


Value Navigator（バリューナビゲーター）
本誌では、PwCのグローバルに広がる154カ国、
161,000人以上のプロフェッショナルネットワークを
活かし、現場から得られる最新のビジネス情報や
グローバルのナレッジをご紹介します。本誌がクラ
イアント企業の皆様の価値創造を導く一助となるこ
とを願い、この誌名に表現いたしました。

Greetings

 Global Thought Leadership
PwCグローバルの最先端のリサーチやレポートをご紹介します。

10 
バーゼルIIIによる
銀行経営への影響と
その対応
西原弘道
あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部
代表社員

石岡秀之
あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部
代表社員

Value  
of the Life

18 
オーケストラ指揮者の
哲学・西本智実
氷の大地からの飛翔
西本智実
ロシア国立交響楽団
首席客演指揮者

01
読者の皆様へ
PwC Japan

Global Competitiveness
日本企業がグローバル競争力を向上させるためのヒントを探ります。

22 
IFRS導入を
グループ経営管理の 
高度化に活かす
先進的なグローバル企業の 
あるべき姿
鹿島 章
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
PwC Japan IFRSプロジェクト室 リーダー 
パートナー

26 
最終利益ベースで
中国・アジア市場を
制する
アジア地域統括会社の 
成功要因
椎名 茂
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
パートナー

木村弘美
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
ディレクター

30 
なぜ連結納税を導入する
企業が増えているのか
税制改正が税効果会計に与える影響
山田祐介
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
パートナー

Economic
Navigator

News 38 世界の
PwCから

40
 vol.1  France 

34 
日本の強みを武器に
グローバル競争力を強化する
五味廣文
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 
理事長

Contents

Greetings

PwC Japanのご紹介
PwC Japanは、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、
およびそれらの関連会社の総称です。各法
人はPwCグローバルネットワークの日本にお
けるメンバーファームであり、それぞれ独立し
た法人として業務を行っています。

Value Navigator
Client Newsletter from
PwC Japan
VOL.2  2011

14 
タレントモビリティ 
2020
次世代の海外赴任戦略
吉田健之
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
人事・チェンジマネジメント ソリューションリーダー
パートナー

04 
新興国市場への期待
PwC「第14回世界CEO 
意識調査」より
安井 肇
あらた監査法人 
あらた基礎研究所長

植田隆彦
あらた監査法人 企画ネットワーク室 
シニア マネージャー

読者の皆様へ

このたびPwC Japan（プライスウォーターハウスクーパース ジャパン）の広報誌である「Value 
Navigator（バリューナビゲーター）VOL.2」を皆様のお手元にお届けします。
本号では、PwCで調査いたしました「第14回世界CEO意識調査」を特集に取り上げており
ます。本調査では、世界のCEOが、新興国市場での事業展開への期待を拠り所として、
今後の経営について経済危機前の水準までほぼ自信を取り戻し始めているということが明ら
かになりました。あわせて日本企業と世界のCEOの意識の違いも分析しています。
また、昨今クライアントの皆様から日本企業の海外展開についてのお問い合わせも多く寄せ
られております。これからの日本企業が、グローバル競争力を向上させるための私どもの見
解について、監査・税務・アドバイザリーのさまざまな視点でご紹介しております。
今回の大震災の影響による日本経済の停滞が懸念されています。このような厳しい環境下、
私どもはグローバルなビジネスのご支援を通じて、クライアントの皆様の今後のご発展に、何
らかの形でお役に立つことを切に願っております。
今後とも皆様の変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

2011年４月

PwC Japan

あらた監査法人 代表執行役
初川浩司

プライスウォーターハウスクーパース株式会社
代表取締役社長

内田士郎
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

理事長
鈴木洋之
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Growth Reimagined
PwC「第14回世界CEO意識調査」（2011年発表）
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上記の集計値は、「強い自信がある」「まあまあの自信がある」
と回答したCEOの割合の合計値
※調査方法についてはP4参照
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今後１年間の業績拡大についての自信

