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オーストラリアにおける企業買収時の税務・会計上の留意事項

M&Aトレンド

2011 年に公表された M&A（金額ベース）は、全世界で前年比 7％増となる 2.6 兆米ドル（約 200 兆円）となりま

した。しかし、下半期だけで見た場合には前年同期比 24％減であり、欧州の債務問題や世界レベルの景気懸念

が M&A マーケットにも大きな影響を与えていることが分かります。各国首脳が表明している財政再建及び緊縮

財政を受け、マーケットは 2012 年第一四半期に回復することを期待していますが、投資家のリスク回避傾向はし

ばらく続くと予想されます。

豪州における 2011 年の M&A 総額は全世界の増加率を上回り、前年比で 12％増となる 1730 億米ドル（約 13

兆円）となりました。日本から豪州への投資も引き続き活発です。リオティントと三菱デベロップメント社（三菱商事

の子会社）による豪石炭企業コール&アライドの買収（追加取得）など資源関連に限らず、三菱 UFJ 信託銀行が

AMP キャピタルに 425 百万豪ドル出資する等、対象となる業界もさまざまになっています。(出所：Thomson

Reuters, Mergermarket & PwC Analysis)

はじめに

企業買収の検証時および実行時において、投資家は通常、定量情報をもとに投資回収率を検証します。すなわ

ち、企業財務論に基づき、第一義的にはキャッシュフロー（現金収支）が重要視されます。加えて、日系企業にお

いては、買収の意思決定および成否を判断するに当たり、キャッシュフローのみならず会計上の利益を重要な指

標とするケースが多く見られます。当ニュースレターは、2011 年 12 月末時点の豪州税法および会計基準（IFRS）

に基づき、豪州にて企業買収を行う際に、キャッシュフローに大きな影響を与える主要な税務上の取り扱いおよび

会計上の利益に影響をあたえる主要な会計上の取り扱いに関する留意事項をまとめたものです。

税務上の留意事項

1.株式買収vs.資産買収

豪州の事業に投資を行う際のスキームは、主として株式取得（100％かそれ以外）か資産取得かに分けられます。

以下の表はそれぞれにおける税務上の取り扱いをまとめたものです。

 被買収企業の株式 100％を取得し、当該

企業を既存の豪州連結納税グループに組

み込む場合、税務上の資産簿価は買収時

の公正価値（時価）で再評価されます。買

収価格が資産に配分され、資産簿価が増

加する場合には、当該資産にかかる将来

の損金算入額が増加し、結果として税務

上有利な取り扱いになります。また、税務

上の償却資産・非償却資産の振り分けの

結果次第では、将来の損金算入額に大き

く影響するので注意が必要です。連結グ

ループに組み込む）か否かはストラクチャ

ーによって選択が可能ですので、メリット・

デメリットを鑑みて、ストラクチャーの検証

をすることが有用です。
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 市場性のない株式に関する投資を行う場合は、主に株式譲渡税およびランドホルダー/ランドリッチ税の 2

