取引がなくなり、毎月赤字が発生す
ることとなりました。四半期開示では、この状況が連結損益数
値、計画かい離要因として公表されるため、少なくとも年度末
の決算発表までに、明確な対応策が必要との機運が醸成されま
した。対応策を打ち出せないマネジメントは失格の烙印を投資
家から押されかねません。そのため、この会社では、継続する
か、撤退するかの見極め、必要な施策の検討、それらに基づく
意思決定を年度末までに実施し、年度決算数値に影響額を反映
することとなりました。このように、適時開示や投資家との対
話が進んだことで、経営意思決定の質とスピードの高度化が求
められています。そして、何より定量情報に基づく合理的判断
をぶれずに実施することが必要です。 

Ⅲ. 将来予測・事業計画

1.�ターンアラウンドを成功に導くために

自社の業績は、外部環境、内部環境、自社の行動の変数に
よってもたらされます。ターンアラウンドは、現状の業績の延
長線上にある成り行き・ベースラインと、あるべき将来の目標
とのギャップを埋めていくための、戦略・施策を検討し実行す
ること、と言えます。そしてその検討結果を取りまとめたもの
が、「事業再生計画」、「ターンアラウンド・プラン」となります。 
ターンアラウンドを成功に導くためには、作成すべき事業再生
計画について関与するメンバーで共通認識を持ち、適切なアプ
ローチを採用することが最低限必要です。コーポレート部門が
指導・先導し、当事者と協働して、事業再生計画に纏め上げる
のが望ましいと考えます（図表2参照）。

2.�将来予測・事業再生計画策定のアプローチ

課題の特定に関して、まず、外部・内部環境、業績を、様々な
手法をもとにあらゆる角度から分析します。これと平行して、
統合財務予測モデルを作成し、このまま事業を継続した場合の
成り行き将来予測・ベースラインを検討・設定します。そして、
将来の目標とのギャップを埋めるべく、改善機会を検討・数値
化し、事業計画に纏め上げます。その後に、運営体制を構築し、 
計画を実行・モニターします。このうち「統合財務予測モデルの 
作成」、「ベースラインの検討」、「改善機会の検討・数値化」に 
おけるポイントを以下で見ていきます（図表3参照）。 

（ 1 ） 統合財務予測モデル 
統合財務予測モデルは、財務3表の将来予測モデルに、事

業・拠点・管理単位や商品別等に要素分解されたドライバー、
KPIを組み込み、KPIを動かすことで一連の数値、管理単位の
将来予測を可能とする、統合された財務予測モデルです。いわ
ゆる、財務シミュレーションモデルですが、これにより、過去の
業績分析と、将来予測、感応度分析などが一連の枠組みででき
るようになります。また、バリュードライバーをこの概念図のよ
うに要素分解することで、影響の大きな領域や、戦略上の重要
課題が見えてきますし、当事者とコーポレート部門との間の議
論が同じ土俵・言語・枠組みでできることとなります。

（ 2 ） ベースライン
統合財務予測モデルが作成されると、KPIを設定・入力し、こ

のまま事業が継続した場合の成り行き将来予測・ベースライン
を検討・設定します。外部環境・内部環境を想定し、現状の戦
略を踏襲し抜本的な追加施策を講じなかったら、という前提で
検討します。その結果、3年後に赤字に転落する、2年後に資金

【図表2　ターンアラウンド （改善諸施策の導入） のイメージ】
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繰りに窮する、といった課題が見えてきますが、この「現状を直
視する」ことを曖昧にし、少しでも楽観的な予測をすれば、将来
目標とのギャップが過小に評価され、結果として必要十分な施
策が講じられず、ターンアラウンドは失敗に終わります。ベース
ラインの設定は、ターンアラウンドの出発点であり、コーポレー

ト部門と当事者が「同じ舟に乗る」ためにも極めて重要です。
計画ができ上がってから検討を始めるのではなく、是非、この
ベースラインの設定段階で議論を十分に交わしてください。

【図表4　人件費およびその他コストに係るドライバーと合理化例】

ドライバー 合理化

人員数

利用可能性

効率性

単価

消費量

仕様

価格

準拠

消費量・無駄の削減

低性能化、汎用化

値下げ交渉

グループポリシーの徹底

過剰人員削除

直接人員の増加

時間の捻出

時間単価の削減

Spend

自前か調達か

People

【図表3　将来予測・事業計画の策定アプローチ】適切な将来予測（事業計画）
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施策の洗い出し
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結果をもとに、将来予
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（ 3 ） 改善機会
ベースラインと将来目標とのギャップを埋めるために、戦略

を立案・見直し、施策を検討します。戦略は、「財務上の成果」
を、「持続可能性」をもってもたらすために、「顧客提供価値」を
どのように創造し、「内部プロセス」をどのように設計するか、
という観点で検討します。その戦略を実現するための「改善機
会・諸施策」は、「事業領域の検討」、「競争戦略の方向性」、「顧
客・製品・サービス」、「バリューチェーン」、「組織・制度」など、
多方面にわたって検討します。数値的な効果からは、売上高、
およびコストの最適化、拠点閉鎖、業務効率向上などに係る検
討がなされます。 

コストは究極的には人件費：Peopleと、その他のコスト：
Spendに分かれ、売上高が決まった後にコスト削減をしようと
すれば、この2つのコストを最適化することが課題となります。
人件費は、人員数、利用可能性、効率性、単価がドライバーとな
り、その他のコストは、消費量、仕様、価格、準拠がドライバー
となります。さらに、自前か、調達・外注か、という選択も合わ
せて検討し、合理化・最適化が図られます（図表4参照）。

なお、改善機会の取り纏めにあたっては、以下の点を考慮す
る必要があります。

◦  施策の実現方法（アクションプラン）

◦  施策がもたらす財務上の成果

◦  影響するバリュードライバー、その構成要素、KPI

◦  成果をもたらすタイミング

◦  必要な資金（費用・投資）

◦  施策に係るリスクや実現可能性に係る感応度

◦  戦略や他の施策との相互依存・トレードオフ関係

◦  上記の検討結果の元データ、根拠

Ⅳ. 戦略オプションの比較検討 

「将来予測・事業計画の検討」は、「問題が自力で克服できる」
ことを前提に、「改善策の導入」を検討するものでした。その際、
グループ内の重複事業・機能の効率化等を目的とした、グルー
プ内再編も一案です。自力での改善がなかなか難しい場合、他
力を活用した改善として、水平・垂直統合型のM&Aや、JVの
活用を検討します。さらに、自社内・自社グループ傘下での改
善が難しい場合、売却、清算を検討します。このような既存の
事業や会社の枠組みを超えた、改善、再編、撤退は、当事者で
はなかなか検討しにくく、コーポレート部門が関与し推進する
ことが必要となります（図表5参照）。

戦略オプションの比較検討に際しては、各オプションの定
量・定性面を整理し比較します。定量面の検討にあたっては、
それぞれの戦略オプション、すなわち改善ケース、M&Aケー
ス、売却ケース、清算ケースなどについて、将来損益およびCF
を予測し、これらに基づき比較分析することとなります。その
際、時間軸の異なる事象・数値を比較する1つの手法として、将
来CFを一定の割引率で現在価値に割戻し、DCF価値・割引現
在価値ベースで比較することが有効です。

また、定性面の検討にあたっては、次頁の点なども考慮し 
ます。

【図表5　戦略オプションの比較検討】戦略オプションの比較検討

売上施策
コスト施策
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事業会社への売却
ファンドへの売却
段階的売却
（JVの利用等）
資産のみ売却

特別清算
事業停止

問題は自力で
克服できるか？

他力を活用した
克服が可能か？

売却可能か？

改善策の導入 水平・垂直統合、JV等 売却 清算
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◦  競争優位性への影響（ノウハウの流出）

◦  ステークホルダー（株主、金融機関、取引先等）との関係への 
影響

◦  従業員、労働組合問題

◦  当事者の納得感・協力

◦  地域やマーケットにおけるレピュテーション

たとえば、「競争優位性への影響（ノウハウの流出）」に関して、
ある会社で東欧の生産拠点を中国に移管する際に、東欧の子会
社を売却するか清算するかが議論となりました。対象事業はグ
ローバルで継続展開されることから、生産技術やノウハウの競
合他社への流出を回避するために、同子会社を他社に売却せ
ず、清算することが選択されました。

また、「当事者の納得感・協力」に関して、ある会社で赤字子
会社の売却をコーポレート部門主導で進めた際に問題となりま
した。同業の買手候補企業のマネジメントの一団が、工場視察
や今後のビジネスの方向性確認のために来日し、対象子会社
のマネジメントとの協議の場が持たれました。売却プロセスは
コーポレート部門主導で進められ、当事者との協議が不足して
いました。実際、買手候補企業と対象子会社の戦略の相違、重
複機能の多さ（大規模なリストラが予想されること）なども懸念
としてありました。その結果、当事者同士の対話は、建設的・友
好的なものとならず、買手候補企業が買収意思を撤回し、この
買手候補企業への売却は断念されました。その後、この子会社
は投資ファンドに売却されることになりましたが、当事者の関
与、納得感がないままに、売却話しをすすめても、よほど魅力
的でない限り、有意義な結末になりません。このような撤退に
係る話は当事者と共有しにくく、また話すタイミングや対象者
の範囲にも留意が必要です。グループのなかでの対象事業等の
位置付けや今後について、適切なタイミングで適当な当事者と
誠実に協議し、当事者の納得感をもって売却・エクジットを図
ることが重要となります。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
株式会社 KPMG FAS
fasmktg@jp.kpmg.com
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IFRSによるIPOのポイント
　　　　 　

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　杉山　勝

2015年度のIPO社数は、6年連続の増加を見せ、92社となりました。今年度、IFRS
を任意適用してIPOした会社は2社であり、昨年の2社を足して合計4社のIPO事例
となっています。2013年6月に、IFRS適用要件が緩和され、①上場企業要件の削除、
②国際的な財務活動・事業活動要件が削除されました。これにより、IPO準備会社、
再上場準備会社についても、IFRSを任意適用した上場スキームが可能となりました。
IFRSを任意適用することは、世界中の人が共通で使える、高品質で単一の会計の
物差し（会計基準の世界標準）で連結財務諸表を作成することです。もちろん、グ
ローバルオファリングや海外投資家の投資を容易にするメリットもあります。一方、
IFRSを任意適用することは、2つの会計基準を並行して適用することとなり、取引
所審査への準備も大変になります。
今回は、取引所で行われる実質審査のポイント、IFRS導入プロセスについて考察す
るとともに、開示の特徴についてもご紹介したいと思います。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  IFRSによるIPO審査の場合、IFRS導入の経緯・理由の確認、IFRSベースで
の中期計画・単年度予算の作成、IFRSベースでの予算統制・月次決算の在
り方、のれん関連の審査が追加される。

−  IFRSを任意適用することは、連結財務諸表はIFRSが適用される一方、単
体財務諸表は日本基準が適用される。2つの会計基準を並行して適用する
場合の会計プロセスをどのように確立するか、子会社のIFRS対応、決算
工数増加に伴う決算早期化等がIPO準備の課題となる。

−  IFRSによるディスクロージャー体制が一旦確立すると、それ以降の決算
については、通常IFRSへのコンバージョン作業がプラスされるに留ま
るため、日本基準によるIPO準備と大差はない。しかし、自社だけでは、
IFRS導入準備作業は長期化することも予想されるため、外部のコンサル
タント等の協力を受け、IPO準備の負担を軽減化させることも検討する必
要がある。

杉山　勝
すぎやま　まさる
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Ⅰ. はじめに

1.�IFRS任意適用によるIPO

（ 1 ） IFRSを任意適応すること
日本では、IFRSを強制適用していませんが、IFRSを任意適

用することは容認されています。IFRSの任意適用とは、決算開
示書類をIFRSに基づいて作成して報告・提出することを意味
します。連結財務諸表はIFRSが適用される一方、単体財務諸表
は日本基準が適用されるため、2つの会計基準を並行して適用

することとなります。
したがって、決算開示書類のみならず、利益計画、予算統

制等も2つの会計基準により実施することとなります（図表1 
参照）。

（ 2 ） 経緯
2013年6月に、IFRS適用要件が緩和され、①上場企業要件の

削除、②国際的な財務活動・事業活動要件が削除されました。
これにより、IPO準備会社、再上場準備会社についても、IFRS
を任意適用した上場スキームが可能となりました（図表2参照）。

【図表1　IFRS任意適用範囲】

※1　原則、SEC登録（≒アメリカでの上場）が必要　
※2　いわゆる日本版 IFRSである。2つの項目（のれんの償却とリサイクリング）の修正を除き、IFRSと同じ基準である。

種類

有価証券報告書
提出会社
（上場準備企業も含
む）

上記以外の企業

日本基準 選択可能

連結財務諸表のみIFRSを
任意適用できる

（あくまで、単体財務諸表は
日本基準で作成する必要あり）

日本基準

①日本基準
②米国会計基準（※1）
③IFRS
④JMIS（※2）

日本基準

個別財務諸表 連結財務諸表

有価証券報告書

【図表2　IFRS任意適用要件の緩和】

*1　内閣府令上は、指定国際会計基準となっている

2013年10月28日に、IFRS任意適用緩和に関する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則等の一部を改正する内閣府令等を公布・施行。

従前の任意適用要件

上場企業要件
IFRS連結F／S
作成のための
取組・体制 要件

上場企業
有価証券報告書において、 「連結財務諸
表の適正性を確保するための特段の取
組み」 にかかる記載を行っていること
IFRS*1の十分な知識を有する役員また
は使用人を置いており、 IFRS*1に基づき、
連結F／Sを作成できる体制を整備して
いること

国際的な
財務活動 ・
事業活動要件 外国の法令に基づきIFRS開示書類を作

成・開示
外国の金融証券取引所規則に 基づき
IFRS開示書類を作成・開示
資本金20億円以上の外国子会社の存在

IFRS適用時期 年度末又は第1四半期のみ

≪削除≫
有価証券報告書において、 「連結財務諸
表の適正性を確保するための特段の取
組み」 にかかる記載を行っていること
IFRS*1の十分な知識を有する役員また
は使用人を置いており、IFRS*1に基づき、
連結F／Sを作成できる体制を整備して
いること

≪削除≫

年度末及び各四半期で可能

公表

IPOを行う企業
IFRS適用可能性の促進

国際事業未展開企業 
IFRS適用可能性の促進

任意適用時期の柔軟化

以下いずれも満たす

以下のいずれかを満たす

以下いずれも満たす
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Ⅱ. IPO 審査への影響

1.�IFRS導入の経緯、理由の確認

東証の実質審査では、上場会社として必要とされる5つの適
用要件への適合状況に対して上場判断がなされますが、IFRS
を任意適用させた場合でも、これらの適用要件に大きな変更点
はありません。

IFRSの任意適用に関して、「実態に即した会計基準を採用し、
必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあるこ
と」、「企業内容の開示に係る書類が法令等に準じて作成されて
いるか、かつ、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性
のある事項や主要な事業活動の前提となる事項について適切
に記載されていること」について確認されます。その審査の過
程で、IFRS導入の経緯、任意適用した理由について質問・確認
されます。

申請会社は、企業グループにとって、IFRS導入のメリットを
説明するものと思われます。

2.�IFRSベースでの予算統制

予算統制に関して、「予算の策定が組織的に、かつ合理的に行
われているか」について確認されます。この場合の予算は、「中
期事業計画、年度予算、四半期、月次の単位でどのようなプロ
セスで作成されているか」、「上場後の公表する情報として有用
なものか」について検討されます。連結財務諸表、四半期連結
財務諸表がIFRSで作成される場合、当然予算もIFRSで作成す
ることが要請されます。

ポイントは、いつの時点からIFRSベースの予算を作成するか
です。予算策定の信頼性を最も重視する期間は、申請期です。
ただし、信頼性の確認には、策定根拠の妥当性のみならず、過
去の予算と実績の乖離度合いも検討されます。過去の予算乖離
の検討では、直前期のみならず、直前々期からのIFRSベースの
予算作成と運用が望まれます。

さらに、予算管理の審査では、「予算と実績の差異に関する分
析及び予算達成のためのアクションが適切にとられているか

（経営判断を含む）」、「予算統制スケジュールが適時開示上に支
障がないか」、また「その後の事業活動や予算作成に反映されて
いるか」について検討することになります。

申請会社単体では、日本基準での予算と実績の差異分析を行
い、企業グループではIFRS基準で予算と実績の差異分析を行
うため、両者の相関性が重要視されます。IFRS導入プロセスに
おいて、申請会社単体の会計制度と企業グループの会計制度の
差異をできるだけ排除することが望まれます。

また、申請期では、月次での予算と実績の差異分析が求めら

れます。タイムリーなIFRSベースの月次決算体制の確立と有効
な分析の運用状況が要請されます。取引所審査の前で行われる
主幹事証券審査もありますので、直前期からIFRSベースの月
次決算体制の導入と、予算と実績の差異分析の実施が必要とな
ります。

3.�のれん関連の確認事項

IFRSの会計処理のうち日本基準と大きく異なる処理として、
「のれん」の償却処理があります。日本基準の「のれん」償却に関
する会計処理は、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって償
却する一方で、減損の兆候がある場合には、減損損失を認識す
るかを判定します。IFRSの「のれん」償却に関する会計処理で
は、償却は行わず、減損の兆候の有無にかかわらず、最低毎期1
回減損テストを行います。

日本基準とIFRSで「のれん」の償却方法が大きく異なるため、
「のれん」償却の金額が多額となる場合、利益に与えるインパク
トが大きくなります。

2015年12月末現在までに、IFRSを任意適用して上場した会
社は４社あり、上場直前期の総資産に占める「のれん」の金額お
よび割合は、以下のとおりとなっています。

（単位：億円、％）
貸借対照表金額 総資産に占める割合

A社 1,463億円 47％

B社 292億円 58％

C社 970億円 72％

D社 239億円 26％

「のれん」の審査では、開示の適正性、利益に与えるインパク
ト等を検討するために以下の事項が特に確認されます。

◦  のれんの発生の経緯（どこの時点、どこの会社で発生してい
るか等）

◦ 減損テストの具体的方法の確認
◦ のれん関連の開示（リスク情報、注記等）

Ⅲ. IPOにおけるIFRS導入プロセス

1.�IPO準備の各種タスク

内部管理体制の審査では、原則として直前々期までに整備が
完了し、直前期の1年間は運用状況が確認されます。
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図表3のスケジュール表では、直前期の中間時点で主幹事証
券会社の審査（中間審査）が開始されることを想定しています。
中間審査では、取引所申請にあたり審査上の問題点を洗い出す
目的で行われます。一般的なIPO準備では、中間審査開始前ま
でに会計制度を整備する必要があります（整備されていないと
中間審査は開催されません）。