西
ヨーロッパ北米中東ラテン

アメリカ
東

ヨーロッパ
オーストラ
レーシア※アジアアフリカ

アフリカ

アジア・パシフィック

中・東ヨーロッパ

ラテンアメリカ

中東

北米

西ヨーロッパ

事業を展開する地域

企業の本社が
位置する地域

93%

73%

80%

67%

70%

64%

72%

89％

88％

87％

86％

100％

94％

92％

33％

77％

83％

18％

50％

71％

57％

100％

40％

73％

59％

0％

67％

75％

100％

80％

80％

86％

0％

80％

86％

75％

70％

55％

47％

85％

73％

75％

29％

40％

71％

48％

25％

67％

55％

36％

32％

69％

31％

0％

51％

48％

0％ 100％
それぞれの事業を展開する地域で成長を見込むと回答したCEOの割合（％）

今後１年間に事業の拡大が見込まれる地域

※オーストラレーシア：オーストラリア、ニュージーランドと近くの南太平洋の島々

Issue

業績への自信を回復
リーマンショックから２年が経過。政
府の景気対策や新興国の高成長への
期待を背景に、世界のCEOの88％が
今後の業績に自信を示している。

Issue

アジアが世界経済を牽引
世界のCEOの約90％が今後アジア地域での
事業・売上げの拡大を見込むと回答している。
欧米諸国のCEOも自国・地域よりアジアでの
成長に期待している。
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リーマンショック前の自信を回復

 「第14回世界CEO意識調査」によれば、

世界のCEOの88％が今後１年間の事業

見通しに自信を持っていることがわかっ

た。これは昨年調査の81％からさらに

上昇し、リーマンショック前の水準にほ

ぼ回復したことを示している（P２左図）。

　特に、｢強い自信がある（very confident）」

と回答したCEOの比率は48％と、前回

の31％から大きく上昇しており、CEO

が強気に転じていることをうかがわせる

結果となった。

新興国市場への期待
PwC「第14回世界CEO意識調査」
より

世界のCEOの業績への自信はリーマ
ンショック前の水準をほぼ回復した。
西欧、北米での景気停滞感はあるも
ののアジアを中心とする新興国への期
待が背景にある。
経済成長の中心が西から東にシフトし、
世界経済の枠組みがダイナミックに変
化する中で、多くのCEOは積極的に
対応し新たな成長戦略の展開に取り
組んでいる。
わが国においても、この構造変化を失
われた20年から脱却する好機と捉え、
アジア地域の勢いを取り込んで新たな
成長に結び付けていくことが期待される。

植田隆彦 Takahiko Ueda

あらた監査法人 
企画ネットワーク室
シニア マネージャー

PROFILE

マクロ経済・金融市場調査を担当。大
手銀行で主に調査部門、国際部門に
所属。エコノミストとして日本経済・米国
経済分析を担当したほか、アメリカ、カ
ナダ、タイで日系・非日系企業営業、海
外拠点マネジメントに従事し、現在に至る。

安井 肇 Hajime Yasui

あらた監査法人
あらた基礎研究所長

PROFILE

日本銀行を経て中央青山監査法人（現：
あらた監査法人）で金融機関のリスク
管理アドバイザリー業務に従事後、現職
に至る。将来監査法人業務に影響を与
えるであろう社会経済の基本的な潮流
について研究している。