つの印紙税関係します。前者は多くの州で廃止になっていますが、未だ NSW および SA では課税され、税

率は 0.6％です。一般に、ランドホルダー/ランドリッチ税は、ランドホルダー/ランドリッチとされる企業の株式

を 50％以上取得する際に課税されます。税率は各州で異なりますが、平均で約 5.5％です。資産買収の際

の印紙税についても、税率/免税規定等、各州・特別地域ごとに資産の種類に応じて異なります。

2.非法人型JV vs. 法人型JV

プロジェクトへの共同出資や資源権益の一部買収の際に、ジョイントベンチャーを設立することが検討されます。

この際、非法人型JV（パートナーシップに類似、下表「Unincorporated JV」）を選択するか法人型JV（株式会社に

類似、下表「Incorporated JV」）を選択するかによって、税務上の取り扱いが大きく異なります。以下の表は主な相

違点をまとめたものです。

 印紙税について若干留意が必要です。資源権益を有している企業との間に、非法人型 JV を設立するような

場合には、出資額が一部の資産の公正価値を超過する部分について課税される可能性があります。一方、

法人型 JV であれば、株式譲渡税の 0.6％が適用されます。

会計上の留意事項

1.支配と影響力

以下の表は、連結財務諸表を作成する際における、被買収企業の取り扱いをまとめたものです。それぞれのケー

スで、買収後に連結財務諸表に与える影響が異なるので注意が必要です。

 支配（左表「Control」）：買収の結果被買収企業を支

配する場合、典型的には議決権の 50％超を所有す

る場合には、買収日から企業結合会計（および PPA：

パーチェス・プライス・アロケーション（後述））を適用

し、当該対象会社を連結する必要があります。

 共同支配（左表「Joint Control」）：共同支配企業につ

いては、比例連結または持分法のいずれの方法も認

められます。しかし、2013 年 1 月 1 日より適用される

IFRS11 では比例連結を認めていないので、注意が

必要です。

 重要な影響力（左表「Significant influence」）：投資企

業が被買収企業に重要な影響力を有している場合、

典型的には議決権の 20％を所有している場合には、

持分法を適用します。

 影響力なし（左表「No influence」）：IFRS9 の金融資

産として認識・評価されます。

非法人型 JV を選択した場合、下記ののメ

リットがあります。

 JV にて発生した損益を、出資者にタイ

ムリーに帰属させられます。例えば、投

資企業（あるいは投資企業の連結納税

グループ）は、開発段階に JV にて発生

した欠損金をタイムリーに利用すること

ができます。

 出資できる権利の取得額およびその行

使コストを損金扱いできます。

 税務計算を別途行う必要がありませ

ん。
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 検討している買収取引の結果、企業結合会計が適用されるか否かを検証するために、IFRS における企業

結合の定義を理解する必要があります。IFRS において企業結合とは、「取得企業が 1 つまたは複数の事業

に対する支配を獲得する取引その他の事象」と定義しています。IAS 27 号においては、通常 50％超の議決

権を保有する場合に支配を有するとみなされますが、50%以下しか保有していなくても支配が存在する場合

もありますので注意する必要があります。

2.企業結合会計 vs. 資産買収会計

以下の表は、企業買収時の会計処理について、企業結合会計と資産買収会計とを比較したものです。

※上表「FV」は Fair Value（公正価値）

企業結合会計においては、一時差異、欠損金、潜在的な税務負債等に対して繰延税金資産/負債が認識されま

す。Day1 時における会計上の資産負債と税務上の資産負債の評価額が異なる場合や、上記トランザクションコ

ストについて会計および税務で異なる処理が求められること等が要因となります。一方、資産取得については、除

外規定が適用され、一時差異に関する繰延税金資産/負債は認識されません。

3. PPA：パーチェス・プライス・アロケーション

企業結合会計では、すべての資産負債（のれんや偶発債務も含む）は買収日に公正価値にて評価されます。公

正価値は、取引の知識がある自発的な当事者の間で、独立の第三者間取引条件により、資産が交換され、また

は負債が決済される価額と定義されています。PPA は買収対価を資産及び負債に割り当てるプロセスを言い、

買収を経て、これまで認識されていなかった Goodwill が認識されます。

特にトランザクション・コスト（取引費

用）の取り扱いに留意が必要です。企

業結合の際には、 トランザクション・コ

ストは費用処理され、企業結合の会計

処理には含めません。一方、資産買

収の際には取得価格の一部として資

産化することが可能です。また、偶発

債務については、企業結合の際には

公正価値にて再評価され、資産買収

の際には引き当て要件を満たすまで

計上されないことに注意が必要です

PPA の結果、過去の収益レベルと将

来の収益レベルが相違する可能性が

あります（右端の欄参照）。正確な数

値はトランザクションの後、開始財務

諸表の確定時に確認できます。投資

の検討に際し、投資委員会等の承認

を得る前に暫定的な数値が必要な際

には、ハイレベルの PPA を実施し、モ

デルを作成・検証することが必要にな

ります。
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4. 企業結合により発生したのれん

企業結合によって取得日に発生するのれんは、IFRS 上資産計上され、償却は行われません。のれんは少なくと

も年に一度、及び減損の兆候の発生の都度、減損テストを実施することになります。減損テストは、ガイダンスで

定義される資金生成単位（CGU）または CGU グループの回収可能価額（売却費用控除後の公正価値また使用

価値のいずれか高い方）を帳簿価額と比較します。回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に、減損損失を認