この場合の会計制度には、IFRSを理解している経理人員の
確保、経理規程・マニュアル等の整備、内部統制報告制度（図表
3のJ-SOX）での3点セット・文書化の準備、およびIFRS関連では
導入フェーズまで整備することが求められます。

2.�IFRS導入

IFRS導入の各フェーズで必要なタスクは以下の3つです（図
表4参照）。

（ 1 ） 分析フェーズ
  ◦ 主な会計基準差異の把握、論点整理 
  ◦ システムへの影響概要把握
  ◦ 業務プロセス論点整理 
  ◦ 主要子会社分析 

（ 2 ） 設計フェーズ
  ◦ 個々の会計論点検討 

【図表3　IFRS導入プロセス－概要スケジュール】

直前々期

主要イベント

証券審査対応

東証上場対応

内部管理＆JSOX対応

内部管理体制の
課題洗い出し 計画策定

評価対象決定
プレ整備評価 ・

運用評価
本番運用

（監査対象期）
3点セット

文書化

上場申請書類
2017／3更新

上場申請
書類の作成

15／3, 16／3の情報

中間審査
質問対応等

指摘事項の
改善

最終審査
質問対応等

上場申請 ・
質問対応

計画分析
フェーズ

設計
フェーズ

導入
フェーズ

内部管理体制の整備 内部管理体制の運用

IFRS導入

直前期 申請期（上場期）　

株主総会 証券
中間審査

証券
最終審査

上場申請 上場

【図表4　IFRS導入プロセス－プロジェクト期間／タスク概要】

GAAP差異分析、IFRS概算影響の把握
プロジェクト設置検討
ロードマップ検討

会計方針書作成
開示方針検討
情報システム／業務プロセスの検討

会計方針／開示方針の子会社展開
IFRS決算トライアル
教育研修

計画分析フェーズ 設計フェーズ 導入フェーズ 適用後
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  ◦ 会計方針書作成 
  ◦ 改正論点の検討 
  ◦ プロジェクト管理 
  ◦ 業務プロセス改善検討 
  ◦ 監査人との協議 
  ◦ 影響額の算定 (トライアル )

（ 3 ） 導入フェーズ
  ◦ 繰越論点の検討 
  ◦ 改正論点の検討 
  ◦ 運用体制構築 
  ◦ IFRS 財務諸表モデル化 
  ◦ 会計方針・規程・マニュアル等整備
  ◦ 業務プロセス変更・構築 
  ◦ 情報システム導入・変更 
  ◦ 子会社業務フロー設計、運用 

3.�決算の早期化

連結財務諸表をIFRSで作成する場合、大きく区分して2つの
方法があります（図表5参照）。

①の方法は、日々の取引をIFRSで仕訳入力してIFRSベース
の帳簿を作成する方法です。この場合、個別財務諸表は日本基
準で作成するため、２つの会計基準の帳簿を並行して作成する

こととなります。②の方法は、日々の取引を日本基準で仕訳入
力して帳簿を作成する方法です。日本基準とIFRSの差異部分
について調整仕訳を入れ、IFRSベースの連結財務諸表を作成
する方法です。いずれの方法を採用してもIFRS基準での必要
な仕訳を作成する必要があります。

タイムリーディスクロージャーは、IPO審査の重要なポイン
トとなります。決算短信・四半期決算短信レベルの開示事項に
関しては、遅くとも45日以内のできるだけ早期の開示を要請し
ています。IFRSでの決算早期化のポイントは、子会社（特に海
外の子会社）を含めた調整仕訳の把握体制を確立させることで
す。調整仕訳は、日本基準とIFRSとの差異に対する仕訳ですの
で、できるだけ日本基準の会計方針・会計基準とIFRSの会計方
針・会計基準に相違がない方法等を採用することが、決算工数
の減少に繋がります。また、子会社に対する決算早期化の訓練
も非常に重要となります。

決算早期化を達成させるためには、設計フェーズおよび分析
フェーズでの対応が、決算早期化のキーとなります。そのため
にも、外部のコンサルタント等の利用もご検討ください。

上場直前の準備として、最近の連結四半期財務諸表を作成す
る必要があります。信頼性が確認された連結財務諸表を45日開
示ルール内で作成する必要がありますので、IPO準備のなかで
この作業のスケジュール化が最も難しく、気を使う必要があり
ます。万が一、財務数値のミスが存在した場合、訂正目論見書
を提出する必要があれば、上場スケジュールを変更せざるを得
ない可能性もあります。また、目論見書の印刷期間も45日開示

【図表5　IFRSの連結財務諸表の作成方法】

連結財務諸表をIFRSで作成する方法は、大きく区分して2つの方法がある。

① 日々の取引をIFRSで仕訳入力（IFRSの帳簿を作成）し、IFRS財務諸表を作成する方法

② 日々の取引を日本基準で仕訳入力（日本基準の帳簿を作成）し、その帳簿をベースにIFRSとの調整仕訳を加えて、
     IFRS財務諸表を作成する方法

取引（日本基準仕訳）

取引（日本基準仕訳）

取引（日本基準仕訳）

日本基準

別々に
作成

日本基準

財務諸表 財務諸表

財務諸表

取引（IFRS仕訳）

取引（IFRS仕訳）

取引（IFRS仕訳）

取引（現行基準仕訳）

調整仕訳
（会計処理と開示の現行基
準とIFRSの差異分）

必要な仕訳の把握と
金額算出が重要なポイント

取引（現行基準仕訳）

取引（現行基準仕訳）

IFRS

IFRS

財務諸表
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日数に含めてスケジュールしなければならないため、通常より
も1週間くらい早くIFRSベースの四半期連結財務諸表を作成す
る必要があります。

特にグローバルオファリングが伴いますとスケジュールがさ
らにタイトになります。海外の機関投資家向けの資料も作成す
る工数が追加されますので、さらに1週間くらい早く作成する
必要があります。すなわち、通常の四半期決算よりも2週間早く
スケジュールを立てる必要があります。申請会社、監査人、証
券会社、弁護等の作業工程の配分には十分留意して上場スケ
ジュールを組み立ててください。当然、子会社決算も2週間くら
い早く締める必要があります。

Ⅳ. おわりに

IFRSは、世界中の人が共通で使える、高品質で単一の会計
の物差し（会計基準の世界標準）です。この世界標準を利用して
上場することは、海外の機関投資家の利便性を向上させ、また、
海外企業との比較可能性を向上させるものです。

現在、4社のみがIFRSを任意適用して上場していますが、今
後もIFRSを使ったIPO達成会社が増えることを期待します。証
券市場の成長・発展、ひいては日本経済の活性化のためにも、
IFRSがもつ①経営管理の強化、②比較可能性、③海外IRへの
対応、④資金調達の多様性のメリットを享受するIPO会社の登
場を願っております。

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
（AAS）としましては、最高のIFRSアドバイザリーを提供すべ
く、日々業務を推し進めてまいります。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
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　杉山　勝
TEL: 03-3548-5120（代表番号）
masaru.sugiyama@jp.kpmg.com
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経営トピック⑧

先端テクノロジーを武器に 
イノベーションを実現する
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

テクノロジーイノベーション支援部
部長　パートナー　木下　洋

近年のテクノロジーの進展による産業革新の波は、1980年代のインターネットの
誕生に源流があります。現在までのインターネットテクノロジーの進展はまさに幾
何級数的な勢いで、私たちの日常生活を革新し続けています。近年、この産業革新
の波は、通信、ソフトウエアやゲームばかりではなく、ハードウエアの産業構造も
大きく変えようとしています。機械とインターネット融合、ビッグデータの活用に
より、世界の産業構造は大きなパラダイムシフトの様相を呈しています。日本企業
はこのような潮流に対応し、自らもイノベーションを起こしていく必要があり、そ
の方法を模索しています。特に先端テクノロジーを用いたイノベーションの実現に
は、産官学を巻き込んだプラットフォームとなるエコシステムが不可欠であり、グ
ローバルなイノベーションへの可能性を追求していかなければなりません。本稿で
は、イノベーションの必要性と日本企業の置かれた現実を整理し、今後のイノベー
ションの実現に向けて特にテクノロジーの側面から考察します。
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】

−  イノベーションの実現には、産官学を巻き込んだプラットフォームとな
るエコシステムが不可欠である。

−  テクノロジーをイノベーションに結び付けるポイントは、異なる複数の
テクノロジーの有機的な組み合わせである。

−  中小企業やスタートアップ企業への効率的な技術移転の実現に向けた公
的支援や、大企業も含めた枠組み作りが必要である。

木下　洋
きのした　ひろし
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Ⅰ. 求められるイノベーション実現

1.�イノベーション実現のためのエコシステム

「これからはイノベーションが必要だ！」
いま、多くの経営者が揃って口にするフレーズです。しかし、

考えてみると、イノベーションというのは今に始まったもので
はありません。世の中はイノベーションの歴史であり、常に人の
ニーズに合わせた新しい価値を創造することで、変革を続けて
きたのです。
「イノベーション」は、単に変わることではなく、新しいもの

への変革です。新しい「もの」には商品やサービスだけでなく、
方法、組織、構造、ノウハウなど様々なものが含まれます。これ
らをどのように変えていくのか、それには手段や材料が必要で
す。科学的な発明・発見だけでなく、人間の頭脳の中にある様々
なアイデアや考え方もその要素で、それらの組み合わせによっ
てはじめてイノベーションが実現します。そのようななかで、核
となるのがテクノロジーであり、イノベーションに最も効果的
な道具の1つです。特に先端的なテクノロジーは、従来のものに
とって代わるほどの新しい価値を創造するインパクトを与え、

「非連続イノベーション」を起こす可能性を秘めています。いま
身の回りに普通に存在する商品やサービスも、当初の時点にお
いてはどれも先端的なテクノロジーに端を発したものだった
はずで、非連続イノベーションを経てきたものなのです（図表1 
参照）。

多くの経営者が口にするのと同様、わが国日本にとってもイ
ノベーションの実現は不可欠です。個々の取組みだけではなく、

大企業からベンチャー企業に至る広範な産業において、断続的
にイノベーションが起きるようなエコシステムが必要です。今
まさに進行している産業構造の変化や新たなビジネス機会の創
出に繋がるイノベーションの実現について、特にテクノロジー
の側面から考察していきます。

2.�先端的なテクノロジー

いまもっとも注目されている先端テクノロジーと言って思い
浮かぶものは何でしょう。ロボット技術、バイオテクノロジー、
AI（人工知能）、ウェアラブル端末、バーチャルリアリティ・・・、 
まだまだ挙げられそうです。

実はこれらのテクノロジー自体が、多くの先端的な基礎技術
の組み合わせの成果です。ロボット技術だけを例にとっても、
駆動技術、電力技術、センシング技術、画像技術、電子回路技
術、無線通信技術など数多くの先端的要素技術から成り立って
います。

つまり、いかに先端的な技術でも単体の技術では大きな付
加価値は生み出さず、有機的な組み合わせと摺り合せにより高
付加価値製品を生み出します。今までの日本において得意とし
てきた“モノ作り”の世界です。ところが、先進各国企業は、こ
れらの先端技術製品群にインターネットテクノロジーを結び付
けて、さらにグローバルなビジネスプラットフォームを形成す
ることで、高収益な事業継続を実現させてきました。米国では
グーグルやフェイスブック等の巨大ICT企業が製造業に限りな
く接近するビジネスモデルを展開しようとしているほか、ヨー
ロッパでは、日本と同様にモノ作り先進国であるドイツが、数
年前からインダストリー4.0という産業スローガンを掲げ、先進

【図表1　連続イノベーションと非連続イノベーション】
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製造技術とICTを融合したハイパー産業モデルを構築しようと
しています。

3.�組み合わせの発見

大企業はイノベーションの必要性を認識しつつも、既存のビ
ジネスの高品質化の追求が優先され、革新的なイノベーション
に力を注ぎきれない、いわゆる「イノベーションのジレンマ」に
陥りがちです。上述したように、イノベーションは「組み合わせ」
によって起こります。特にテクノロジーを利用したイノベーショ
ンは、異なる複数のテクノロジーの有機的な組み合わせです。
これを成功させるためには、どんな取組みが有効でしょうか。自
社内だけでは効果的な組み合わせは発見できないかもしれませ
んし、その必要もありません。一方で、大学などの研究機関では
先端テクノロジーの研究は行われていても、他のテクノロジー
との出会いの場は少なく、またそれを事業化する術を持たない
かもしれません。これらの問題を解決しようとする取組みのひ
とつがオープンイノベーションです。異なる企業の参加による
コンソーシアムや、企業と大学間のいわゆる産学連携や共同研
究、ベンチャー企業を巻き込んだ共同開発などを通じて、イノ
ベーションを起こせるテクノロジーの組み合わせを模索してい
ます（図表2参照）。

このような組み合わせが効果的に行われれば、複数のテクノ
ロジーが足し算ではなく掛け算になっていくことが期待され 
ます。

Ⅱ. 周辺の取組み

1.�政府・官庁の動き

これに呼応するように、政府・官庁の動きも活発になっていま
す。アベノミクスの成長戦略の重要な産業施策のひとつとして、
オープンイノベーションによる企業間連携が地域経済の活性化
や新たな雇用創出のドライバーとして期待されています。政府
も、2000年代初頭から、オープンイノベーションを梃に産業革新
の推進に取り組んでおり、アベノミクスにおいてさらに強力に
推進する方針を示し、内閣府、総務省、経済産業省、文部科学
省やその関連機関が中心となり、相次いで様々な施策を講じて
います。これまではどちらかというと基礎研究から応用研究ま
での研究開発支援が施策の中心でしたが、最近ではその先にあ
る事業化戦略設定のフェーズに重点を移しつつあります。なか
でも、SIP（戦略的イノベーション創造プログラム、内閣府）や、
イノベーション実用化ベンチャー支援事業（NEDO：新エネル
ギー・産業技術総合開発機構）、START（大学発新産業創出プ
ログラム、JST：科学技術振興機構）、EDGE（グローバルアント
レプレナー育成促進事業、文部科学省）といった施策は、研究開
発の出口戦略（実用化や事業化）までも見据えた支援を産学官
連携を通じて行っていこうとするものです。

今の日本にはさらなる活力が必要です。そもそも日本にはエ
ネルギー、食料、資源の制約、人口減少、地方経済の疲弊など
様々な課題が山積しており、個々の企業の活性化を超えた国家
プロジェクトとしての取組みが必要とされているのです。

【図表2　イノベーションを起こすエコシステム】
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2.�大学の動き

いわゆる産学官連携の取組みが叫ばれて久しくなりました
2001年に経済産業省が「大学発ベンチャー1000社計画」を発表、
大学側も学内に産学連携センターや技術移転機関（TLO）など
を設置して取り組んだ結果、3年後の2004年には1000社達成と
されていますが、実態はどうだったのでしょうか。

たしかに大学は単なる学問と研究の機関ではなく、そこから
新しい産業が創出されるのだという気運が高まったことは大き
な功績だと言えます。しかし、これを欧米の実態と比較したと
きに、大きな違いが見えてきます。それは、大学と産業界との結
び付き方です。日本においては、特定の課題解決のために委託
研究や共同研究を通じて産学連携を進めるケースが多く見られ
ます。これに対して、欧米では大学の役割が国・地域や産業の振
興にあるという思考が強いため、研究成果をいかに事業化に結
び付けるかという取組みが産業界・大学側双方に強く働き、多
くの資金や労力を集中させる結果、新しい事業や、新しいベン
チャー企業の創出に貢献するという傾向があります。実際、日本
の大学では大企業への技術移転件数が全体の過半を占めるの
に対し、米国では中小・ベンチャー企業への移転が逆に過半を
占めているようです。

これは非常にもったいない事実ですが、見方を変えればこの
技術の橋渡しがうまく進みさえすれば、日本においてもダイナ
ミックなイノベーションが大学の技術を核として起こる可能性
を秘めているとも言えるでしょう。

3.�大企業の取組み

先述した「組み合わせ」を発見するために、企業は様々な取組
みを行っています。

現代の社会においては、インターネットをはじめとするICT
の急速な発展により、オープンイノベーションの時間的・地理的
格差がますます縮まっています。これは、イノベーションの起こ
り方が従来とは変化し、国際的な競争が激化しているとも取れ 
ます。

インターネットの普及は、複数のものを「繋ぐ」ことから始ま
り、様々なデータを収集する、共有する、分析する、そして再利
用するという役割に発展してきました。しかし、いわゆるビッグ
データの利用はまだ始まったばかりで、今後その価値は急速に
拡大していくことが予想されます。

製造業においても、ドイツの「インダストリー4.0」や米国の「イ
ンダストリアルインターネット」のようにキャッチフレーズを
もって普及を進めている例もありますし、日本も例外ではあり
ません。また、一般消費者から見ても、ハードウエアはよりシン
プルに、インターネット接続を通じて自由に事後カスタマイズ

をする、という傾向が見られるようになってきており、いつの日
かすべてのモノは常にインターネットに繋がっている時代が来
るかもしれません。オープンイノベーションを考えるときにイン
ターネットは不可欠なものとなっています。

（1） 担当部署
一般的には、経営企画部門や新規事業開発部門などが該当し

ますが、イノベーション部、イノベーション推進室など、これに
特化した部署を創設するケースもよく見られます。これらの部
署に求められるのは、自社内に存在するテクノロジーが何なの
かという正確な理解と、これに親和性のある社外テクノロジー
との組み合わせに関する目利きです。自社内のテクノロジーに
は、既に自社の事業で利用されているもの、それを改良したも
の、派生して開発されたが利用していないものまで様々でしょ
う。これらを整理することで、テクノロジーの二次利用や新規利
用が可能になるかもしれません。目利きのためには自社内の技
術者だけでなく社外の専門家などをうまく巻き込んでいく必要
があります。

また、忘れてはならないのが、顧客のニーズです。歴史上の
イノベーションを見ても、それは利用する側のニーズにマッチ
したからこそ成功したのであって、企業側の都合だけではイノ
ベーションは起こりませんし、そのようなテクノロジーは日の
目を見ません。デザインシンキングなどの手法を用い、自社を取
り巻く顧客のどこにどんなニーズがあり、そこに新しい価値を
認めてもらえるかどうかで、次なる新たな市場で主導権を取れ
るかどうかの分かれ目になります。