Point Ⅰ 新興国への期待
中国・インドなどが重点国　
　自信の回復の背景には、各国政府によ

る景気対策の結果、売上げや収益が回復

してきたこともある。だが、それよりも

中国やインドを中心とする新興国がリー

マンショックの影響から早期に立ち直り、

高成長を続けていることが挙げられる。

　たとえば、西欧・北米のCEOが、自

らの地域において事業が拡大すると回答

した比率はそれぞれ48％、67％にとど

まっているが、アジアでの事業が拡大

すると回答したCEOの比率はそれぞれ

92％、94％、またラテンアメリカにつ

いても86％、80％に達している(P3 右

図)。国別に見ても、今後３年間で最も

重要と思われる国として挙げられた上位

５カ国（最大３つまでの複数回答）は、

中国（39％）、アメリカ（21％）、ブラ

ジル（19％）、インド（18％）、ドイツ

（12％）となっており、先進国で市場規

模が大きいアメリカとドイツを除けば、

新興国が上位に入り込んでいる。ちなみ

に日本を重点地域として挙げたCEOの

図表1◉経済・政策・ビジネスに関するリスク要因

比率は、５％にとどまっている。

　これまでも企業は、新興国への進出に

注力してきた。だが、リーマンショック

を契機として先進国の成長率鈍化、新興

国の一層の躍進という二極分化が明確に

なったことで、経営戦略上、新興国への

ウェイトのかけ方が一段と加速してきた

と見るべきであろう。これを世界の成長

の軸が、西から東にシフトしたと捉える

こともできる。

Point Ⅱ 将来への不安
景気の不透明感、財政赤字と人材不足　

　一方で、将来への不安も残る。欧米で

は景気回復が必ずしも順調ではない。ア

メリカでは消費者のバランスシート調整

が、欧州でもギリシャ、アイルランドな

どを中心に財政赤字を巡り、不安定な金

融情勢が続いている。また、新興国では、

インフレ懸念が台頭し始めている。

　こうした情勢を反映して、今後のリ

スク要因（図表１）として、「景気の先

行き不透明感」を挙げる世界のCEOは

71％、次いで「財政赤字と公的債務残

高に対する政府の対応」が61％、「過剰

な規制」が59％となった。

　また、新たな展開を進めるうえで、「人

材の確保」が困難になっていることも、リ

スクの1つとして挙げられている（56％）。

Point Ⅲ 企業の対応と戦略
成長戦略に転じるCEO

　先進国と新興国で経済成長のスピード

が二極分化する中、CEOは組織の変革

と経営環境変化への対応を進めている。

CEOの目線は明確に、リーマンショッ

ク直後の急激な売上げの落ち込みに対す

るコスト削減などの緊急避難的な対応か

ら、新しい成長に向けた戦略の推進へと

変化している。

　今回の調査でも、過去２年間の経営環
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回答者（N）：2011年＝1,201人　2010年＝1,198人　2009年＝1,124人　2008年＝1,150人
※潜在的な脅威として大いに心配していると回答したCEOの割合の上位９位

#1  新規項目

景気の先行き不透明感

過剰な規制

資本市場の安定性の欠如

為替レートの不安定性#1

世界経済の不均衡#1

低価格競争

エネルギーコスト

人材の確保

政府の保護貿易的傾向

景気の先行き不透明感

公的債務#1

過剰な規制

人材の確保

租税負担増#1

為替レートの不安定性

資本市場の安定性の欠如

消費者行動の変化

エネルギーコスト

人材の確保

景気の先行き不透明感

過剰な規制

低価格競争

エネルギーコスト

天然資源の不足

政府の保護貿易的傾向

サプライチェーンのセキュリティ

技術の崩壊

景気の先行き不透明感

資本市場の安定性の欠如

過剰な規制

エネルギーコスト

インフレ

低価格競争

人材の確保

政府の保護貿易的傾向

サプライチェーンのセキュリティ

「第14回世界CEO意識調査」の調査方法
　PwC「第14回 世界CEO意識調査」の調査は、2010年９〜 12月にかけて世界69カ国にお
いて1,201のインタビュー（主に電話）を実施したものである。地域ごとの内訳は、西ヨーロ
ッパ420、アジア太平洋257、ラテンアメリカ221、北米148、東ヨーロッパ98、中東および
アフリカ57。
　なお、日本のCEOからは郵送調査によりトータルで196の回答を得ており、今回の調査発
表における日本の回答に関する分析には、この196の回答を集計した結果を用いている。グ
ローバル全体およびアジア太平洋の集計には、GDP比換算により、この196の回答から売上
げ規模上位75社の回答を含めている。
　PwC Japanが発表したリリース、日本のCEOに関する集計結果のハイライトは、http://
www.pwc.com/jp/ja/japan-news/2011/20110126.jhtmlに掲載している。また、PwC Global
による調査報告書と補足資料（英語）は、www.pwc.com/ceosurveyからダウンロードできる。