識します。従いまして、減損リスクにつきましては、あくまでも減損の兆候の発生の有無、及び回収可能価額の毀

損の程度によるものとなります。

本記事の執筆者：トランザクション・サービス部 会川 徹（toru.a.aikawa@au.pwc.com）

PwC ディールズ ・アドバイザリー部門 / トランザクション・サービス部

PwC オーストラリアのディールズ・アドバイザリー部門は、トランザクションのすべてのステージ、すなわち案件の

開拓および評価、デューデリジェンス、コーポレートファイナンスの組成、ディールの実行、統合支援および実行時

においてアドバイスを提供し、クライアントが企業買収、事業売却および資本調達から最適な結果を得られるよう

に支援します。自社戦略への適合、統合に向けての課題、リスク・プロファイル、企業文化の融合、統合計画の策

定等のために、財務数値が示唆するものを読み解いてアドバイスを行います。我々は PPP、インフラストラクチャ

ー、不動産案件に関するプロジェクトファイナンスに関するアドバイスも提供しています。また、経済政策、規制環

境、ビジネスケースの分析や事業評価等のサポートも行っています。

トランザクション・サービス部は、いかなるトランザクションの機会においても、その便益を最適化できるよう、財務

面から経営上の判断をサポートいたします。私どもが提供するサービスは、買手/売手の財務デューデリジェンス、

事業売却サポート、入札支援、公募増資のサポート、ディールサポート、M&A 税務コンサルティング等です。オー

ストラリア全土で 100 人超の人員を有し、メンバーを産業ごとのチームに所属させ、業界の知識・経験を持ってク

ライアントサービスを行っています。ご不明な点等ございましたら最寄の弊社担当者までご連絡ください。
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PwC のレポート・刊行物・出版物

会計、税務、経営に関連する下記レポート・出版物が発行・発表されています。詳細はPwC Japanのwebサイトで

ご確認いただけます。

レポート・刊行物

 ｢第15回世界CEO意識調査｣の結果発表new!

 「銀行企業価値研究会報告書～多様なステークホルダーを視野に入れた銀行の企業価値の把握に向け

て～」を公表new!

 世界のカジノ収益、2015年には1,828億米ドルに達する見通しnew!

 「経済犯罪意識調査 2011」を発表new!

 アジア太平洋地域のCEO、成長に強い自信new!

 M&A白書2011～「M&A実態調査2011」調査結果のサマリー～

 ソルベンシーⅡは、どこへ向かうのか

 モデル構築に期待される成果

 2050年における銀行業界の展望

 インシュアランス・バナナ・スキン 2011 －保険業界が直面するリスクにかかわるCSFIサーベイ

 PwC産業分析レポート －東日本大震災による産業界への影響

 グローバル エンタテイメント&メディア アウトルック 2011-2015

 オーストラリアにおける事業活動入門ガイド 2010

 Similarities & Differences 2010

 Asia-Pacific M&A Bulletin 2010年下半期版－二つの景気回復：世界とアジア

出版物

 アジアM&Aガイドブック

 『IFRSの実務マニュアル』第2版

 会社法計算書類の実務-作成・開示の総合解説-（第3版）

 IFRSをめぐる税務を見据える －個別財務諸表に適用された場合の影響を探る－

PwC AustraliaのJapanese Services Desk

PwCは、豪州国内企業及びグローバルに展開する国際的企業に対して、会計監査や税務/法務アドバイス、

M&Aアドバイス等の専門的業務を提供する、豪州国内および世界最大規模のプロフェッショナルサービス組織で

す。

PwC Australia Japanese Services Desk（日本企業部）は、オーストラリアや太平洋地域等で事業・投資活動を

行っている日系企業に対して、きめ細やかな専門的業務ををご提供させて頂くことを目的に、日本人プロフェッショ

ナルを中心としたメンバーによって構成されております。豪州および日本における会計･税務面等での専門的知

識および実務経験、両国における商慣習及び文化的側面に関しての深い理解をフルに活用し、意思疎通を含め

た多様な局面における業務の提供に従事させていただいております。

画一的なサービスに留まらず、日本人プロフェッショナルによる業務コーディネイトの下、経験豊かなメンバーがチ

ームを組み、クライアントの皆様に最適な解決策をご提示できるように取り組んでおります。

日本のPwCグループ（あらた監査法人、プライスウォーターハウスクーパース株式会社、税理士法人プライスウォ

ーターハウスクーパース）とは緊密な関係を築いており、人事交流やフレームワーク/業務ツールの共有化等を通

じて、高いレベルでのサービス品質の標準化を行っております。日系企業のグローバル展開の際には、日本及び

オーストラリアの双方の専門家チームがシームレスに連携してご支援させて頂くことを通し、複雑性の高い案件に

も柔軟に対応できる仕組みを構築しております。
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Team Cardもご利用ください