（2） 交流の場
自社のテクノロジーが整理できたら、次に行うのは社外に存

在するテクノロジーの発見です。具体的な手法としては、オープ
ンイノベーションに関する様々なイベント、コンソーシアム、交
流会、勉強会の利用など多様です。これらのコラボレーション
は企業が自ら主催する場合もありますが、政府官庁や外部アド
バイザリーなど社外の第三者機関との連携を通じて行われるこ
とも多く見られます。やみくもに名刺を交換するのではなく、自
社の目的にかなった組み合わせを効果的・効率的に見定め、い
かに腹を割って本音で話し合えるか、を模索することが重要で
す（図表3参照）。

自社内のテクノロジーとは異なり、限られた情報のなかで社
外のテクノロジーを正確に理解することは困難です。大規模な
マッチングイベントで情報収集しただけでは十分ではなく、イ
ノベーションを起こせるかどうかの観点から深い考察と議論が
必要になってきます。ハッカソンと呼ばれる、もともとソフトウ
エア開発の場で始められた手法もよく目にします。膝を突き合
わせてプレゼンテーションやブレインストーミングを繰り返し、
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最終的なデザインを作り上げていく手法です。

（3） 課題の共同解決
大学との共同研究や他社との共同開発もオープンイノベー

ションのひとつの形です。
大学（あるいは特定の研究者）との共同研究は従来からよく行

われています。自社内で特定の課題が生じたときに、専門的な
知見を求めて知的財産としての確立を図り、実用化の確実性を
高める目的で利用されます。

一方、他社との共同開発は、従来の日本企業はどちらかとい
うと消極的でした。すべてを自社で賄う自前主義が美徳であり、
またかつてはそれで成功してきた実績があるからです。しかし
今、世界を見渡せば、米ボーイング社の787型機にせよ、米アッ
プル社のiphone1にせよ、みな共同開発の塊りです。ただ、大学
との共同研究とは異なり、他社との共同開発は相棒もまたビジ
ネスを営んでいるという点です。そのため、情報の取り扱いやプ
ロジェクトのマネジメントには注意を払う必要があるでしょう。

（4） スピンアウトベンチャー、社内ベンチャー
大企業は常にイノベーションの重要性を感じながらも、既存

ビジネスを守り、そこでの顧客満足度を高めることに注力しが
ちです。これももちろん大切なことで、大企業としての責務でも
あります。しかしここで行われるのは「連続イノベーション」で
あって、あくまでも既存ビジネスモデルの枠を出ません。いま求
められるのは「非連続イノベーション」であって、将来のパラダ
イムシフトを起こすような大きな変化なのです。

選択と集中の意思決定の結果、自社内で戦力外通告を受け
た技術シーズも、新たな組み合わせ次第では次のイノベーショ
ンを起こすかもしれません。また、大企業にとっては小さな市

場でも、ベンチャー企業の目線で取り組めば成長市場に変わる
潜在的可能性もあります。スピンアウトベンチャーや社内ベン
チャーには、このような技術シーズを殺さずに研究開発を続け
る役割が期待できます。

（5） 社内ベンチャーキャピタル（CVC）、共同出資VC
ベンチャー企業が技術シーズを事業化しようとする場合に必

ず必要になってくるのが資金です。大企業にとっても、その事
業化が成功した場合の効果が期待できますし、またその効果を
最大限自社に生かせるようなプラットフォームを用意しておく
ことも重要です。そのひとつの方法として、大企業が単独であ
るいは共同でファンドを組成する意義は大きいでしょう。あわ
せて、経営指導等のソフト面での支援ができれば、より一層の
育成が期待できます。技術シーズの段階から深いかかわりを持
つことで、単なる事業提携だけでなく、エクイティを交えたIPO
やM&Aなど柔軟な出口戦略を策定することができます。

4.�ベンチャー企業にとっての必要性

中小・ベンチャー企業は、そのスタートアップ段階において、
独自の技術や独自のノウハウを活用して大企業と連携すること
により、事業を拡大することが大きな課題です。

中小・ベンチャー企業にどんなに魅力的な技術シーズがあっ
たとしても、それを事業化させていくためには幾度とない試作
や試行が繰り返されます。その際、大企業を軸にしたイノベー
ションのためのエコシステムの一貫として、オープンラボや技
術支援のなかで成長を図ることができれば、双方にとってメ
リットは大きなものになるでしょう。

また、中小・ベンチャー企業は小さい市場、ニッチな市場だけ

【図表3　コラボレーションのコーディネートの例】
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を見ていることが多いので、魅力的で大きなニーズのある市場
を見逃してしまうことがあります。このようなニーズに気づかな
いまま閉鎖的に事業展開してしまうリスクを抑えるため、大企
業との連携を保っておくことの意義は大きいはずです。

Ⅲ. グローバルなイノベーション

生まれたばかりのスタートアップ企業が、気付けば数年後に
既存の大企業の事業を大きく突き崩すことは珍しくなくなりま
した。しかもこれは、国境を越えて起こっています。

日本には優れた技術がたくさんあります。日本企業が得意と
する“モノ作り”をベースにしたビジネスモデルはIT技術との組
み合わせにより、これまで以上にグローバルビジネスに直結す
る可能性が増してきました。日本企業との協業を望む外国企業
の声も多く聞こえてきます。

日本企業は従来潤沢な国内市場に恵まれていたため、海外へ
の進出のみならず、外国企業との協業についても積極的ではあ
りませんでした。しかし、今後日本企業がサステイナブルな成
長を遂げるためには、これまで以上の海外展開が必要であり、
その方策のひとつが、外国企業との協業によるイノベーション
の実現と言ってよいでしょう。

有限責任�あずさ監査法人　
「テクノロジーイノベーション支援部」のご紹介

KPMGジャパンは、産業にイノベーションをもたらすような次
世代を牽引する先端テクノロジーを発掘し、その事業化と成
長を中長期的に支援することを目的として、あずさ監査法人
内に「テクノロジーイノベーション支援部」を新設、平成27年
12月1日から活動を開始いたしました。
昨今の経済社会はテクノロジーを起点に新産業が創出される
など、めまぐるしく変化し、世界の産業構造は大きなパラダイ
ムシフトの様相を呈しています。あずさ監査法人は、このよう
な潮流のなかで今後重要な役割を果たしていくであろう先端
テクノロジーに着目し、「テクノロジーイノベーション支援部」
を新設して、この分野に特化した支援活動を推進することに
しました。
米国KPMGシリコンバレー事務所に本部を置くテクノロジー
イノベーションセンターと連携し、欧米・アジア諸国のKPMG
ネットワークも活用しながら、中長期的視点から将来の革新
的企業の創出を支援してまいります。

あずさ監査法人では、これまでコーポレートベンチャリング
活動を通じて、大企業に対して新規ビジネス開発に有益な情
報発信や交流の促進を進めてきました。特に、企業・大学・官公
庁等の関係機関とのネットワークを通じ、革新的技術シーズ
間のコラボレーションを促すと共に、そのビジネス化を支援
するところに主眼を置いた活動を展開しています。

「テクノロジーイノベーション支援部」では、こうした事業会
社や大学内にある有望な技術シーズを発掘していくとともに、
事業会社の新規事業創出や投資、事業化計画のための支援も
行っていきます。
また、大企業、大学、国・地方等における革新的テクノロジー
を利用したイノベーションを創出するエコシステムの仕組み
作りに関して、KPMG／あずさ監査法人がこれまで培ってきた
知見を活かし、業務機会の拡大と将来の新たなサービス提供
の実現に向けて活動してまいります。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
テクノロジーイノベーション支援部
TEL: 03-3266-7537
メール : JP-FMTechnologyInnovationCenter@jp.kpmg.com

部長　パートナー　木下　洋
メール : hiroshi.kinoshita@jp.kpmg.com

mailto:JP-FMTechnologyInnovationCenter@jp.kpmg.com
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スタジアム建設における 
財務計画策定のプロセス
　　　　 　

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

今までの国内のスポーツ施設は、地域住民の健康増進や福祉の充実、防災拠点とし
ての役割を主な目的として建設されており、スポーツ施設で収益をあげるビジネス
は想定されていませんでした。今後バブル期に建設された施設の老朽化に伴い改修・
更新期が到来することになりますが、地方財政の悪化や施設維持管理コスト負担増
により改修ができない施設が多数顕在化するおそれがあります。
欧米のプロスポーツではスタジアムが大きな収益を生み出す資産であると認識され
ており、スタジアムに投資し様々な工夫を凝らすことで収益をあげています。たと
えば、スタジアム内に無線LANを導入することによるマルチアングルのライブ映像
の配信や、チケットのナビゲーション、スムーズな物販といった従来にはないサー
ビスを提供しています。
欧米の事例を踏まえると、日本においても綿密な計画策定、十分な調査を行いスタ
ジアムに投資することで、スタジアムビジネスを成功させることは可能であると言
え、改修・修繕コストを施設の収益で賄うことができると考えられます。
スタジアムの建設プロジェクトを成功させるためには、プロジェクトを構成する “建
設プロセス” を正しく理解することが非常に重要となります。正しい理解がなされ
ていない場合、間違った立地の選定、スタジアム周辺地域の市場調査不足、過剰な
規模のスタジアム建設、十分なVIPシート・ビジネスシートや店舗を備えることが
できなかった等の理由により、当初予定していた収益が開業後に達成できないとい
う問題が発生してしまいます。
上記のような問題を回避するために、“適切な専門家を”、“適切なタイミングで”、
“適切な順序で” 活用するためのスタジアム建設プロジェクトの概要を示すことが重
要です。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

大塚　敏弘
おおつか　としひろ

得田　進介
とくだ　しんすけ



93KPMG Insight  Vol. 16   Jan. 2016© 2016 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. 

経営トピック⑨

Ⅰ. スタジアム建設計画フェーズ

市場面および財務面の実現可能性調査は、スタジアム建設プ
ロセスの初期段階の計画フェーズにおいて最も重要なステップ
であると言えます。市場面および財務面の実現可能性調査は、5
つのステップから構成されており、各ステップの作業内容およ
び目的は以下のとおりです（図表1参照）。

1.�建設予定地の評価

スタジアム開発はそれぞれ特有であり、各建設予定地には異
なる特徴があります。プロジェクトの目的を達成するためには、
例えば最低限の用地規模、用地取得費用、設計、建設、安全と
セキュリティまたは運営上の観点など、建設予定地が満たさな
ければならない基準があります。用地調達あるいは土地の所有
権に関与する公共機関および他のステークホルダーとの接触を
増やすことによって、建設予定地に関する計画プロセスの効率
性を高めることができるようになります。

スタジアム開発のような複雑なプロジェクト、特に多目的あ
るいは複合利用施設の開発のような大規模施設の場合は、効果
的かつ効率的な遂行を確実にするために、厳格な専門能力が求
められます。開発全体には、マーケット、法律、財務、建築、建設
および運営管理の専門家達が必要となると言えます。

2.�市場分析

スタジアムが運営される市場、およびその市場で予想される
需要と供給の動向を理解することは重要です。市場分析は、プロ
ジェクトのコンセプト作りと実現可能性評価プロセスを推進す
る上で重要な局面であると考えられます。

基本的には、市場内部の重要な要素をよく観察することに
よって、暫定のスタジアムコンセプトが形成されることになり
ます。

スタジアムを設計する際の重要な決定事項の1つは収容人数
です。ヨーロッパのスタジアムの稼働率を分析すると、特定の
需要特性を慎重に評価せず、平均需要よりもピーク需要を考慮
して建設されたスタジアムが非常に多いという事実が浮き彫り
になっています。その結果、当初の設備投資および年間運営費
用がともに過大となる一方、大半の試合日のスタジアムは低稼
働となります。さらに、座席数が過剰になりすぎることで、ファ
ンは事前にシーズンチケットを購入しなくても、人気対戦カー
ドの試合の当日チケットをいつでも購入できるため、年間シー
ズンチケットや複数年チケットによって安定した収入を確保す
るという営業努力を台無しにしてしまうことがあり得ます。観
客が半分しか埋まっていないスタジアムで行う試合の雰囲気は
サポーターにとっても魅力的がないうえ、試合のテレビ映りや
放映権価格にも影響する場合があります。

【ポイント】

−  スタジアム建設を成功させるうえで計画策定のプロセスは非常に重要で
あり、精緻な計画であるほど見込んでいた収益が獲得できないリスクは
小さくなると言える。

−  スタジアムを建設するためには公共機関の支援はもとより、地元コミュ
ニティの協力も必要不可欠であり、建設予定地の経済効果を適切に算定
し両者が納得するまで議論をしていく必要がある。

−  資金調達方法に唯一最善なものは無く、その地域の特性、スタジアムの規
模や設備、周辺の開発等を考慮して、各々の特徴に合った資金調達方法
を選択するべきである。

−  スタジアム建設コストと座席数には相関関係がある一方で、座席数を増
やすとチケットの平均販売単価は下がる傾向にあるため、スタジアムの
座席数は慎重に決めなくてはならない。座席数を多くする場合には開業
後に建設コストをどのように回収していくかについて事業計画を適切に
策定する必要がある。
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3.�スタジアムのコンセプト作り

スタジアム開発の準備段階のコンセプトは、市場分析から得
られた情報と、建設予定地および立地環境の特徴も考慮する必
要があります。プロジェクトを成功させるために重要なことは、
コンセプトを作る際に柔軟性を残しておくことであると言えま
す。用地の分析、スタジアムが位置する市場の評価、および調達
可能な資金の額は、スタジアムの規模、品質水準、そして最終的
に開発費用に影響するためです。

財務面の将来予測の結果、コンセプトの実現が困難になる
と見込まれる場合には、プロジェクトに関与するさまざまなス
テークホルダーの期待に応えるように、コンセプトをその財務
面の制約に合わせて練り直す必要性が生じることが多いと言え
ます。

どのような複合利用目的のスタジアム開発の場合でも、各施
設（例えば、オフィス、店舗スペース、住居、ホテルおよび大会議
センター等）の開発コンセプトだけでなく、建設予定地および
マーケットの詳細分析をプロジェクトの全体的なコンセプト作

【図表1　実現可能性調査の5ステップ】

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

各ステップの作業内容

ステップ　1

ステップ　2

ステップ　3

精緻化を繰り返す

ステップ　4

ステップ　5

資金調達および
業績分析

事業収支分析

スタジアムの
コンセプト作り

市場分析

建設予定地の評価

目的

予定地の特徴の把握：立地環境、
アクセスのし易さ、景観、周辺イン
フラの充実度など
複数の候補地がある場合の最終
的な予定地の決定

収容人数やプロダクト・ミックス
（プレミアム・シートなどのシート

数構成や、小売店、オフィス、ホテ
ルなど立地内のサービスの構成）
の検討
設備投資額のベンチマークと
試算

需要予測
価格設定の検討
収支予測
損益計画および資金繰り表の
作成

資金調達要件の把握
複数の資金調達方法の検討
キャッシュ・フロー計画の策定
投資に対する収益性の計算

PEST分析（Politics：政治　 
Economy：経済　Society：社会 
Technology：技術）
主なスタジアム興業の潜在的な
需要予測
企業利用の潜在的な需要予測
競合分析
多目的スタジアムとしての潜在的
需要予測
商業化の潜在能力

建設予定地のメリット・デメリットの
把握

新スタジアムの影響圏、需要のセグ
メント分類、競合分析や価格設定戦
略の特定

資金などのプロジェクトの制約条件、
ファンや地域社会の要望、スタジアム
の運営体制に基づくコンセプト作り

資金調達源とストラクチャの定義、
および新スタジアム建設の財務的な
実現可能性の検証

コンセプトに基づくスタジアムの収支
予測

出典：A Blueprint for Successful Stadium Development を基に作成
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りと並行して実行するべきです。
建設コストの分析においては、スタジアムへの設備投資額を

把握し、その投資額がどのようにステークホルダーのビジョン
と関連しているか、そしてプロジェクトの財務的な実現可能性
にどのような影響を与えるかという観点から理解をすることが
重要であると言えます。このような観点で分析を行うことで、プ
ロジェクトのステークホルダーは投資額とスタジアムの収容能
力のバランスを把握することができるようになります。設備投
資額は、スタジアムの規模、立地環境、クオリティ、および周辺
インフラによって大きく異なりますが、一般的には大規模スタ
ジアムの方が設備投資額が高いという傾向があります（図表2参
照）。大規模スタジアムは階段、エレベーター、駐車スペースの
増設費用だけでなく、屋根や2階席に必要な支柱構造にかかる
費用が高額となることが主な理由であると考えられます。さら
に、スタジアム運営でより大きな収益をあげるために多くのVIP
シートやビジネスシートを作る必要があり、維持費用も増加す
ることになると言えます。

一方で、スタジアムの規模が大きくなるほどチケット平均販
売単価は下がる傾向にあります。これは座席数が多いことに起
因してピッチから離れた場所にも座席が設置され、それらの座
席のチケット販売単価は相対的に安価となるためです。ステー
クホルダーが大規模スタジアムの建設を強く主張する場合は収
容能力を増やすことにより増加する建設費用と併せて、チケッ

ト平均販売単価の下落の可能性にも慎重に検討すべきである
と言えます。

4.�事業収支分析

スタジアムが建設される地域の市場分析を行い、暫定的なス
タジアムの事業モデルが特定されると、プロジェクトの事業収
支、持続可能性、財務面の実現可能性分析を行う段階に進むこ
とができます。

試算した需要予測、およびその地域の重要な経済要因、スタ
ジアムで提供されるサービス、イベントの種類（サッカーの試
合、他のスポーツイベントおよびコンサート等）のうちどれが収
益を最もあげられる見込みがあるかという予測に基づいて、観
客数およびスタジアム内で提供されるあらゆるサービスに対す
る観客1人当たりの平均支出額を予測する必要があります。複合
利用目的のスタジアムの場合は、付随する施設種類毎にも同様
の分析を行うべきであると言えます。

このプロセスを経て、チケット販売、グッズ販売、飲食店舗、
VIPシート・ビジネスシート、スポーツ以外のイベント、スポン
サーシップ、駐車料金等の各主要サービスが生み出す営業収入
を見積もることが可能となります。