m e m o

Global
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コスト削減活動の実施

新たな戦略的提携または合併事業の開始

クロスボーダーM&A

業務のアウトソーシング

アウトソーシングしていた業務の内製化

主要な事業の売却または大きな市場からの撤退

既存の戦略的提携または合併事業の終了 今後１年間に行う活動
過去１年間に行った活動

回答者（N）：1,201人
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新規地域市場の開拓

M&A

新規の事業協力や戦略的提携

20112010200920082007

29%

38%37%

31%

23%

17%15%

17%
19%

21%

14%
14%13%

15%14%

20%20%

13% 10%
11%10%

13%
回答者（N）：
2011年＝1,201人　2010年＝1,198人　
2009年＝1,124人　2008年＝1,150人　
2007年＝1,084人

※今後１年間で企業のビジネスを伸ばすために
最も重要な項目として上記の項目を挙げた
CEOの割合

図表2◉前後１年間の企業の事業戦略の着手について

図表4◉人材の確保はCEOの最も重要な課題

図表3◉ビジネスを成長させるうえで重要な項目

境の変化を受けて、88％のCEOが事業戦

略の見直しを行ったと回答している。また、

そのうちの33％のCEOは、根本的な戦略

の変更を行ったとしている。

　戦略の展開に関連して、企業が今後１

年間に実行するとしているものを過去

１年間と対比すると、「新たな戦略的提

携または合弁事業の開始」「クロスボー

ダーM&A」など、グローバル展開を意

図した項目が増えている。引き続き重要

であるとはいえ、「コスト削減」や「業

務のアウトソーシング」を挙げるCEO

は減っている（図表２）。

Point Ⅳ 今後の課題
「イノベーション」「人材の確保」
「政府との関係」が鍵を握る

　今後、企業が事業戦略を見直し、新

興国を中心にビジネスを伸ばしていく

うえで、「イノベーションの推進」「人

材の確保」「政府との役割分担」が重要

な要素となる。

　適正な人材を育成・確保するために、

今後、取り組む施策としては、「金銭以

外の報酬を増やすことで社員の動機づけ

を図る（65％）」「より多くの従業員を

海外勤務させる（59％）」が挙げられて

おり、従業員のモチベーションを維持し、

グローバル化への対応を重視するという

企業の姿勢が読み取れる。

❸ 政府との役割分担

　国の競争力や社会福祉の向上のため、

民間企業が今後３年間でコミットメント

を増やす分野として、「熟練工の訓練・

養成」「労働者の健康維持」「イノベー

ションの推進・知的財産の保護」の３つ

の項目が挙げられた。さらに、これらの

分野のうち企業が政府に何を期待するか

という点については、グローバル全体で、

「国のインフラ整備」「熟練工の訓練・養

成」「金融セクターの安定」の３項目が

上位を占めた（図表7）。

❶ イノベーションの重要性が高まる

　今後１年間でビジネスを拡大するた

めに最も重要なものとして、イノベー

ション（新製品または新サービスの開

発）を挙げるCEOが29％に達した（１

項目のみ選択：図表３）。従来は、既存

市場でのシェア増加を重視するCEOの

比率が高かったが、今回の調査では同

水準となった。これは中産階級の所得

が向上している新興国における消費者

ニーズに合わせた製品・サービスの開

発が必要とされていることを反映した

結果と言える。

　イノベーションを重要視する背景とし

て、それが事業の効率性を高め、競争上

の優位を得ること、また増収につながる

ことが挙げられている。

❷ CEOの最優先事項は人材確保

　今後１年間で世界の経営環境の変化に

対応して変化が起こる分野として、「リ

スク管理分野（77％）」「投資の決定

（76％）」「M&Aを含む組織再編（74％）」

を抑えて「人材の管理・育成（83％）」

が１位となった（図表4）。世界経済の

枠組みが大きく変化する中で、CEOは

人材の育成・確保を、最も優先度の高い

課題に挙げている。

　たとえば、業績の回復を反映して企業

は雇用にも前向きな姿勢になっており、

「今後１年間で従業員を増やす」と回答

した企業は51％と、昨年の42％よりさ

らに高まっている。

　一方で、必要な人材の確保は容易では

なく、今後３年間を展望したビジネス拡

大に必要な人材の確保については、「必

要なスキルを持った人材がいない」と

回答するCEOが66％に達したほか、「若

手従業員を組織に融合させるのが困難

（54％）」「競争相手に優秀な人材が引き

抜かれる（52％）」などが、懸念材料と