拠点 下記連絡先までお気軽にご相談ください

シドニー事務所
Darling Park Tower
2
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000

Advisory （ディールズ ・アドバイザリー/コンサルティング）

ディレクター/JSD リーダー

川口 宏
+61 (2) 8266 1223
hiroshi.a.kawaguchi@au.pwc.com

マネージャー

会川 徹
+61 (2) 8266 0462
toru.a.aikawa@au.pwc.com

Tax and Legal Services (税務・法務関連業務)

プリンシパル

田中 直人
+61 (2) 8266 7348
naoto.tanaka@au.pwc.com

シニア・アカウンタント

田村 りか
+61 (2) 8266 1639
rika.tamura@au.pwc.com

Assurance （会計監査/内部統制等）

シニア・マネージャー

大辻 竜太郎
+61 (2) 8266 0043
ryutaro.otsuji@au.pwc.com

シニア・アカウンタント

千葉 容子
+61 (2) 8266 1695
yoko.chiba@au.pwc.com

アカウンタント

下田 祐子
+61 (2) 8266 1773
yuko.a.shimoda@au.pwc.com

マネージャー

竹原 広樹
+61 (2) 8266 4020
hiroki.a.takehara@au.pwc.com

シニア・アカウンタント

金子 雅夫
+61 (2) 8266 1767
masao.a.kaneko@au.pwc.com

シニア・アカウンタント

才田 健一郎
+61 (2) 8266 3779
kenichiro.a.saida@au.pwc.com

アカウンタント

奈良 将太朗
+61 (2) 8266 1772
shotaro.a.nara@au.pwc.com

メルボルン事務所
Freshwater Place
Level 19
2 Southbank
Boulevard
Southbank, VIC
3006

Assurance （会計監査/内部統制等）

シニア・マネージャー

楡 晴雄
+61 (3) 8603 3759
haruo. nire@au.pwc.com

シニア・アカウンタント

岩本 展枝
+61 (3) 8603 5693
norie.a.iwamoto@au.pwc.com

Tax and Legal Services (税務・法務関連業務)

シニア・マネージャー

神山 雅央
+61 (3) 8603 4383
masao.kamiyama@au.pwc.com

マネージャー

柴田 大輔
+61 (3) 8603 5186
daisuke.a.shibata@au.pwc.com

コンサルタント

湯口 浩美
+61 (8) 8603 5734
hiromi.yuguchi@au.pwc.com

パース事務所
QV1 Building Levels
19-21 250 St
Georges Terrace
Perth, WA 6000

Tax and Legal Services (税務・法務関連業務)

ディレクター

マルガット 尚子
+61 (8) 9238 3408
naoko.mulgat@au.pwc.com

マネージャー

柴田 大輔
+61 (3) 8603 5186
daisuke.a.shibata@au.pwc.com

シニア・コンサルタント

中嶋 由美子
+61 (8) 9238 3151
yumiko.nakajima@au.pwc.com

ブリスベン事務所
Riverside Centre
Level 15
123 Eagle Street
Brisbane, QLD 4000

Assurance （会計監査/内部統制等）/Tax and Legal Services (税務・法務関連業務)

シニア・アカウンタント

豊田 和代
+61 (7) 32578834
kazuyo.a.toyoda@au.pwc.com

コンサルタント

寺崎 信裕
+61 (7) 3257 8240
nobu.terasaki@au.pwc.com

アカウンタント

森邊 秀史
+61 (7) 3257 8565
hide.moribe@au.pwc.com

PwC Japan
8-21-1 Ginza, Chuo-
ku
Tokyo, Japan 104-
0061

Assurance Advisory

パートナー

ジェイソン ヘイズ
+81 (80) 3445 0854
jason.j.hayes@jp.pwc.com

マネージャー

三宅 修
+81 (80) 3473 7149
osamu.miyake@jp.pwc.com