ただし、プロスポーツチームの場合には、チームの戦績が来場
者数およびチケット価格に影響するため、チケット販売収入予

【図表2　2015シーズンJ1所属クラブホームスタジアム（一部）】

クラブ名 スタジアム名 開場年（改修年） 許容人数 建設費合計（億円）

横浜F・マリノス 日産スタジアム 1998 72,327 603

浦和レッズ 埼玉スタジアム 2001 63,700 394

名古屋グランパス 豊田スタジアム 2001 45,000 340

FC東京 味の素スタジアム 2001 49,970 307

アルビレックス新潟 デンカビッグスワンスタジアム 2001 42,300 306

清水エスパルス エコパスタジアム 2001 50,889 292

鹿島アントラーズ カシマスタジアム 1993 40,728 234

ヴィッセル神戸 ノエビアスタジアム神戸 2001 30,132 230

川崎フロンターレ 等々力陸上競技場 2013 27,495 194

ガンバ大阪 吹田市立スタジアム（仮） 2015 40,000 140

ベガルタ仙台 ユアテックスタジアム仙台 1997 19,694 130

サンフレッチェ広島 エディオンスタジアム 1992 50,000 80

サガン鳥栖 ベストアメニティスタジアム 1996 24,490 67

松本山雅FC 長野県松本平広域公園総合球技場 2001 16,000 60

出典：各クラブ公式ホームページ等を基に作成
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想を示すことは極めて困難かつ主観的なものとなることが想定
されます。

コストを予測する際には、スタジアム運営管理会社に対する
外注費（管理専門会社に委託する場合）以外にも、スタッフ等の
人件費、セキュリティ費用、修繕費、清掃サービス費用、マーケ
ティング費用、水道光熱費等、施設運営で生じる様々な運営費
用を見積もることが必要となります。

ここまでの分析を実施することによって、3～5年間の中長期
の損益計算書および営業キャッシュ・フローの予測を行うこと
ができます。さらにチームの戦績予測、チケット価格設定等を複
数のシナリオに基づいて将来収支の感度分析を行うことで、プ
ロジェクト全体の収益性をさらに精緻に評価することが可能に
なると言えます。

5.�資金調達及び業績分析について

どのような資金調達を行う場合でも入念に作成された事業
計画が基礎となり、予想される収益と費用を正確に見積もらな
ければスタジアム建設プロジェクトの成功の可能性は著しく低
くなると言えます。この収支予測によってどのような資金調達
スキームを採用するか、および資金調達スキームが時の経過に
よりどのように変化するかを理解することができるようになる
と考えられます。スタジアム開業後に一定の収益が保証される
ネーミングライツ、VIPシートやビジネスシートの年間契約を締
結できる場合は、スタジアム建設の資金調達方法の1つとなり得
ます。

スタジアム建設の資金調達方法はプロジェクト毎に異なりま
すが、民間資金と公的資金が組み合わさったパターンが多いと
言えます。

資金調達方法には大きく分けてエクイティ・ファイナンスと
デット・ファイナンスの2つがあります。エクイティ・ファイナン
スの1つに株式発行があり、新規株式上場または既に上場して
いる場合には株式追加発行となります。

デット・ファイナンスは、一般的に金融機関からの借入または
債券発行を言います。

ヨーロッパの主要なスタジアム建設では、非常に広範囲にわ
たる資金調達方法が採用されていますが、どのスタジアム建設
プロジェクトにおいても適切な資金調達方法を慎重に分析し計
画しています。資金調達方法に対する簡単な解決策や唯一最善
の方法はないと言え、それぞれの建設プロジェクトに見合った
手段を見つける必要があります。

現実的な資金調達方法を特定することによってキャッシュ・
フローを予測し、プロジェクト全体の業績を分析することが可
能になると考えられます。

投資対効果の予測が出資者の期待に沿わない場合は、期待に

応えられる水準となるまでコンセプト、建設費および資金調達
方法を再検討するべきであると言えます。

Ⅱ. 経済効果算定とリスク分析

経済効果を試算することが、実現可能性調査を補足する意味
でも重要となります。

スタジアム建設のような大規模プロジェクトにおける資金調
達の場合、一般的に地方自治体等の公共機関の支援が不可欠と
なります。スタジアム建設の取組みを成功させるためには地元
コミュニティおよび地元ビジネスの関与が重要であり、経済効
果の正確な試算によって支援の可能性をより高くすることがで
きると考えられます。

一方で、スタジアムだけでは民間または公共機関のスポン
サーにとって魅力的な投資対象とはならない可能性もありま
す。そこで、スタジアムよりも予測可能かつ確実な収益の見込め
る事業、たとえば住宅やホテル、商業施設を併せることによっ
てスタジアム建設プロジェクトのリスクを低減し、投資先から
の資金調達をより確実なものとすることができると考えられ 
ます。

プロジェクトを分析する際には、新スタジアムの成功に影響
を与える潜在的なリスクを評価することも重要です。プロジェ
クトがそのようなリスクを低減するための対策を事前に立案す
る為のプロセスも同様に重要であると言えます。

Ⅲ. スタジアム建設事例分析

従来とは異なったスタジアム建設の資金調達スキームとし
て、ガンバ大阪の新スタジアムの事例をご紹介したいと思い 
ます。

新たにスタジアムが建設されるまでの流れとして、まずガン
バ大阪が主体となりスタジアム建設募金団体を設立しました。
その組織が個人から約6億円、法人から約99億円の寄付金、約
35億円のtoto等の助成金により資金提供を受け、2015年10月に
新たにスタジアムを建設しました（図表3、4参照）。完成したスタ
ジアムは吹田市に寄贈されることにより所有権が吹田市に移転
しますが、スタジアムの運営管理を行う指定管理者には株式会
社 ガンバ大阪がなる予定です。

なお、寄付金の税務上の一般的な取り扱いは、資金提供者が
個人か法人かで異なり、さらに資金調達者がどのような組織か
によっても異なります（図表5参照）。
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経営トピック⑨

今回のスタジアム建設募金団体への寄付は税制上「国又は 
地方公共団体に対する寄附金」となります（図表6参照）。このス
タジアムは日本で初めて公的資金を使わずに建設されたスタジ
アムであり、日本で今後スタジアムを建設していくうえで参考
になる資金調達スキームであると考えられます。

【図表5　寄付金の税務上の取り扱い】

資金の流れ 資金提供者の 
税務上優遇 

資金調達者に 
対する課税 

個人→個人 特段なし 贈与税 （贈与額110万円
までは非課税） 

法人→個人 限度額を上限とした控除
あり ※1 

所得税 （一時所得額50
万円までは非課税） 

個人→法人 資金調達者次第で寄付
に該当 ※2 法人税 ※3

法人→法人 資金調達者次第で寄付
に該当 ※2 法人税 ※3 

※ 1  資金調達者の組織によって「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」、「一
般」に該当し、それぞれで限度額が異なる。 

※ 2  資金調達者の組織によって「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」、「一
般」に該当し、寄付にあたるか否かが異なる。 

※ 3  寄付金は受贈益として計上され、調達した資金を全て費用として使うと法人税は 0
となる。 

出典：国税庁ホームページを基に作成

【図表6　スタジアム建設募金団体への寄付金の取り扱い】

資金提供者 税務上優遇 根拠条文等

個人 

所得税および住民税から
寄付金控除（寄付金額が
2,000円を越えている必
要あり）

寄付金はふるさと納税に
該当。所得税法第78条第
1項

法人
寄付金支出額を損金算入 法人税法第37条第3項

出典：スタジアム建設募金団体公式ホームページを基に作成

【図表3　ガンバ大阪新スタジアム建設スキーム概略図】

①寄付

②建設

③寄贈

④運営権

個人
法人

吹田市 新スタジアム

toto 等

スタジアム建設募金団体
（主にガンバ大阪）

①
助
成
金

出典：スタジアム建設募集金団体公式ホームページを基に作成

【図表4　ガンバ大阪新スタジアム資金調達内訳】

助成金
35.1

法人寄付
99.5

個人寄付
6.2

出典：スタジアム建設募金団体公式ホームページを基に作成

（単位：億円）
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経営トピック⑨

【バックナンバー】
スポーツビジネスの現状について

（KPMG Insight　Vol.12/May 2015）
欧州サッカーリーグ（ドイツ・ブンデスリーガ）の財政健全性
について

（KPMG Insight　Vol.13/July 2015）
J リーグの現状分析

（KPMG Insight　Vol.14/Sep 2015）
欧州 4 大プロサッカーリーグと比較した際の日本サッカー界の
経営課題

（KPMG Insight　Vol.15/Nov 2015）

「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

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
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

スタジアム開発を成功させるための計画

目次

序章 ：  スタジアム開発プロセスにつ
いて

第1章 ： プロジェクトビジョンの構築

第2章 ： 計画および実現可能性調査

第3章 ： 許認可の取得と設計

第4章 ： 建設

第5章 ： 運営

終わりに

新しいスタジアムの新規建設または大規模な改修を検討す
る際には、開発の開始から完了までのプロセスを理解するこ
とが、プロジェクトを成功させるために重要です。

スタジアム開発計画に1つとして同じものはありませんが、 
一連のステップと、異なるフェーズにおける相互関連性およ
び関与する専門家を理解する必要性は大部分で共通してい
ます。

本報告書では、開発業者、クラブ、協会および公共団体に対
して、スタジアム開発計画の概要を提供しています。
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海外トピック① −台湾

日台租税協定（通称）の締結
　　　　 　

KPMG 台湾 

台北事務所
パートナー　友野　浩司

中華民国（以下、台湾とする）と日本は、1972年の国交断絶以降も、相互の経済活
動は活発に行われてきました。日本企業の台湾進出には歴史があり、現在では台湾
進出日系企業数は2000社以上といわれています。一方で、日台間に租税協定がな
いため、日系企業の進出に対して租税協定による優遇がなく、二重課税のリスクも
高い状況でした。台湾進出の日系企業においては長らく租税協定の締結が望まれて
いました。
2015年11月26日付で日本、台湾それぞれの民間団体である（財）交流協会と亜東
関係協会による（通称）日台租税協定、正式名称「所得に対する租税に関する二重
課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の
取決め」が締結されました。租税協定の締結により、両国間の経済活動のさらなる
活発化が期待されます。
本稿では租税協定の内容を台湾進出日系企業への影響という観点で解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  台湾側において、源泉徴収される所得については、この取決めが効力を
生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われる所得から、源泉徴収されない
所得については、同1月1日以後に開始する各課税年度の所得から、当該
租税協定が適用される。

−  台湾法人から日本法人に対する配当金、利子及びロイヤリティ支払時の
台湾における源泉徴収税率が届出により低減される。

−  台湾に恒久的施設（ＰＥ）を有さない日本法人の台湾での事業所得が申請
により免税になる。

−  台湾において非居住者となる日本人の日本払い給与の台湾での免税範囲
が拡大される。

−  台湾税務当局の台湾法人に対する移転価格の指摘に対して、日本の税務
当局との相互協議手続を通じた対応的調整を申立てることができるよう
になる。

−  移転価格調査リスク及び二重課税リスクを減少させることを目的とした
二国間事前確認の申請が可能になる。

友野　浩司
ともの　こうじ
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Ⅰ. 背景

2015年11月26日付で、日本、台湾それぞれの民間団体である
（財）交流協会と亜東関係協会による（通称）日台租税協定、正式
名称「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防
止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取
決め」が締結されました（本稿では便宜的に以下「租税協定」と
する）。

日本にとって台湾は、輸出入金額で世界第4位1の相手であ
り、台湾進出の日本企業の歴史も長く、初めての海外進出が台
湾だったという日本企業も多く存在します。台湾にとって日本
は、2013年まで60年間の台湾投資の国別累計で投資額第4位2、
件数で第1位2の投資国です。両者の経済的繋がりが強い一方、
1972年の国交断絶以来、国家間の交流がなく、租税協定が結ば
れていませんでした。そのため台湾進出の企業にとっては租税
協定による優遇はなく、二重課税のリスクも高く、他国に対す
る投資に比べて税務面の魅力に劣るところがありました。租税
協定の締結により、日台間の経済活動のさらなる活発化が期待
されます。

また、台湾税務当局においては、租税協定の欠如により、適
正・公平な課税を行うための日本税務当局との情報交換が行え
ない状況が続いていました。国際間の適切な課税という観点に
おいても租税協定の締結が望まれていました。

Ⅱ. 租税協定の適用時期

この租税協定は、日本又は台湾の居住者である個人及び法人
（法人以外の団体を含む）に対して適用されます。租税科目とし
ては、台湾における営利事業所得税（法人税）、個人総合所得税
及び所得基本額（最低税額制度）に対して適用されます。

その適用時期については下記のように定められています。

日本について

（ⅰ） 課税年度に基づいて課される租税に関しては、租
税協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以降に開
始する各課税年度の租税

（ⅱ） 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、
租税協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以降に
課される租税

台湾について

（ⅰ） 源泉徴収される租税に関しては、租税協定が効力を
生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われる所得

（ⅱ） 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、租
税協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開
始する各課税年度の所得

租税協定の効力は日台それぞれの法制定手続等の完了後に
生じることになります。したがって、適用時期に関する上記「効
力を生ずる年の翌年の1月1日」は2017年1月1日が現実的に期待
できる日程と思われます。

Ⅲ. 租税協定の主要内容

1.�投資所得に対する源泉徴収税率の低減

台湾法人から日本法人に対する配当金、利子及びロイヤリ
ティの支払は、すべて台湾の所得税法の規定によりすべて台湾
において20％の源泉徴収が必要でした。租税協定により配当
金、利息及びロイヤリティに対する源泉税の上限が下記のとお
り規定されました。

台湾所得税 
規定

日台租税協定による 
源泉税の上限

配当 20％ 10％

利子 20％ 10％
（行政当局関連の一部の利子

は免税）3

ロイヤリティ 20％ 10％

なお、租税協定に基づく軽減税率を利用するためには支払の
前に届出が必要です。具体的手続については今後台湾国税当局
より明らかになると思われます。

2.�事業所得

国際的な課税原則に「恒久的施設（ＰＥ）なければ課税なし」
というものがあります。しかし、日台間に租税協定がなかった
こともあり、日本企業の台湾における事業所得は、当該国際原

1  日本貿易協会統計
2  台湾経済部投資審議委員会統計
3  台湾から日本に支払われる利息にあっては、利子の受益者が日本銀行、㈱国際協力銀行、独立行政法人日本貿易保険である場合、又は利子の受益者が日本の居

住者であり、当該利子が㈱国際協力銀行、独立行政法人日本貿易保険によって保障され、保険の引受けが行われ、又は間接に融資された債権に関して支払われ
る場合。



101KPMG Insight  Vol. 16   Jan. 2016

海外トピック① −台湾

© 2016 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. 

則ではなく、事業所得が台湾源泉所得とみなされれば、台湾に
PEを設立して納税するか、台湾での源泉徴収が必要でした。今
回租税協定の締結によりPEの定義が明確になり、日本企業が
台湾にPEを有さず、又はPEを経由して事業を行っていない場 
合、台湾での事業所得は台湾において課税されないことになり
ました。PEの定義は次のとおりです。

■� �事業の管理の場所、支店、事務所、工場、作業場及び天然資源
採掘場所。

■� �建築・建設現場、組立・据付工事又はこれらに関連する監督管
理作業で、継続期間が6ヵ月を超えるもの。

■� �日本企業が使用人その他の職員を通じて行う役務の提供で、
いずれかの12ヵ月間において台湾滞在日数が183日を超えるも
の。

■� �日本企業に代わって行動する者が台湾において当該日本企業名
において契約締結の権限を有し、かつ、この権限を反復して行
使する場合。

なお、租税協定の規定に基づく台湾での免税処理について
は、申請により台湾税務当局より許可を受ける必要がありま
す。許可を受けない場合には台湾の規定に基づいた課税がなさ
れます。申請のタイミングにより、支払時は20％の源泉徴収を
行い、許可を受けた後に還付申請するという実務が考えらえま
す。申請の具体的方法については今後台湾国税当局より明らか
になると考えられます。

3.�給与所得の課税

台湾での居住者の判断は日本と異なり、暦年での台湾滞在日
数が183日以上の場合に居住者とされます。日台双方で居住者
とされる二重課税の可能性がありました。また、暦年での台湾
滞在日数182日以下の非居住者に対しても、台湾滞在日数が91
日以上の場合は、日本法人から支払われる給与の台湾滞在日
数按分額について、台湾で所得課税がなされています。台湾で
の居住区分別の給与所得に対する課税の状況は下記のとおり 
です。

居住 
区分

台湾源泉所得
台湾 

領外所得暦年内台湾 
滞在日数

台湾払い 
給与

日本払い 
給与

非居住者 90日以下 課税 非課税 非課税

91日以上 
182日以下

課税 課税

居住者 183日以上 課税 課税 課税
（出典）KPMG 台北事務所作成の台湾投資環境案内記載の表を筆者が加工

租税協定の締結により台湾非居住者の免税範囲が拡大され
ました。以下の3つの条件のいずれにも適合する場合、台湾での
所得課税はなされません。

■� �当該暦年において開始又は終了するいずれの12ヵ月の期間に
おける、報酬の受領者の台湾滞在期間が合計183日を超えない 
こと。

■� �報酬が台湾の居住者でない雇用者又はこれに代わるものから
支払われること。

■� �報酬が台湾内に雇用者が有するPEによって負担されるものでは
ないこと。

免税範囲の拡大により台湾への出張者の日台間の二重課税
発生の可能性が低減されます。ただし、従来の台湾の所得税法
の規定による暦年における台湾滞在日数での判断ではなく、租
税協定では暦年における開始又は終了するいずれの12ヵ月の期
間における台湾滞在日数によって判断される点に注意が必要で
す。台湾出張者の台湾所得税課税に関しては、まず暦年での台
湾滞在日数を計算し、台湾所得税規定に基づき課税がなされる
か、その後、出張日を含む前後の12ヵ月間の台湾滞在日数を計
算し、租税協定による優遇措置が受けられるかの確認が必要に
なります。台湾滞在のタイミングによって、台湾で個人所得税
を申告後に、租税協定の免税規定を適用するために還付申告を
するという実務が考えられます。

4.�移転価格への影響

台湾においては2005年より移転価格税制が開始されていま
す。台湾税務当局による移転価格調査は8年が経過し、国税当
局の経験と実績が積み重ねられてきました。一方で、日台の租
税協定の欠如により、日系企業が台湾で移転価格の指摘を受け
ると、グループ内における二重課税の可能性が高く、台湾進出
の日系企業にとっては大きな問題となっていました。

（1） 相互協議手続を通じた対応的調整
租税協定の適用により相互協議手続を通じた対応的調整の

申立てができるようになりました。台湾における日系企業が台
湾税務当局より日本法人との取引について移転価格の指摘を
受け、日本台湾間で二重課税が生じる場合において、日系企業
は租税協定の規定に適合しない課税を回避するため、日本の税
務当局と解決に努めるよう台湾税務当局に対して申立てができ
るようになります。この申立ては租税協定の規定に適合しない
課税に係る措置の最初の通知日から3年以内に行う必要があり 
ます。
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（2） 二国間事前確認制度
移転価格調査リスク及び移転価格による二重課税リスクを効