して挙げられている。

❶人材の管理・育成

❷リスク管理分野

❸投資の決定

❹M&Aを含む組織再編

❺企業の評判と信頼の回復

❻資本構成

❼取締役会とのかかわり 

回答者（N）：1,201人

変化はない 何らかの変化 大きな変化

質問：今後１年間で世界のビジネス環境の変化に対応して貴社における以下の組織または事業の分野で、
 どの程度の変化を予想していますか。

52%

50%

36%

25%

23%

23%

17%

34%

34%

41%

47%

48%

54%

52%

12%

15%

22%

27%

28%

23%

31%
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経済成長の中心は西から東へ

　今回の調査で明らかになったことは、

世界のCEOが自信を取り戻し、業績拡

大に一層積極的になっていることであ

る。経済成長の中心が西から東にシフ

トし、世界経済の枠組みがダイナミッ

クに変化する中で、多くのCEOは積極

的に対応し新たな成長戦略の展開に取

り組んでいる。

　日本企業にとっては、欧米企業、台頭

する新興国企業と伍していくうえで、一

層のグローバル化の推進、迅速な経営判

断、新しいビジョンの策定が必要になる。

また、アジアは距離的には日本から近い

ものの、欧米のCEOも中国・インドを

始めとするアジアに注力していることか

ら、今後は現地市場における競争が一層

厳しさを増すであろう。

　一方、最近になって増えている日本企

業と海外企業の合弁設立や業務提携の動

き、あるいは国内企業同士の統合や提携

のニュースは、すでに製造業・非製造業

を問わず、多くの日本企業が新しい枠組

みに対応した動きを始めていることの証

左である。今後も日本企業は、グローバ

ル化を加速させていくであろう。

　わが国は、財政赤字、少子化、社会保

障問題に加え、先般の東日本大震災への

対応など、さまざまな課題を抱えている。

こうした中にあっても、たとえば、中

国・インドを中心とするアジア地域の高

成長は新たな需要を生み出している。

　わが国は、これら地域に向けた直接・

図表5◉今後１年間の業績見通しについて、「自信あり」と回答したCEOの割合の推移

図表6◉今後３年間に事業拡大するうえで最も重要な国

図表7◉ 国の競争力や社会福祉の向上のために民間企業としてコミットメントを増やす分野・政府に期待する分野

民間企業として今後3年間にコミッ
トメントを「ある程度増加」 「大幅増」
と回答したCEOの割合の合計

これらのうち政府に優先してほし
いとCEOが期待している分野の
割合（最大3つまで選択）

間接的な輸出の拡大、投資収益の拡大、

あるいはこれらの地域における中所得者

の日本市場への呼び込みなどを通じ、ア

ジア経済に牽引される形で成長率を高め

ることができよう。

アジアの成長力を取り込む

　幸いにして、日本は欧米諸国が直面

しているような家計のバランスシート

調整が少ない。財政赤字の削減、貿易

問題などにしても取り組むべき課題が

見えている。

　東日本大震災からの復興という最大級

の危機を乗り越え、アジア地域の勢いを

巧みに取り込んで新たな成長に結び付け

ていくことが期待される。 V

日本のCEOによる回答の特徴

　このような世界のCEOの回答に対して、

日本のCEOもおおむね同じ傾向を示して

いる。その中で、日本のCEOの回答の特

徴として、次の３点を挙げておきたい。

Point Ⅰ 業績への自信
外需依存体質が反映された自信回復の遅れ

　今後の業績見通しについて、日本の

CEOの自信のレベルは2008年、2009年

と２年続けて大きく低迷した。2010年

になり回復したものの、リーマンショッ

ク前のレベルにまでは達していない（図

表５）。

　この理由として、リーマンショック後

の景気の落ち込みが欧米諸国に比べて大

きかったこと、円高が急ピッチで進んだ

ことなどが挙げられる。特に為替レート

の変動については、日本のCEOの方が

世界のCEOに比べて懸念要因として挙

げる比率が高く、依然として経済成長が

外需に依存していることの弱みが反映さ

れている。

Point Ⅱ 企業の対応と戦略
アジア市場をターゲットにした事業拡大

　今後の事業拡大のうえで重視する地

域に、日本のCEOの76％が中国を挙げ

た。また、アメリカ（26％）を除くと、

インド（23％）、タイ（19％）、ベトナ

ム（14％）、インドネシア（13％）など、

グローバル全体よりもアジア諸国を有望

市場として挙げる企業の比率が高くなっ

ている（図表６）。なお、中国・インド

は世界のCEOも重要視しており、今後

はこれらの市場における競争が一層厳し

くなることが見込まれる。

Point Ⅲ 政府の役割
イノベーションと天然資源確保に期待