果的に回避する方法として、従来も一方の当局に対する事前確
認（APA）を申請することはできました。しかし、その場合の調
査リスク及び二重課税リスクの回避の効果は限定的でした。租
税協定の適用後は、日本と台湾の双方に二国間事前確認制度

（BAPA）を申請することができます。申請を受けた税務当局は
相互協議手続を経て、移転価格に関する合意に努めます。

5.�税務当局間の情報交換

租税協定の恩恵は納税者側だけではなく、税務当局にとって
もあります。従前は租税協定がなかったため、台湾税務当局と
日本の税務当局間の情報交換は実施されていませんでした。租
税協定の適用後は、税務当局間において、適正・公正な課税の
実現のために、納税者の情報を相互に交換することができるよ
うになりました。

Ⅳ. おわりに

今まで日本との取引が多い主要国のなかで、台湾に租税協定
がなく、日本企業のグローバル展開のなかで、台湾子会社が中
心的な役割を果たすことはなかったと思われます。日台租税協
定締結に先立ち、2015年8月に台湾中国間の両岸租税協議が締
結されました。今回の日台租税協定の締結により、台湾は中国、
日本を含めアジア主要各国との租税協定が結ばれました4。今
後台湾法人がアジア展開の中心的役割を果たすことも期待され
ます。

日本企業は今後台湾税務当局から出される租税協定適用に
関する詳細な規定を確認し、優遇措置を適用できるように準備
する必要があります。また、アジアでのビジネス展開のなかで、
比較的税率が低い5台湾法人の戦略的な活用を再検討できるか
もしれません。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG 台湾 台北事務所
パートナー　友野　浩司
TEL: +886-2-8758-9794
kojitomono@kpmg.com.tw

4  2015年11月末現在、台湾が締結している（中国、日本を除く）アジア地域の租税協定締結国：インド、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア
5  2015年11月末現在の台湾の法人税税率は17％。別途、税引後利益を直後の株主総会で配当しない場合の10％の留保金課税がある。この留保金課税は実際の配

当時にその半額を、配当時の源泉徴収税額から控除することができる。
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海外トピック② − モンゴル

モンゴルの会計・税制および 
投資トピック
　　　　 　

KPMG 三晸会計法人

ソウル事務所
日本事業本部
シニアマネジャー　西谷　直博

モンゴルは、北をロシア、南を中国と接する内陸国家であり、面積は1,566,500 
km²である一方、人口は300万人と世界で最も人口密度が小さい国の1つです。また、
GDPはUSD124億で世界121位と経済規模が小さいものの、その広い国土には石炭、
銅、蛍石をはじめとする鉱物資源が豊富に埋蔵しており、世界10大資源富国として
潜在成長力の高い国と考えられます。政府の過去の政策が経済に悪影響を及ぼした
と考えられる面もありますが、近年は海外投資家の懸念を無くし、投資を誘致する
ための政策を打ち出しています。
本稿では、モンゴルの社会環境、経済、産業状況について紹介し、基本的な会計制
度、税制について解説するとともに、モンゴルへの投資に関するリスクファクター
を検討します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りしておきます。

 

【ポイント】

−  現状の経済規模は小さいが、世界10大資源富国と称されるほど鉱物資源
を豊富に埋蔵しており、投資対象としての魅力を有している。新政府も
外国投資の誘致に積極的な姿勢を示しているが、政治的な動向には留意
が必要である。

−  ウランバートル市の 2 0 3 0 マスタープラン、オユトルゴイ鉱山の開発に関
連して多くの投資機会があると考えられる。

−  会計年度は暦年であり、すべての営利および非営利団体は財務諸表を国
際財務報告基準（IFRS）に基づいて作成する必要がある。

−  税務行政については発展途上の面はあるものの、法人税、個人所得税率
等は日本に比較して競争力のある税率となっている。

−  SWOT分析により、モンゴルへの投資に関するリスクファクターを分析 
した。

西谷　直博
にしたに　なおひろ
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Ⅰ. モンゴルの概要

1.�社会環境

モンゴルは北をロシア、南を中国と接する内陸国家で、首都
は人口の45%が集中するウランバートル市、他の主要都市とし
てはダルハン、エルデネト、チョイバルサン、ザミンウード等があ
ります。公用語はハルハ・モンゴル語で、キリル文字を使用、通
貨はトゥグルグ（MNT）です。

面積は日本の4倍に達する1,566,500 km²ですが、人口は300万
人と、アイスランドに続き世界で二番目に人口密度が小さい国
です。国土に比較して人口が少ないのは、気候の悪条件により
乳児死亡率と独身ラマ僧の比率が高いためですが、社会主義時
代に旧ソ連の支援の下、乳児死亡率が改善され、出産が奨励さ
れてきたため、最近まで高い人口増加率を記録してきました。

全人口の平均年齢は27.1歳に過ぎませんが、旧ソ連主導の社
会主義体制の下で発達した公教育の影響により文盲率は1%未
満と教育水準も高く、ロシア語、英語、中国語などの外国教育に
も熱心で、最近では日本語を習得しているモンゴル人も増えて
います。また、特筆すべき点としては、高水準の教育を受けて
いる学生の70%以上が女性という点であり、社会では女性の優
位性が高いという点です。

モンゴルの気候は典型的な大陸性気候であり、気候の変化が
激しく、乾燥しています。10月から4月までが冬であり、1日の平
均気温が零度以上の日が年平均で約180日程度です。年平均降
水量が非常に少なく、そのうち約70%が夏に集中します。冬が
長いため、自然の生産性が低く、冬には土、川、湖のすべてが凍
結するため、建設、道路建設、炭鉱等の作業に困難を強いられ
ます。

モンゴルは中国からの独立過程で社会主義体制に転換しま
したが、1992年に新民主憲法を発効して平和的に民主主義体制
へと転換しました。

1989年の旧ソ連の市場経済転換とともに旧ソ連がそれまで支
配していたモンゴルから撤収したことで、モンゴルでは生活必
需品不足による物価の暴騰と国家財政難を経験し、最近まで国
家財政の多くの部分が海外からの援助と長期低利の借款で賄
われていました。そのため、新たな社会間接資本建設のための
投資を行うことができない状況でしたが、2008年からの鉱物市
場の好況により、従来の立ち遅れたインフラのために市場性が
低かったモンゴル鉱山に投資が行われるようになり、開発の足
がかりとなっています。

2.�経済

（ 1 ） GDP
モンゴルのGDPはUSD124億で世界121位と経済規模が小さ

く、一人当たりGDPもUSD4,195に過ぎません（図表1参照）。

しかしながら、モンゴルの広い国土には、石炭（1,750億トン、
世界4位）、銅（5,500万トン、世界2位）、蛍石（1,400万トン、世
界3位）、ウラニウム（6万トン、世界14位）、燐（24億トン、世界
3位）、タングステン（7万トン、世界5位）、金、鉄、亜鉛等、モン
ゴルを世界10大資源富国にする鉱物資源が豊富に埋もれてい 
ます。 

この点、鉱物資源市場の好況に後押しされて大きく成長する
機会がありましたが、2012年の政権交代とともにモンゴル政府
は、中国の国営会社がモンゴル資源開発会社を買収しようとし
たことを契機に、外国人投資法を改正して鉱業を国家戦略産業
に指定し、外国人持分が49%を超過する事業の場合には事前に
政府の審議および議会の承認を義務付ける等、様々な政策を国
粋主義一辺倒に転向させました。それ以前は、モンゴル政府は
鉱物の種類および埋蔵量を基準として戦略鉱山、一般鉱山、そ
の他鉱山に分類し、戦略鉱山開発事業の場合にのみ政府の持
分参加を義務付けて管理していましたが、上記の法改正により
鉱業全般にわたって外国人持分制限が設定されることになりま 
した。

しかしながら、外国人投資家の強力な反発、外国直接投資
（Foreign Direct Investment：FDI）の急減、外国為替保有額の
急減および外債の満期到来等により、2013年10月、政府の審議
および議会の承認なしでも鉱山に対する投資ができるように規
制を緩和しました。

2011年には年17%という成長率を記録しましたが、このよう
なモンゴル政府の政策がモンゴル経済に悪影響を及ぼしたと

【図表1　モンゴルGDP推移（10億米ドル）】

出所：World Bank Data,ADB growth projections
注：モンゴルにおける GDP は出典により異なる。
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考えられる面もあり、現状では図表1とは異なり2015年の成長
率は4%にも満たない可能性があります。また、同期間のFDIは
2012年のUSD45億から2014年にはUSD4億に減少しました。 

（ 2 ） 貿易
鉱山開発のための資本財の輸入増加により商品収支の赤字

規模が急激に拡大し、鉱山部門に対する外国人投資の増加によ
り利益の海外送金が増えて経常収支の赤字規模も拡大してき
ましたが、オユトルゴイ、タバントルゴイ等の主な鉱山の生産量
増加による輸出増加および鉱山開発完了による資本財輸入の
減少、消費財の減少等に起因して、2014年中には経常収支の黒
字転換に成功します（図表2参照）。

2010年はGDP対比総外債残高は60.8%に過ぎませんでした
が、2011年から始まった大型の鉱山開発事業インフラ拡充の推
進による政府支出の拡大、資本財および原油の輸入による経常
収支赤字の継続、鉱山開発のための商業借款導入による外債
負担の増加により、モンゴルの外債規模は引き続き増加してい 
ます。

2011年まで譲許的融資は総外債の71%を占めていましたが、
一人当たりGDPがUSD3,000を上回り始めたことで2012年には
34%に急落しました。政府の無理な開発および国民の歓心を買
う政策により財政健全性および外債状況が悪化した結果、2013
年の外債元利金返済率（Debt Service Ratio：D.S.R）は27%台と
なり、非常に低い水準となっています。 

（ 3 ）オユトルゴイ鉱山の開発
上記のような一連の悪条件および過去の政府の政策にもかか

わらず、モンゴルの鉱山プロジェクト、銅／金鉱山であるオユト
ルゴイ鉱山の開発が可視化されており、モンゴルの展望は明る
いと考えられます。

オユトルゴイ鉱山は1次開発が完了しており、2015年5月にモ
ンゴル政府とRio Tinto社の間で約3年間論争が続いていた税
務、売上および利益共有条項に対する協議を引き出し、2次開
発が進行される予定です。オユトルゴイ鉱山の2次開発が完了
すれば、同鉱山で生産される銅はモンゴルGDPの少なくとも 
1／3を占めると予測されています。2次開発が進行されると、 
モンゴルは鉱物資源大国となり、300万のモンゴル国民の生活
水準の質の向上に大きく貢献すると予想されます。単純に予想
してもFDI金額のみでUSD54億で、過去3年間の経済的な問題
を一気に解決することができると考えられます。 

一方で、オユトルゴイの2次開発のためには発達途上である運
送システム、電力供給の不安定、鉱山開発進行時の水資源問題
等、解決すべき問題があり、開発進行にあたっては、下落した
国際鉱物価格を原因として14の貸主団銀行協議会からの認可
が必要な状況です。 

（ 4 ） 投資対象としての環境
モンゴルの鉱物資源国粋主義はモンゴル政府の長期的な将

来に対する不安に起因するものですが、現在のモンゴル政府は
2014年末に企業フレンドリー政府を標榜し、このような国粋主
義政策から発生する海外投資家の懸念を無くし、投資を誘致す
るために全力を尽くしている状況です。 

新任総理はヨーロッパ、アメリカ、中東およびアジア訪問を
開始して、モンゴルが投資対象として適切な国家であることを
広報しました。また、モンゴルの鉱物資源は総額USD1.3兆に達
すると予測されているため、海外投資家の関心の対象となって
おり、道路、鉄道、発電所、新再生エネルギー、レジャー、建設
および旅行業投資者にも投資の対象であることを広報してい 
ます。 

ウランバートル市の2030マスタープランも安全、健康な都市
を目標に推進され、多くの投資機会を提供しています。また、オ
ユトルゴイ鉱山のためにも約3万人の職員およびその家族のた
めの宿所のほか、学校、病院およびその他施設も必要とされる
状況であり、投資機会を提供しています。 

一方で、モンゴル経済は地理的にも、その規模においても中
国への依存度が高くなるしかないという一種の限界があり、最
近の中国経済の厳しさによりネガティブな影響を受けることが
予想されます。しかしながら、モンゴル経済は規模が小さいた
め、モンゴルの鉱物支援の輸出に中国の経済成長率の低迷が及
ぼす影響が少なく、依然としてモンゴルの石炭、銅等の鉱物支
援は中国で使用されることが予想されます。長期間にわたり中
国経済が活況となることがあれば、鉱山開発計画と相俟って非
常に大きく成長する可能性があります。 

一方、最近数年間の政府の一貫性のない海外投資家に対する
政策によって失った投資へ信頼の回復には時間がかかると考え

【図表2　輸出入統計（10億米ドル）】

出所：Bank of Mongolia
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られ、モンゴルへの投資者は今後、政治的な変化に敏感に反応
することが予想されます。

3.�産業

遊牧を根幹としていたモンゴルは基盤産業を構築することが
できなかったため、鉱業の比率が高く、製造業が非常に貧弱な
状況であり、その貧弱な製造業でさえも主に食品、織物といっ
た一次加工で構成されており、大部分の消費財は輸入してい
ます。また、モンゴルは鉱物および原油を主な輸出品目とし、精
油、製造業製品、化学製品等を主に輸入して使用しています。

モンゴルはまだ人口の27.8%が農業を営んでいますが、耕作
地が土地全体の1%に過ぎないため、農業従事者の大部分が
未だに伝統的な遊牧民生活をしています。主に羊、山羊、牛を
飼っており、大部分が内需市場で消費されます。

その他、宿泊・飲食業および金融業等のサービス産業が最
近、急速に成長しています。

4.�日本とモンゴルの経済関係

（ 1 ） 自由貿易協定
3年に及ぶ交渉の結果、2015年2月に日本・モンゴル経済連携

協定（EPA）に関して、安倍首相とサイハンビレグ首相が東京で
署名をしました。本協定に基づき、両国は今後10年以内に両国
間で貿易が行われている大部分の商品の輸入障壁を取り除く
予定です。

なお、日本からの主な輸出品は自動車・建設・鉱山機械であ
り、日本への主な輸入品は繊維製品・石炭等の鉱物資源です。
2014年の日本のモンゴルへの輸出総額はUSD3億68百万、モン
ゴルからの輸入総額はUSD24百万であり、日本がUSD3億43
百万の黒字となっています（国家統計局）。

（ 2 ） ウランバートル新空港プロジェクト
三菱商事と千代田化工建設が500億円で新空港プロジェクト

を受注しました。新空港発展の重要性に鑑み、モンゴル政府は
年間予算の約10%を本プロジェクトのために割り当て、日本政
府による円借款に基づき追加予算も予定しています。

（ 3 ） 日系金融機関
三井住友銀行が2013年10月23日、三菱東京UFJ銀行が2013年

12月20日に、それぞれウランバートル駐在員事務所を開設して
います。

Ⅱ. モンゴルの会計・税制

1.�会計制度

モンゴルの会計（Accounting Law）によると、すべての営利
および非営利団体は財務諸表を作成する義務があります。すべ
てのモンゴル企業の会計年度は暦年であり、財務諸表はIFRS
に基づいて作成する必要があります。

また、規制当局（State Regulatory Agency）に対して翌年2月
10日までに財務諸表を提出しなければならず、連結財務諸表を
作成している企業は、四半期財務諸表を四半期末の翌月25日、
年次財務諸表を翌年2月25日までに関連金融当局に提出しなけ
ればなりません。しかし、財務諸表監査が終了していない等、
一定の事由がある場合は提出期限の延期を申請することがで
き、この場合、会社は指定書式にしたがって、4月・7月・10月の
各月の20日までに、未監査の四半期財務諸表を当局に提出する
必要があります。 

2.�外部監査制度

モンゴルの監査法は、以下の法人を外部監査の対象会社とし
て定めています。監査済みの会社の財務諸表は当該会計年度の
翌年の年次株主総会に提出されなければならず、年次株主総会
は4月末までに開催されなければなりません。

◦  上場会社
◦  証券取引所に上場申請中の会社
◦  総資産がMNT5,000万以上の会社
◦  法定管理中、清算および競売により持分を処分しようとする

会社
◦  モンゴルの法律および国際規約によって免除されない場合、

すべての外国投資法人および組織
◦  共同組合、貯蓄および貸付活動に従事する法人
◦  銀行、金融および証券業に従事する組織
◦  仲介および取引を行っている証券会社

3.�税制

モンゴルは資本主義の歴史が短く、租税制度が比較的短期間
に整備されたため、モンゴル税制およびその実務は他国と比較
して細部にて多くの差異があります。以下、モンゴルの主要な
税金について解説します。

（ 1 ） 法人税 
モンゴル内法人およびモンゴル内居住、そしてモンゴル内で
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事業を営む事業所およびモンゴルで収益を得ている法人に法
人税を課しており、適用税率は以下のとおりです。

◦ 課税所得がMNT 30億までは10%
◦ 課税所得がMNT 30億を超える部分については25% 

モンゴルには譲渡所得税の概念がありません。しかしながら、
一部の資産売却については別途規定があり、課税対象に分類さ
れます。一例として、不動産（Immovable asset）の売却の場合
は売却額の2%、株式および有価証券の売却については上記の
10%～25%の法人税率が適用されます。 

（ 2 ） 個人所得税
個人の勤労所得および財産所得に対して、画一的に10%の個

人所得税率を適用しており、世界的にも低く競争力のある税率
となっています。

非居住者の場合でもモンゴル内の所得に対しては課税対象
としていますが、ここでいう非居住納税者は、居住者ではなく、
課税年度のうちモンゴル内居住日が183日未満の個人納税者を
意味します。モンゴル内に居住する外国人は、在留期間が183日
以上である場合にはモンゴル居住者とみなされ、全世界所得が
課税対象に合算されます。

なお、MNT 84,000の税額控除が認められており、二重課税
防止条約を締結した国々での納付税額も控除することができ 
ます。

（ 3 ） 社会保障保険
モンゴル国民およびモンゴル内で契約に基づいて雇用されて

いる外国人は以下のような社会保障保険への加入が義務付け
られています。 

◦ 国民年金 （雇用人 ： 7%、被雇用人：7%）
◦ 社会保険 （雇用人 ： 0.8%、被雇用人：0.8%）
◦ 医療保険 （雇用人 ： 2%、被雇用人：2%）
◦ 労災保険 （雇用人 ： 1%～3%）
◦ 雇用保険 （雇用人 ： 0.2%、被雇用人：0.2%）

被雇用人の保険負担金は月MNT 192,000を上限で、雇用人の
保険負担金に制限はありませんでしたが、雇用人の保険負担金
についても2015年7月1日から月MNT 192,000に上限が設定され
ました。

なお、保険金納付額は個人所得税上、税額控除項目となって
います。 

（ 4 ） 付加価値税（VAT）
モンゴル内で提供される課税対象商品および役務に対して

10%の付加価値税が課されます。売上高がMNT 1,000万以上の
場合、課税当局への登録が必要であり、以下の項目に対して付
加価値税が付加されます。

◦  モンゴル内で販売されたすべての種類の商品
◦  モンゴル内で提供されたすべての種類の役務およびサービス
◦  販売使用目的でモンゴルから海外に輸出されたすべての種

類の商品
◦  販売使用目的でモンゴルに輸入されたすべての種類の商品

なお、2016年1月1日からモンゴル内の付加価値税の事業者
登録基準が売上高基準で年間MNT 5,000万に変更される予定 
です。 

（ 5 ） 消費税
モンゴル内で製造、或いは輸入されるタバコ、アルコール、石

油／ディーゼル燃料および乗用車に賦課されます。また、消費
税は個人および法人の射幸事業関連活動および関連装置、機器
に対しても賦課されます。 

（ 6 ） 不動産税
不動産税は、地域によって不動産価格の0.6～1%で課税され

ます。課税標準額は管轄政府機関に登録された価格が当初の不
動産価格として適用され、以降は保険価額が使用されます。仮
に管轄政府機関に登録された金額や保険価額がない場合には
帳簿価額が使用されます。 

（ 7 ） 関税
モンゴル輸入品目の大部分が一般的に5%の関税が、海外輸

出の場合は鉄鉱石、アルミニウム、銅およびカシミア等の一部の
品目に関税が適用されます。 

（ 8 ） 税率安定確認書（Tax stabilization certificate）
海外および国内投資家は一定期間の間、税率等の税務環境を

確定させるための税務安定確認書を申請することができます。
これは、法人税、関税、付加価値税およびロイヤルティーに適
用され、投資期間、投資金額および投資法人の所在地によって
変動します。
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Ⅲ. リスクファクター

1.�SWOT分析

今までモンゴルの概要、会計・税制を解説してきましたが、
本章ではモンゴルで事業を行う上でのリスクファクターについ
て、SWOT分析を通じて検討します。

（ 1 ） Strength（強み）
モンゴルの石炭、銅、金等の巨大な鉱物資源が最大の強みと

考えられます。現在、30%の埋蔵量が探査済みであり、70%の
発掘が可能であるという潜在力があります。また、鉱物の世界
最大市場であり、世界経済と原材料需要の成長を支える原動力

となっている中国と隣接していることも強みと言えるでしょう。
最近、世界では中国経済の悪化が懸念事項とされていますが、
上述したように中国の経済不安がモンゴルに与える影響は限定
的と考えられます。

その他、外国投資であってもUSD100,000の払い込みがあれ
ば2週間以内に会社の設立が可能であり、比較的会社の設立プ
ロセスが容易である点、税率が低い点も着目すべき点と考えら
れます。

（ 2 ） Weakness（弱み）
中国・ロシアへの港がない、未開発の道路、鉄道などのネッ

トワーク、電力不足などのインフラが未整備であることが弱み
と考えられます。また、経済活動の規模や希薄な人口からイン

【図表3　モンゴルのスコアカード　国別ランキング】

インデックス 項目 モンゴル 日本 調査対象国数

Ease of Doing Business 2015
Word Bank and IFC 
起業および事業を営む上での規制環境

72 29 189

Corruption Perception Index 2013
Transparency International 
公的機関の汚職水準

80 15 175

Human Development Index 2013
UNDP (United Nations Dev. Prg.) 
長期的かつ健康的な生活、情報優位性および生
活水準における発達の長期間の過程の評価

103 17 187

Behre Dolbears Survey 2014
Behre Dolbear, USA 
鉱物業界に対する投資のトップ25カ国

23 ― 25

Global Competitiveness Index 2014
World Economic Forum 
競争力の提供、経済実績が最も包括的な評価

98 6 144

WJP Rule of Law Index 2015
World Justice Project 
9つから構成される集合的な指標* –  
非集合的な47つの特定の指標

47 13 99

Note: Lower rank indicates more favorable
* World justice Project 9 つの指標 : 政府、権力、汚職の存在、開かれた政府、基本権利、治安と安全、統制された規則、民事司法、刑事司法と非公式的な司法
Source: Mongolia Guide 2014, EMIL

【図表4　モンゴルのスコアカード　ビジネス環境指標】

指標 中国 ロシア カザフスタン 日本 モンゴル

全体 96 92 50 29 72

起業 158 88 30 83 42

建設許可の取り扱い 185 178 145 83 74

電力供給 119 177 87 28 142

不動産登録 48 17 18 73 30

クレジットの入手 73 109 86 71 61

投資家保護 98 115 22 35 17

納税 120 56 18 122 84
Source: Doing Business database, World Bank
Note: Lower rank indicates more favorable 
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フラ整備にかかる投資に対する実行可能性が限定的であると
いう側面もあるでしょう。さらに、未開発の資本市場および金
融部門が高利子率を要求しているという点も企業にとっては負
担になります。

（ 3 ） Opportunities（機会）
中国・ロシアへの港がないことから、将来的には中国とロシ

アへの港を使用することによるグローバル市場へのアクセスの
可能性があります。また、外国人投資に対する現在の政府の好
意的な態度、中国とロシアに対する依存度を減らそうとする意
思、事業環境をよりよいものとする最近の規制の変化も事業参
入に関する機会を与えていると考えられます。また、中期間内
による鉄道インフラの改善可能性、数社の多国籍企業による最
近の投資がもたらす鉱物業界の発展、その他、特に石炭事業に
関して、不良資産の購入などのM&Aの機会があります。

（ 4 ） Threats（脅威）
過去の経済状況を鑑みるに、モンゴル政府の資源ナショナリ

ズムが経済に影響を与えたとも言えるため、政府の政策の動向
については留意すべきと考えられます。また、強みの部分で中
国市場について言及しましたが、一方で中国を経由した制限的
なアクセスおよび高い交渉力を持った単一マーケットとして中
国一辺倒になっている点は考慮すべきだと考えられます。

その他、世界の商品市場価格の変化に対して常時敏感に反応
する点も思慮すべき点です。

2.モンゴルのスコアカード

前頁に、インデックスを通じたモンゴルの国別ランキングと
ビジネス環境のランキングを示します（図表3、4参照）。

Ⅳ. おわりに

本稿ではモンゴルの経済状況をはじめ、基本的な会計・税
制について解説するとともに、投資対象としてのリスクファク
ターを検討してきました。

親日的なモンゴルはインフラの整備や製造業・サービス業の
分野で日本企業の進出が期待されています。高成長を達成して
きたモンゴル経済ですが、法整備とその運用は発展途上であり
投資対象として慎重に見極めるべき部分はあるものの、成長潜
在力が高く、魅力の高い国の1つとして検討に値するものと考
えられます。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMG 三晸会計法人　ソウル事務所
日本事業本部
シニアマネジャー　西谷　直博
TEL：+82 （2） 2112-0263
nnishitani1@kr.kpmg.com
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海外トピック③ − ドイツ

ドイツにおけるM& A・ 
組織再編関連税制の動向
　　　　 　

KPMG ドイツ

デュッセルドルフ事務所　税務部門
パートナー　Jörg Grünenberger 
シニアマネジャー　Jan Schneemann

2015年前半における日系企業の海外M&A投資額は540億ドルを超えました。これ
は、2014年における年間投資額を上回る規模になります。業種別では金融業が海
外M&A投資額全体の25%以上を占め、最も投資額が大きい業種となりました。海
外M&Aとは対照的に、国内M&A や外国企業による対日M&A の総額は150億ドル以
下でした。
アベノミクス効果により日本経済は改善しているものの、外国人投資家が日本経済
の先行きに不透明感を抱いていることがこのような内外投資額の不均衡の主な要因
であると考えられます。一方で、国内市場の飽和化・競争激化および日本社会の高
齢化という現状が日系企業の海外進出を推し進める原動力となっています。 
近年、日系企業の欧州における投資額の45%はドイツ、イギリス、フランス（左記
は投資額の多い順）においてなされています。ここ10年間において、日系企業のド
イツに対する投資の重要性は、特にM&Aにおいて、在ドイツ日系企業数が年率5%
の割合で増加していることからも明らかです。そのため、ここ数年のドイツにおけ
るM&Aの動向やこれに関連した税務上の問題に焦点を当てて解説いたします。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−  日系企業によるドイツビジネスの買収手法としては、主に資産譲渡また
は株式譲渡が考えられる。

−  買収方法を検討する際には、資産・負債の評価替えとキャピタルゲイン課
税、繰越欠損金の制限規定、不動産譲渡税を検討することが重要となる。

−  事業買収後には、ビジネスの効率的な統合、たとえば、組織再編、合併後
の事業統合（PMI）を進める必要がある。

−  欧州持株会社または統括会社を設立する場合には、機能面、コスト面に加
え、移転価格税制の観点からも検討することが重要となる。

−  事業統合のためには、ドイツ国内の組織再編のみならず、クロスボーダー
組織再編を実施することも可能である。

Jörg Grünenberger
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Ⅰ. ドイツにおける M&A において、
日系企業が直面する税務上の問題

1.�M&Aにおける税務上の一般的事項

（1） M&Aの手法（資産譲渡と株式譲渡）
日系企業によるドイツビジネスの一般的な買収手法は資産譲

渡もしくは株式譲渡になります。 

① 資産譲渡の場合
一部もしくはすべての事業上の資産・負債が売り手から買い

手へ移管されます。このスキームには、基本的に個別承継によ
る事業上の資産・負債の個別譲渡も含まれます。

株式譲渡の場合には個別の資産・負債の譲渡は不可能です
が、当該スキームによれば個別の資産・負債の譲渡が可能とな

【図表1　M&Aの手法ごとの税務上の影響】

資産譲渡 株式譲渡 合併（参考）

1）  資産負債の再評価とキャピタルゲイン課税

Ø  資産・負債の譲渡は一般的に公正価値
（FMV）でなされる。 
Ø  原則としてキャピタルゲインに対して課税

される。
Ø  ただし、税制適格の場合など、例外は存在

する。 
Ø  一方で、資産の公正価値が帳簿価額を上回

る場合、買い手にとっては、償却費が増加
する可能性がある。売り手にとっては、キャ
ピタルゲインに対して、繰越欠損金を利用
することができる。

Ø  譲渡価額は、一般的には公正価値にて算
定されるが、たとえば増資時には例外が適
用される。 

Ø  売り手に生じたキャピタルゲインのうち、
95%部分は非課税 （ドイツ法人税法8b

（Körperschaftsteuergesetz））。 
Ø  残りの5%部分は課税対象となり、実効税

率を30%とすると結果的にキャピタルゲイ
ンに対し1.5%の課税がされる。

Ø  国内合併、国際合併ともに簿価もしくは公
正価値もしくは両者の間の価額にて消滅会
社から残存会社へ資産を譲渡することが可
能 。

Ø  この手法によると、移転資産に関して資産
譲渡の場合のような課税関係を回避するこ
とができる 、もしくはキャピタルゲインが
発生した際は繰越欠損金を利用することが
できる。

2）  繰越欠損金

Ø  売り手が保有する税務上の欠損金は買い
手に移転することができない。

Ø  資産の売り手企業が資産譲渡後に清算し
た場合、その企業が有する繰越欠損金は
消滅する。 

Ø  原則として清算配当は源泉税の対象とな
る。

Ø  被取得企業の繰越欠損金は、株式の移転
比率に応じて、部分的もしくはその全額が
消滅する。

Ø  取得比率が25%以下の場合、繰越欠損金
に影響はない。

Ø  取得比率が25%超50%以下の場合、部分
的に繰越欠損金が消滅する。

Ø  取得比率が50%超の場合、繰越欠損金は
全額消滅する。

Ø  通常、消滅会社の繰越欠損金は消滅する。
そのため、繰越欠損金を有効利用するため
に、税務上の観点から、どちらの会社を存
続会社とすべきかを分析する必要がある。

Ø  国際合併の場合にも同様のルールが適用
される。すなわち、ドイツ企業が消滅会社
であり、外国企業の支店となった場合、繰
越欠損金は消滅してしまう。

3）  不動産譲渡税

Ø  不動産の移転は不動産譲渡税の課税対象
となる。

Ø  不動産譲渡税の税率はドイツの州ごとに異
なる。 また、不動産譲渡税は通常、売り手
または買い手により支払可能。

Ø  不動産譲渡税が課される典型的なケースは
不動産を所有している会社が95%以上譲渡
されるケースである（不動産所有権の間接
的な変更）。 

Ø  しかしながら、グループ内組織再編の場
合には、最終（日本）親会社に変更がない
ケースにおいて、不動産譲渡税が免除され
ることがある。

Ø  原則として、株式譲渡の場合と同様の取り
扱いとなり、組織再編税制の免除規定が適
用可能かどうかを確かめる必要がある。 

Ø  上記以外のケースでは、合併により新たな
株主に不動産の所有権が間接的に移転す
ることにより、不動産譲渡税の課税対象に
なる可能性がある。

4） のれん

Ø  公正価値評価額が支払対象となるため、通
常、その評価額は税務の観点から検討され
る。

Ø  買収価額の各資産・負債に対する適切な配
分が必要となる。

Ø  取得企業がドイツ企業の場合、のれんはド
イツ税法に基づき償却される。

Ø  買収価額を検討するため、買収対象企業の
公正価値評価を実施することが推奨され
る。 

Ø  買収企業がドイツの納税義務者の場合、の
れんは通常株式簿価に含められ、一定の
要件を満たした場合にのみ減損の対象とな
る。

Ø  簿価による合併であり、かつ、それがドイ
ツ税務署に申請されている場合には再評
価の必要性はない。
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ります。

② 株式譲渡の場合
買い手はドイツ企業の株式を取得し、その被買収企業に属す

るすべての資産・負債に対する実質的な支配が買い手に移転さ
れます。 しかし、資産・負債そのものの帰属先は被買収企業の 
ままであり、この点において買収前後に変更は生じません。

株式譲渡は事業買収の手段として通常それほど複雑となる
ことはなく、原則として、被取得企業における第三者との契約
関係に変更は生じません。 

税務上の影響はM&Aの手法 ごとにより異なりますが、その
税務上の影響を詳細に記述する前に、理解の便宜のため図表1
に重要と考えられる考慮事項をまとめておきます。 

2.�税務ストラクチャーの検討�

通常、取引当事者が検討すべき主要な税務ストラクチャーは
以下のとおりです。

（1）  株式譲渡に係るキャピタルゲインの優遇税制（売り手）

（2）  取得原価の減価償却、購入費用の償却（買い手）

（3）  繰越欠損金の利用可能性（売り手、買い手）

（4）  ドイツにおける不動産譲渡税（RETT）（売り手、買い手）

（5）  リファイナンスコストの税額控除（買い手）

（1） 株式譲渡に係るキャピタルゲインの優遇税制（売り手）
通常、売り手の最大の関心は売却により発生するキャピタル

ゲイン課税を最小化すること、もしくは免税となりうる手段を
検討することにあります。 

ドイツ税法では、法人における持分の売却益（キャピタルゲ
イン）には優遇措置が適用されます（法人税法8b）。その結果、
売却益の95%が非課税となり、5%部分のみに課税されるため、
実効税率は1.5%となります（15%の法人税率に地方税および連
帯付加税を加味したドイツにおける平均的な税率により算定）。
したがって、売り手は税務上の観点では通常、資産譲渡よりも
株式譲渡を選ぶ傾向があります。

もし、事業が不採算事業であった場合、株式譲渡を採用する
と株式譲渡価格が税務上の株式簿価を下回ることによる売却
損を売り手では税務上損金算入できないため、売り手には資産
譲渡が好まれる傾向があります。

（2） 取得原価の減価償却、購入費用の償却（買い手）
資産譲渡の場合は、買い手側は買収価格に関して、税務上、

償却費が最大となる方法を模索することになりますが、個々の
資産を公正価値で購入した場合のみ、税務上の償却に関する検

討が必要となります。
資産譲渡の場合、全体の買収価格を取得したすべての資産・

負債にそれぞれの公正価値を上限に配分することが必要となり
ます。これはすべての有形資産のみならず、知的財産や顧客リ
ストなどのような無形資産も対象となります。

買収価格が、無形資産配分後の資産の金額から移管された負
債を控除した金額を上回る場合、当該超過額はのれんとして認
識されることとなります。

買い手が資産を購入する場合、個々の資産の買収価格の配
分について売り手から詳細情報を引き出すことが重要となりま
す。買収価格の配分は税務当局に事前確認することはできませ
んが、買い手が独自に行う配分計算よりも売り手からの情報に
基づく方がより信頼性が高いと考えられます。

（3） 繰越欠損金の利用可能性（売り手、買い手）

① 売り手における繰越欠損金の利用可能性
資産譲渡の場合、公正価値で資産が譲渡されることから、す

べての資産が時価評価されたことにより発生する含み益が課
税対象となり、売り手は当該含み益に対する税金を負担する義
務があります。

黒字事業であるが、過年度に発生した税務上の繰越欠損金
がある場合に、公正価値による資産譲渡を採用すると、発生し
た含み益に対し、当該事業が保有する税務上の繰越欠損金が
充当できる可能性があるため、有益な譲渡方法となります。し
かし、繰越欠損金の利用は1百万ユーロまでは全額、1百万ユー
ロを超える場合は所得の60％のみが控除対象となります。

② 買い手における繰越欠損金の利用可能性（法人税法8c）
買い手が繰越欠損金を有する企業の株式を取得した場合、繰

越欠損金は減少ないしは消滅する可能性があります。2008年以
降の新しい法人税法で定められている支配変更のルールでは、
取得前の繰越欠損金引き継ぎに関する厳格な制限が定められ
ています。当該制限は以下の2段階に分けられます。

◦  5年以内に株式もしくは議決権の25%超50%以下が単一の取得
者もしくはその関連当事者により取得された場合、按分比率で
欠損金が消滅する。

◦  50%超の株式もしくは議決権が譲渡された場合、すべての 
繰越欠損金は消滅する。この場合、直接保有、間接保有を問わ
ない。

結果的に繰越欠損金の引き継ぎに影響がないのは、25%以下
の持分譲渡の場合のみとなります。 

2010年以降は譲受人と譲渡人の株式の100%が同一者により、
直接もしくは間接保有されている場合（グループ内再編や実質
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的な支配権の変更がない取引）では、所有において不利益な変
更は存在しないため、当該制限は適用されません（グループ免
除規定）。さらに、当該規定では、株式譲渡がなされても、未使
用の繰越欠損金は、課税対象となる事業資産の含み益相当額を
上限に引き継げることとなりました。

最近では多国籍に展開する日系企業など、多くの外国企業が
このグループ免除規定を利用した欧州もしくはドイツ子会社

（赤字会社も含む）の組織再編を行っています。

（4） ドイツにおける不動産譲渡税（RETT）（売り手、買い手）
不動産譲渡税については通常買い手が納税者となります。不

動産譲渡税は一般的に直接課税所得を減額させる税務費用と
はなりませんが、株式譲渡の場合は取得株式に、資産譲渡の場
合は取得不動産に加算される取得費用の一部となります。

一般的にドイツ不動産譲渡税（RETT）は、ドイツに所在する
不動産が新所有者に売却・譲渡される場合に課税されます。さ
らに、ドイツの不動産を所有している会社の株式や持分の譲渡
もまた、不動産譲渡税の課税対象となり得ます。少なくとも持
分の95%が出資される場合や新株主に譲渡される場合が該当し
ます。この規則は、直接および間接の株式譲渡に適用されます。

近年導入されたグループ内不動産譲渡税の特例によると、合
併、分社および分割などのグループ内再編においては、一定の
条件のもとで不動産譲渡税が免除されます。しかし、不動産を
所有するグループ会社の株式を保有している中間持株会社の
株式が譲渡される場合など、間接的な株式譲渡取引は不動産
譲渡税の対象となります。当規制はクロスボーダーで実施され
る買収および再編において、見過ごされてしまうケースがあり 
ます。

しかし、不動産譲渡税の対象となるような複雑な取引スキー
ムもしくはM&Aについては税務デューデリジェンスを通じて
要因を特定することが可能であり、買い手は脱税など、不正な
税務処理に関する指摘を回避するため、売り手との間で将来の
税務リスクに対する表明保証条項などを織り込んでおく必要が
あります。

（5） リファイナンスコストの税額控除（買い手）
買い手となる日系企業はドイツ企業の買収を実行するにあた

り、日本本社もしくは（地域ないしは事業）統括会社が直接取得
するか、欧州もしくはドイツにある現地子会社を通じて取得す
るかについて、検討する必要があります。また、後者の場合、既
存のグループ会社が取得するのか、もしくは新たに買収実行の
ために特定目的子会社（SPC）を設立し、取得するのかについて
も検討が必要となります。

これらの点について方向性が定まった後に次のステップとし
て、増資により資金調達を行うのか、外部借入（金融機関から

の借入など）を行うのかに関する検討がなされます。
増資による資金調達を実行する場合、日本本社もしくは統括

会社が直接自社資金を用いてドイツの対象企業を買収します。
十分な買収資金がない欧州（もしくはドイツ）子会社を通じて
買収を行う場合は、日本本社が当該子会社に対して増資ないし
は出資による資金援助がなされます。

外部借入による資金調達を実行する場合、借入は日本本社が
実行するのか、欧州（もしくはドイツ）子会社が行うのかが問題
となります。

仮に、ドイツ子会社が借入を実行する場合は当該借入金に伴
う支払利息は税務上の損金となり、課税所得から控除すること
ができます。

一方で、ドイツ子会社（既存の子会社もしくは買収のために設
立されたSPCを含む）が買収資金の借入を実行した場合、ドイツ
税法の支払利息控除制限規定が適用されることになります。

①  支払利息を税務上損金算入させるための手法：金融債務
の移転

企業買収に要したコストを税務上全額損金算入させる一般
的な手法として、買収先企業に金融債務を帰属させる方法があ
ります。これは買収先企業を存続会社、買収元企業を消滅会社
としたダウンストリーム合併を実施するか、買収先企業が買収
元企業より資金借入をし、これを原資として買収元企業に対し
て配当の支払いを行うことによって実現することができます。

②  その他支払利息を損金算入させるための手法：税務グ
ループ（オーガンシャフト） 

企業買収に要したコストを税務上全額損金算入させる一般
的な手法として、買収元企業と買収先企業との間で税務グルー
プ（オーガンシャフト）を組成する方法があります。買収元企業
がドイツ企業の場合に、買収先企業で発生する課税所得を買収
元企業（買収先企業の親会社）で発生する損失と相殺すること
ができます。ただし、税務グループ（オーガンシャフト）組成前
に発生していた税務上の繰越欠損金は相殺の対象外となるた
め留意が必要です（税務グループ（オーガンシャフト）組成期間
中、当該繰越欠損金は「凍結」されます）。

Ⅱ. 合併と買収後の組織再編

買収終了後、買収元企業は買収先企業もしくは買収先企業が
有するビジネスとの効率的な統合を進める必要があります（買
収後組織再編、合併後の事業統合（PMI））。
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1.�企業再編の誘因、課題およびその手法

組織再編の主な誘因は以下のとおりとなります。

◦  グループ全体の組織形態の簡略化、ガバナンス、ビジネスモデル
などの融合

◦  企業数の削減によるコスト削減（間接部門コスト、法定監査な 
どのコンプライアンスに要するコスト）

◦  企業グループ間のシェアードサービス化によるさらなるコストの
削減

◦  潜在的なシナジー効果の活用

一般的な組織再編プロジェクトには以下の検討要素が含ま
れます。 

◦  欧州にある法人のすべての株式を保有する欧州持株会社の 
設立

◦  もしくは、欧州にある法人をすべて支店化して、本店機能を有す
る欧州統括会社の設立

◦  バックオフィス機能の統合と管理機能を集約し、以下の業務を
集中管理するシェアードサービスセンターを設立

 Ø  IT

 Ø  帳簿作成、財務諸表およびレポーティングの作成

 Ø  ファイナンス

 Ø  人事

◦  調達機能の統合、ロジスティック、倉庫および移転価格戦略の
集中管理など、集約型ビジネスモデルへの移行 

2.�ドイツにおける組織再編に関する税務上の一般事項

ドイツ組織再編法では以下の4つの組織再編形態について定
められています。 

◦  合併（Verschmelzung）

◦  事業・会社分割（Spaltung）

◦  特殊な資産譲渡（企業から官公庁もしくは保険会社） 
（Vermögensübertragung） 

◦  法的会社形態の変更（Formwechsel） 

組織再編が行われると、原則として、関係するすべての会社、
たとえば吸収合併の場合には消滅会社、存続会社およびその株
主に税務上の影響を及ぼすことになります。

税制適格組織再編における税務上の資産・負債の移転は、ド
イツにおける資産の移転に関する課税権が制限されない限り
は、帳簿価額もしくは帳簿価額と公正価値の間の価額をもって
行うことも可能となります。ドイツがこのような取り扱いを認
めているのは、諸外国の投資家に対してドイツへの投資を誘致

し、グループ内の組織再編を促進することを狙いにしているた
めと考えられます。

3.��税務上の観点での統括機能の設置方法��
―�持株会社の設立か統括会社の設立か

ドイツにおいて事業の取得を行う場合、従来であれば欧州持
株会社を設置することによって欧州地域の統括を行うことが多
くありました。欧州持株会社は新たに設立するケースもあれば、
既存の会社をそのまま利用するケースもあります。これによ
り、欧州持株会社が日系企業の中間親会社として他の欧州の事
業会社を統括することになり、欧州地域におけるトップマネジ
メントも多くの場合欧州持株会社から輩出されています。加え
て、欧州持株会社に会計・財務・IT・購買・人事・各種レポーティ
ングといったバックオフィス機能を集約することもあります。 

一方、近年では、欧州持株会社の設立に代えて、欧州統括会
社（本店）を設立し、既存の欧州各国の会社を欧州統括会社の
支店として統合するケースも日本企業に見られます。欧州持株
会社と比較した場合の主なメリットは、会社（法人）数が減少す
ることによる各種経費が削減できることに加えて、本店への中
央集権化と統括機能の強化ができることにあります。たとえば、
在外子会社を在外支店に組織変更すると、多くの場合そのビジ
ネスの形態は中央集約型になります。在外支店は在外子会社と
比較するとリスク負担の範囲が限定的になり、その結果利益率
も在外子会社より低くなります。さらに、親子会社形態と比較
すると、本支店形態は、移転価格の観点から複雑性が低いビジ
ネスモデルとして見られることが多くなります。 

近年「OECD承認アプローチ （AOA）」が適用されたことによって、本
店と支店の間の利益の帰属に関する考え方が移転価格の考え方と
ほぼ同様になっています。つまり、本店と支店が別個の法人である
かのように取り扱われることになります。その結果、本店と支店の
利益率の決定に当たっては、それぞれが行っているビジネスの機能
とそのリスクの程度を考慮する必要がでてくることになります。

本店と支店が行っているビジネスの機能とそのリスクの程度を判断
する主要な指標のひとつは、どのような役割・担当の人がそれぞれ
の拠点にいるかということになります。

4.�会社の整理

会社の整理は、機能の重複を解消させたり、監査・法務関連
のコストを削減することなどを目的として行われます。会社の
整理は資産譲渡およびその後の会社清算や合併により行われ
ます。
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（1） クロスボーダーを含む合併
ドイツ国内における合併は、子会社同士の吸収合併、親会社

による子会社の合併、子会社による親会社の吸収合併のいず
れについても規定が整備されており、税制適格組織再編の方法
となっています。また、クロスボーダーの合併も可能となってい 
ます。

たとえば、英国における既存の会社（UK Ltd.）に統括機能を
持たせるために、ドイツの会社（GERMAN GmbH）の吸収合併
を行うとします。このとき、資産および負債の移転が実質的に
行われない場合には、GERMAN GmbHがこれまで保有してい
たすべての資産および負債は存続会社であるUK Ltd.のドイツ
支店に帰属することになります。また、これまでドイツ法人とし
て行っていた営業活動もUK Ltd. のドイツ支店として遂行され
ることになります。税務の観点からは、ドイツ支店は恒久的施設

（PE）とみなされドイツにおいて課税の対象になります。
ドイツ税法では、合併は一般的に公正価値で行われます。し

かしながら、税制適格組織再編の取引は帳簿価額をもって行
うことや帳簿価額と公正価値の間の価額をもって行うことも可
能であり、移転される資産の含み益相当額への課税権はドイツ
が有しています。組織再編時にドイツにおける消滅会社の税務
上の簿価と取引金額との差額から生じたキャピタルゲインは、
法人税および営業税の課税対象になります（ただし、最小課税
ルールにしたがって既存の繰越欠損金との相殺は可能）。

消滅会社の決算書は税務上の組織再編日（steuerlicher 
Übertragungsstichtag）付で作成しなければなりません。この
日付は会社法上の組織再編（Umwandlungsstichtag）より前に
なります。税務上の組織再編日から商業登記日の間に発生した
消滅会社の利益は、遡及的に存続会社に帰属することになり 
ます。

存続会社は、たとえば減価償却について、消滅会社の法的な
地位を引き継ぐことになります。しかし、たとえ合併が税制適
格組織再編として行われたとしても、未使用の繰越欠損金と
ドイツにおける利子損金算入制限下で繰り越される未使用の
利息費用は合併手続の完了により消滅することになります。ま
た、組織再編における不動産譲渡税の取扱いについても一定の
ルールが存在していることから、その内容と手続について理解
する必要があります。

（2） 資産譲渡後に清算を行う場合の留意事項
組織再編が資産譲渡の方法によって行われた場合に、資産

譲渡後の会社を清算する場合に留意すべき点は以下のとおり 
です。

◦  一般的に清算期間は3年を超えてはならない。清算期間の税務
申告は一度にまとめて行われる。営業税の観点からは、利益は
清算期間にわたって比例配分される。

◦  清算期間に発生した資産の処分に伴うキャピタルゲインは通常
は課税対象になる。しかし、清算期間に発生した利益が費用ま
たは繰越欠損金と相殺が可能であることから、課税対象となる
のは繰越欠損金との相殺がしきれない部分である。清算期間
内も最小課税ルールによって繰越欠損金は繰り越されるが、清
算結了時の未使用の繰越欠損金は消滅し、今後一切の使用が
できなくなる。これは納税者にとって不利な取り扱いになるが、
連邦財政裁判所の判決により当該取り扱いを行うこととなって 
いる。 

◦  未使用の繰越欠損金とドイツにおける利子損金算入制限下で
繰り越される未使用の利息費用は清算結了と同時に消滅する。 

◦  清算配当は現金を含む配当可能残余財産が資本価値およびい
わゆる税務上の資本勘定を上回る部分を対象に行われる。それ
らの清算配当は潜在的にはドイツの源泉税 （現行の日独租税条
約上は15%）の対象になるが、所定の申請を行うことによって減
免を受けられる可能性がある。

◦  税務当局が清算期間を対象に税務調査を行うことも想定すべき
である。通常、会社は税務当局の同意がないと商業登記の抹消
手続はできない。

Ⅲ. まとめ

日本のマーケットが飽和してきていることから、特に日本の
中小企業の中には欧州地域での新規の投資を検討していると
ころがあります。同時に、日系多国籍企業の多くは既存の欧州
事業の再編を検討しています。これは、既存の欧州事業が多岐
にわたっており、それぞれの会社が独自に事業を展開している
ことがあるためです。このような企業においては、バックオフィ
ス機能の統合、適切なマネジメントのポジションの設置、各国
のルールに基づく法定監査の必要性の検討などが課題となっ
ています。たとえばこれからドイツを含む欧州諸国での新規事
業の買収を行うことがある際には、同時に既存の欧州事業の再
編も検討することで、経費の削減や統括機能の強化を図ること
ができます。

欧州全体ではOECDにおける最近の傾向に加えてEU指令や
裁判所の判決も日系企業の投資の促進材料になっていますが、
ドイツへの展開という点に着目すると、昨今同意した日独租税
条約の改訂も投資の検討を促進する材料になっています。

その一方で、税法を含む関連法規には複雑な部分があり、こ
れに伴う税務上の影響も多岐にわたることから、この点に対す
る十分な知識と経験が必要になることも事実です。

プロジェクトの管理者の立場からは、組織再編税制を理解し
て自社に当てはめて適用することがプロジェクトの全体管理を
行う上で重要になってきます。特にM&Aにより新規に欧州進
出を考えている企業においては、欧州組織再編プロジェクトに
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対する社内の知識や経験が不足しがちです。さらに、日本と欧
州諸国の文化の違いや時差、言語の壁もプロジェクト管理上の
障害になりうることから、プロジェクトの管理に当たっては自
社のビジネス以外の点に関しても留意が必要になることも事実 
です。

KPMGドイツの紹介

ドイツのKPMGは、監査、税務、アドバイザリー業務、法務サー
ビスを提供するプロフェッショナルファームです。
KPMGのグローバルジャパニーズプラクティスは、日本企業の
海外事業展開を支援するための組織であり、四半世紀以上に
わたり、日系企業の進出サポートをしております。
ドイツのKPMGは、現在20名以上の日本語対応可能なスタッ
フを有する、欧州におけるもっとも大きな日系ビジネスネッ
トワークの1つになっております。加えて、9600名を超える現
地スタッフの中には、日本企業とのビジネス経験豊富な専門
スタッフが数多くおります。
ドイツにおけるグローバルジャパニーズプラクティスは、
デュッセルドルフ（西部）、ミュンヘン（南部）、ハンブルグ（北
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11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。

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。

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）。

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。更に、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。

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

シリーズ刊行物のご案内

IFRSオンライン解説

全般

日本基準

IFRS

オンライン解説　【速報】IFRIC解釈指針案　法人所得税の処理における不確実性
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/di-2015-1.aspx

www.kpmg.com/Jp/ifrs-online-commentary

会計基準Digest www.kpmg.com/jp/accounting-digest

IFRSと他の会計基準の間の重要な差異を理解する際に
役立つものとなることを目的として作成したツールです。

IFRS 基準比較表 www.kpmg.com/jp/ifrs-gaap-comparisons

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。

会計・監査ニュースフラッシュ www.kpmg.com/jp/jgaap-jgaas-news-flash

日本基準に準拠した財務諸表を作成する際に、
新たに留意すべき事項をチェックリスト形式で取り上げています。

決算の留意事項 www.kpmg.com/jp/jgaap-notice

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。

IFRSニュースフラッシュ www.kpmg.com/jp/ifrs-news-flash

保険、リース、銀行業、金融商品、収益認識に関するプロジェクトの動向の概要を
定期的に提供しています。The Balancing Itemsは、IFRSの年次改善等、
IASBの主要プロジェクトに該当しない基準書の改訂に関する情報を提供しています。

IFRS Newsletters www.kpmg.com/jp/ifrs-newsletters

IFRS解釈指針委員会（以下「IFRS-IC」）での主要な審議事項の紹介、
また、IFRS-ICで取扱われているすべての論点のステータスを

「論点サマリー」にまとめています。

IFRICニュース www.kpmg.com/jp/ifric-news

オンライン解説　【速報】IFRIC解釈指針案　外貨建取引及び事前対価
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/di-2015-2.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。

ナレッジ‒ニュース www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news

オンライン解説　【速報】公開草案　投資不動産の振替（IAS第40号の改訂案）
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/ed-2015-9.aspx

オンライン解説　【速報】公開草案　IFRSの年次改善（2014－2016年サイクル）
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-exposure-draft-commentary/Pages/ed-2015-10.aspx

オンライン解説　2015年11月　IASB会議速報
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/iasb-meeting-flash/Pages/iasb-update-201512.aspx

オンライン解説　2015年11月　IFRS-IC会議速報
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-ic-meeting-flash/Pages/ifrs-ic-update-201512.aspx

オンライン基礎講座　研究開発費・ソフトウェア
www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/jgaap-basic-lecture/Pages/research-development-201510.aspx

日本基準 オンライン基礎講座 www.kpmg.com/Jp/jgaap-online-lecture

ご案内 ご案内
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2015年11月
English / Japanese

デジタルディスラプション（デジタル時代
の創造的破壊）は、企業の価値創造から
価値提供までの方法を急速に変化させ
ていますが、対応をスタートしている組
織はごくわずかで、デジタル化によるビ

ジネスの変革に十分に対応する全社的戦略も万全とは言えません。本冊子で
は、KPMGの調査で明らかになったデジタル化に成功するための4本の柱に加
え、KPMGのプロフェッショナルによる、実用的な洞察と実行可能なアドバイス
を示しています。

メールマガジンのご案内

セミナーのご案内

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。

国内および海外の経営環境を取り巻く様々な変革の波を先取りしたテーマのセミナーやフォーラムを開催しています。
最新のセミナー開催情報、お申込みについては下記 Web サイトをご確認ください。

KPMG 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。

www.kpmg.com/jp/mail-magazine

www.kpmg.com/jp/ja/events

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

IFRSの改訂ヘッジ会計
－ケースで学ぶ新しいヘッジ会計（改訂第二版）

ますます膨らむ世界的課題
－ エネルギー・資源セクターにおける贈収賄・
汚職防止コンプライアンスの管理

2015年12月
English / Japanese

エネルギー・資源系企業を取り巻く事業環境は、
世界各地でますます複雑化しています。コンプ
ライアンス、中でも贈収賄・汚職防止（antibribery 
and corruption、「ABC」）の領域において、この
傾向は特に顕著であると言えます。本冊子は、
KPMGが贈収賄・汚職防止コンプライアンスの
リスクに関し、659名の企業幹部を対象に行っ
た調査結果をまとめたものです。

2015年12月
Japanese

本冊子は、日本基準利用者の視点から、IFRS
第9号のヘッジ会計の仕組みを具体的に解説
するものです。日本企業の実務で一般的にみ
られるヘッジ活動に、ヘッジ会計を適用した
場合の留意事項等について、その影響を検 討
し、ケース・スタディ方式で説 明しています。
初版公表後から本第二版公表時までのKPMG
の見解等を含む最新の情報を反映しています。

グローバル製造業の展望
戦いへの準備：変革に備える製造業

2015年11月
English / Japanese

2015年初旬、KPMGはForbesを通じ、航空宇宙 ・ 
防衛、自動車、コングロマリット、医療機器、工学
&工業製品、金属業界の6業界のシニアエグゼ
クティブ386名に対し調査を実施しました。調査
結果をまとめた本冊子では、これから訪れるイ
ノベーションとテクノロジー主導の変革に備え
るため、世界各国の製造業がどのような対策を
取っているか、また、長期的成長と競争優位の
実現に向けて各製造業が自社の態勢を整える
ためのポイントをまとめています。

行為（コンダクト）とカルチャーの交わり
－問題へのアプローチ
金融サービス業界のカルチャーの改善

2015年12月
English / Japanese

度重なる金融機関の不正行為によって顧客や
市場は大きなインパクトを受け、金融機関には
ガバナンス強化のための巨額のコストと風評
被害が生じています。金融機関が信頼を取り
戻すためには、公正性・誠実性等を基盤にした、
顧客、規制当局および株主等との関係の再構
築が必要です。本冊子は、不正行為の防止と、
組織内のカルチャー強化のためのアプローチを
紹介します。

CIOがデジタル時代の先駆者となるために
Digital business: 
It’ s time for CIOs to lead or get out of the way

IFRS財務諸表ガイド－開示例（2015年9月版）
Guide to annual financial statements 
- Illustrative disclosures（September 2015）

あずさアカウンティング
ニュース

KPMG Integrated Reporting
Update（統合報告）

KPMG 海外ニューズレター　

KPMG FATCA/CRS NEWSLETTER

KPMG Sustainability Insight

KPMG Risk Advisory News

あずさIPO ニュース

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。

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。

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。

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。

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。

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。

米国FATCA法及びOECD CRS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。

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。

2015年9月
English / Japanese

本冊子は、国際財務報告基準（IFRS）に準拠し
た財務諸表を作成する際に、利用者に役立つ
ものとなることを目的として作成されています。
2015年1月1日に開始する事業年度から企業
に適用が義務付けられる、2015年8月1日時点
で公表されているIFRSを反映しています。

ご案内 ご案内
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【著】範 堅／姜 躍生　【監訳】角田 伸広／大谷 泰彦　【編訳】KPMG

中央経済社・482 頁　5,400 円（税抜）

本書は、中国に子会社を設置している日本企業にとって避けることのできない移転価格
調査に関する中国国家税務総局の現職幹部による執行実務の指針であり、中国におい
て移転価格実務家のバイブルとされている書籍の日本語訳です。
BEPS（税源浸食と利益移転）への対抗策により、中国における移転価格調査は強化
される傾向にありますが、日本企業の親会社と中国子会社の担当者が日本語で読む
ことのできる唯一の包括的な解説書で、法令等も巻末に和訳して掲載している実用
性の高い書籍となっています。
BEPSを契機として、税務リスク管理を親会社が主導的に行うことが求められてい
ますが、そのために中国税務当局の移転価格税制の執行実務を確認できる貴重な一
冊となっています。

2015 年 9 月刊　
【編著】阿部 信一郎／関口 博／清水 建夫（弁護士）

三協法規出版・344 頁　3,800 円（税抜）

本書は、中小企業の経営者や管理者の方を中心にわかりやすい情報を提供して
おり、会社法に馴染みのない経営者でも簡単に読みはじめることができます。
会社の経営・管理およびコンプライアンスに関して重要となる点をピックアッ
プし、要点を把握できるようにしています。
また、2015 年 5 月 1 日から施行された改正会社法の内容を解説しており、最新
の情報を得ることができます。
弁護士、税理士、司法書士など異業種の専門家とともにあずさ監査法人の会計
専門家が執筆に参加しています。

Ⅰ 会社法
１ 設立
２ 株式
３ 機関
４ 計算
５ 組織再編・事業譲渡・解散・清算

Ⅱ 労働
Ⅲ その他
Ⅳ 会社法の改正
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【著】ロバート・G・エクレス、マイケル・P・クルス　【監訳】北川 哲雄　
【訳】 KPMG ジャパン 統合報告アドバイザリーグループ　

日本経済新聞出版社・328 頁　3,200 円（税抜）

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、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。
本書は、統合報告の普及を支援することを目的に、ハーバード ・ ビジネススクール名誉教授であり、サス
テナビリティ会計基準審議会前議長であるロバート ・ G ・ エクレスと同審議会評議会メンバーのマイケ
ル ・ P ・ クルスが執筆した『The Integrated Reporting Movement』（ Wiley、2014 年 11 月刊行）を、北川哲雄
教授（青山学院大学国際マネジメント研究科）監修のもと、KPMG ジャパン統合報告アドバイザリーグ
ループが翻訳したものです。統合報告が生まれた南アフリカの事例紹介および統合報告にかかわるムー
ブメントの現状を紹介したうえで、企業、投資家、規制当局がすべきことを併せて提案しています。
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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。
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パターン別 退職給付制度の選択・変更と会計実務

ケースでわかる一般事業会社のためのIFRS 金融商品会計

詳細解説　IFRS 実務適用ガイドブック

Q&A　連結決算の実務ガイド（第４版）
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退職金・企業年金制度の変更事案に直面する機会は多数あり、選択できる企業年金制
度や制度設計の自由度も増した結果、求められる会計上の判断も高度化 ・ 複雑化してき
ています。
本書は、2012 年の基準改正を反映した退職給付制度変更の会計処理の解説をしていま
す。制度変更の主要項目の解説だけでなく、制度の選択 ・ 変更にあたって有用な各制度
の特徴や法令上の要求事項などについても、できる限り最新の規定を反映しています。
また、制度変更目的と制度変更事例との関連や移行制度間のマトリクス形式による一覧
表など、知りたい項目にアクセスしやすい体系となっています。退職金・企業年金制度
は各社多様であることから、様々なケースによる実務上の留意点を取り上げており、退
職給付制度の選択・変更を考えるにあたり、利便性の高い内容となっています。
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IFRSの金融商品に関する会計基準は、売掛金や買掛金といった金融商品を保有して
いるすべての一般事業会社に適用されます。その一方で、金融商品に関する会計基
準のすべての規定を適用することは稀であると考えられます。
本書は、一般事業会社の視点からIFRSの金融商品に関する会計基準について解説す
ることを目的としており、前半の理論編と後半の実践編により構成されています。
理論編では執筆者の経験に基づき、平均的な一般事業会社の視点から規定を重要度
で分け、重要度の高いと思われるものについて重要度と解説を行っています。ま
た、実践編ではよく用いられる取引のライフサイクルにわたる会計処理の例を示し
ています。
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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。
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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。
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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。

第 1 章
第 2 章
第 3 章
第 4 章
第 5 章
第 6 章
第 7 章
第 8 章
第 9 章

企業再生のプロセス
デューデリジェンスの実務
事業再生計画
事業リストラクチャリング
財務リストラクチャリング
事業のライフサイクルごとの再生手法・ポイント
企業規模による再生取組みにおける特徴・ポイント
海外での事業再生事例
ケーススタディで実践を学ぶ

パターン別 退職給付制度の選択・変更と会計実務

ケースでわかる一般事業会社のためのIFRS 金融商品会計

詳細解説　IFRS 実務適用ガイドブック

Q&A　連結決算の実務ガイド（第４版）

2015 年 8 月刊
【著】あずさ監査法人　公認会計士 三輪　登信

中央経済社・464 頁　4,800 円（税抜）

退職金・企業年金制度の変更事案に直面する機会は多数あり、選択できる企業年金制
度や制度設計の自由度も増した結果、求められる会計上の判断も高度化 ・ 複雑化してき
ています。
本書は、2012 年の基準改正を反映した退職給付制度変更の会計処理の解説をしていま
す。制度変更の主要項目の解説だけでなく、制度の選択 ・ 変更にあたって有用な各制度
の特徴や法令上の要求事項などについても、できる限り最新の規定を反映しています。
また、制度変更目的と制度変更事例との関連や移行制度間のマトリクス形式による一覧
表など、知りたい項目にアクセスしやすい体系となっています。退職金・企業年金制度
は各社多様であることから、様々なケースによる実務上の留意点を取り上げており、退
職給付制度の選択・変更を考えるにあたり、利便性の高い内容となっています。
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退職給付会計の基本
制度変更のパターンと会計処理
確定給付企業年金に係る制度変更
ポイント制退職給付制度への移行
キャッシュバランスプランへの移行
確定拠出年金に係る制度変更
厚生年金基金からの移行
中小企業退職金共済制度への移行
退職給付制度の廃止と退職金前払い制度の導入
事業再編に係る会計処理
国際財務報告基準上の取扱い
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第 5 章
第 6 章
第 7 章
第 8 章
第 9 章

連結財務諸表総論
投資と資本の相殺消去
持分の変動
連結消去・修正仕訳
持分法
税効果会計
その他の会計基準と連結上の処理
開示
IFRS

2015 年 7 月刊
【編】あずさ監査法人　IFRS アドバイザリー室

中央経済社・220 頁　2,700 円（税抜）

IFRSの金融商品に関する会計基準は、売掛金や買掛金といった金融商品を保有して
いるすべての一般事業会社に適用されます。その一方で、金融商品に関する会計基
準のすべての規定を適用することは稀であると考えられます。
本書は、一般事業会社の視点からIFRSの金融商品に関する会計基準について解説す
ることを目的としており、前半の理論編と後半の実践編により構成されています。
理論編では執筆者の経験に基づき、平均的な一般事業会社の視点から規定を重要度
で分け、重要度の高いと思われるものについて重要度と解説を行っています。ま
た、実践編ではよく用いられる取引のライフサイクルにわたる会計処理の例を示し
ています。

Ⅰ 理 論 編

第 1 章

第 2 章
第 3 章
第 4 章
第 5 章
第 6 章
第 7 章
第 8 章
第 9 章
第 10 章
第 11 章
第 12 章

Ⅱ 実 践 編
ケース1
ケース2

IFRS の金融商品に関する
会計基準の概要
金融商品に関する
会計基準の範囲
金融資産の分類と測定
金融負債の分類と測定
組込デリバティブ
認識と認識の中止
金融資産の減損
ヘッジ会計
表示
開示
公正価値による測定
外貨換算
IFRS の初度適用
ケーススタディ
外国通貨
定期預金

ケース3
ケース4
ケース5
ケース6
ケース7
ケース8
ケース9
ケース10
ケース11
ケース12
ケース13
ケース14
ケース15

ケース16
ケース17
ケース18

外貨建定期預金
受取手形
売掛金
外貨建売掛金
貸付金
債券
上場株式
非上場株式
買掛金
外貨建買掛金
固定金利の借入金
変動金利の借入金
転換社債型新株
予約権付社債
自己株式
予定売上
予定仕入

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。
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第 3 章

第 4 章
第 5 章
第 6 章
第 7 章
第 8 章

第 9 章
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第11章

財務報告に関する
概念フレームワーク
財務諸表
棚卸資産
有形固定資産・
借入費用
無形資産
投資不動産
減損
リース
引当金、偶発負債
及び偶発資産
法人所得税
収益
従業員給付

第 12 章
第 13 章
第 14 章
第 15 章
第 16 章
第 17 章
第 18 章
第 19 章

付 録 ①

付 録 ②

付 録 ③

金融商品
公正価値測定
外貨換算
企業結合
連結・投資
その他の論点
初度適用
わが国のIFRS 適用に
関する制度を巡る
議論と任意適用制度
IFRSをよりよく
理解するために
顧客との契約から
生じる収益（新基準）
リース（改訂公開草案）

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）

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。

第 一 章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
補 論 1
補 論 2

独立企業原則
移転価格算定方法
比較可能性分析
移転価格争議の回避と解決の管理方法
移転価格文書
無形資産に対する特別の考慮
グループ内役務に関する特別の考慮
中国移転価格戦略における調整要因、契機、思索
中国移転価格税制の最新動向
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移転価格税制実務指針　－中国執行実務の視点から—
実務ガイダンス 移転価格税制（第4 版）
国際税務　グローバル戦略と実務
統合報告の実際－未来を拓くコーポレートコミュニケーション
実践　企業・事業再生ハンドブック
実践　人事制度改革　－今、解決すべき14 課題への対応実務－
すらすら図解　M&A のしくみ
あるべき私的整理手続の実務
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
欧米・新興国・日本16 ヵ国50 社のグローバル市場参入戦略
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
経営戦略としての事業継続マネジメント
金融機関のための介護業界の基本と取引のポイント
改正犯収法と金融犯罪対策
CFO の実務（第2 版）
IPO と戦略的法務－会計士の視点もふまえて
これですべてわかるIPO の実務（第2 版）
アジア上場の実務　Q&A
Q&A　株式上場の実務ガイド
これですべてがわかる内部統制の実務（第2 版）
図解 CAAT実践入門－データ活用による内部監査の高度化
IT 統制評価全書
企業不正の調査実務－兆候の検知から調査技術、事後処理まで
不正・不祥事のリスクマネジメント
Q&A　新興企業の内部統制実務（第2 版）
不正防止のための実践的リスクマネジメント
中国子会社の投資・会計・税務（第2 版）
メコン流域諸国の税務（第2 版）
英国の新会計制度
早わかり中国税務のしくみ
中堅・中小企業のアジア進出ガイドブック
学校法人会計の実務ガイド（第6 版）
公益法人・一般法人の新決算実務Q&A
社会福祉法人会計の実務ガイド
新地方公営企業会計の実務ガイド
国立大学法人会計の実務ガイド（第3 版）
病院コストマネジメント

業種別アカウンティング・シリーズⅠ
1. 建設業　２. 食品業　　３. 医薬品業　　４. 造船・重機械業
5. 商社　　 6. 小売業　　７. 不動産業　　８. 運輸・倉庫業

９. コンテンツビジネス　　 10. レジャー産業

業種別アカウンティング・シリーズⅡ
1. 銀行業　　２. 証券業　　３. 保険業　　４. 自動車・電機産業
5. 素材産業　６. 化学産業　７. エネルギー・資源事業　　
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ケースでわかる一般事業会社のためのIFRS 金融商品会計
すらすら図解　IFRS のしくみ（最新版）
詳細解説　IFRS 実務適用ガイドブック
IFRS の基盤となる概念フレームワーク入門
パターン別 退職給付制度の選択・変更と会計実務
会社法決算の実務（第9 版）
有価証券報告書の見方・読み方（第9 版）
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移転価格税制実務指針　－中国執行実務の視点から—
実務ガイダンス 移転価格税制（第4 版）
国際税務　グローバル戦略と実務
統合報告の実際－未来を拓くコーポレートコミュニケーション
実践　企業・事業再生ハンドブック
実践　人事制度改革　－今、解決すべき14 課題への対応実務－
すらすら図解　M&A のしくみ
あるべき私的整理手続の実務
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
欧米・新興国・日本16 ヵ国50 社のグローバル市場参入戦略
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
経営戦略としての事業継続マネジメント
金融機関のための介護業界の基本と取引のポイント
改正犯収法と金融犯罪対策
CFO の実務（第2 版）
IPO と戦略的法務－会計士の視点もふまえて
これですべてわかるIPO の実務（第2 版）
アジア上場の実務　Q&A
Q&A　株式上場の実務ガイド
これですべてがわかる内部統制の実務（第2 版）
図解 CAAT実践入門－データ活用による内部監査の高度化
IT 統制評価全書
企業不正の調査実務－兆候の検知から調査技術、事後処理まで
不正・不祥事のリスクマネジメント
Q&A　新興企業の内部統制実務（第2 版）
不正防止のための実践的リスクマネジメント
中国子会社の投資・会計・税務（第2 版）
メコン流域諸国の税務（第2 版）
英国の新会計制度
早わかり中国税務のしくみ
中堅・中小企業のアジア進出ガイドブック
学校法人会計の実務ガイド（第6 版）
公益法人・一般法人の新決算実務Q&A
社会福祉法人会計の実務ガイド
新地方公営企業会計の実務ガイド
国立大学法人会計の実務ガイド（第3 版）
病院コストマネジメント

業種別アカウンティング・シリーズⅠ
1. 建設業　２. 食品業　　３. 医薬品業　　４. 造船・重機械業
5. 商社　　 6. 小売業　　７. 不動産業　　８. 運輸・倉庫業

９. コンテンツビジネス　　 10. レジャー産業

業種別アカウンティング・シリーズⅡ
1. 銀行業　　２. 証券業　　３. 保険業　　４. 自動車・電機産業
5. 素材産業　６. 化学産業　７. エネルギー・資源事業　　
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　【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）
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全国主要都市に約 5,400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
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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。

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。
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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。
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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。

株式会社 KPMG FAS

TEL 03-3548-5770

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。

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

東京事務所
大阪事務所

TEL 03-3548-5303
TEL 06-7731-2200

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。

KPMGヘルスケアジャパン株式会社

TEL 03-3548-5470

126 KPMG Insight  Vol. 16   Jan. 2016 © 2016 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.



ご案内

「KPMG 会計・監査 A to Z」アプリのご紹介
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。

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。

オンライン解説

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

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。

オンライン基礎講座

アプリのダウンロード
・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
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