　今後、企業がコミットメントを増やす

分野において政府の役割を期待する分

野は、グローバル全体の調査結果では

「国のインフラ整備」「熟練工の訓練・養

成」「金融セクターの安定」が上位３項

目であった。これに対して、日本企業か

らの回答では「イノベーションの推進・

知的財産の保護」「天然資源の確保」が

「国のインフラ整備」を上回っていると

いう相違が見られた。これは技術面での

2010年

18
%

55
%

48
%

40
%

2008年

9%

41
%

21
%

43
%

30
%

60
%

52
%

40
%

31
%

50
%

35
%

9%

2007年

31
%

56
%

50
%

40
%

2009年2006年

GDP成長率

日本（N=196） グローバル全体（N=1,201）

まあ自信あり

強い自信あり

日本
アメリカ
EU

2.7%
2.8%

-2.6%

2.1%

0.0%

3.9%

-1.2%

2.0%

-6.3%

2.4%

0.6%

2.8%3.0%

-4.0%

1.7%

為替レート 
円・ドル（年末） 119.11円 114.15円 91.03円 92.10円 81.49円

中国

アメリカ

インド

タイ

ベトナム

インドネシア

韓国

ブラジル

ドイツ

ロシア 1%

10%

1%

12%

6%

19%

12%

3%

13%

3%

23%

18%

26%

21%

76%

39%

日本（N=196）
グローバル全体（N=1,201）

今後３年間の自社の成長において「最も重要と思われる国」を、
３つまで自由回答で挙げてもらったCEOの回答の国別割合（代表的な国10カ国）

3%

14%

19%

2%

競争力確保を目指す一方で、元来天然資

源に乏しい中で、昨年後半、レアメタル

の調達に不安が生じたためと考えられる。

（図表７）。

日本
（N=196）

グローバル全体
（N=1,201）

日本
（N=196）

グローバル全体
（N=1,201）

イノベーションの推進・知的財産の保護 73％ 67％ 51％ 28％

労働者の健康維持 71％ 71％ 17％ 19％

熟練工の訓練・養成 65％ 82％ 17％ 47％

消費者の利益保護 51％ 56％ 9％ 10％

国のインフラ整備 39％ 44％ 38％ 51％

ビジネスに必要な天然資源の確保 37％ 44％ 40％ 20％

気候変動のリスクに対処 37％ 40％ 12％ 14％

生物多様性と生態系保護 28％ 36％ 11％ 9％

金融セクターの安定と低利資本へのアクセス 26％ 44％ 18％ 45％

貧困と不平等の撲滅 24％ 42％ 17％ 32％

Japan

Implication
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バーゼルIIIの影響

　バーゼルIIIは銀行のあるべき姿を再

定義するもので、収益性に相当大きなイ

ンパクトを及ぼし、多くの銀行がビジネ

スモデルを練り直さなければならなくな

る。また、業務プロセスやシステムの変

更も必要になるだろう。幸いにも、大半

の銀行は新たに資本を追加しなくとも厳

格化する要件に適合できそうである。さ

らに、バーゼルIIIの枠組みは2013年1月

から2019年1月まで段階的に適用される。

しかし、新しい資本および流動性基準に

適応すべく、今からビジネスモデルを設

定し直すことが重要である。

　マーケットはすでに、バーゼルIIIの

影響を織り込み始めている。図表１に示

すように、クレジットデフォルトスワッ

プ（CDS）市場は、すでに現行基準よ

バーゼルIIIによる
銀行経営への影響と
その対応
銀行の将来が、しだいに明らかにな
ってきた。現在よりも厚い資本、高い
流動性、そして低リスクの未来である。
必然的に自己資本利益率は低下し、
ビジネスコストは上昇し、成長率は鈍
化する。その結果は株主や顧客にもい
ずれ実感されることになる。
投資家、規制当局、そしてその他の
利害関係者など、バランスシートを使う
人々からの監視も強くなることが予想さ
れる。本稿では、バーゼルIIIの概要
と施行後に銀行が直面する課題につ
いて検討する。

石岡秀之 Hideyuki Ishioka

あらた監査法人  
リスク・コントロール・ソリューション部 
代表社員

PROFILE

ガバナンス・リスク・コンプライアンス
（GRC）サービスのパートナーとして、

主に大手金融機関に対して金融リスク
管理アドバイザリー業務を提供している。

西原弘道 Hiromichi Nishihara

あらた監査法人  
リスク・コントロール・ソリューション部 
代表社員

PROFILE

ガバナンス・リスク・コンプライアン
ス（GRC）サービスのパートナーとし
て、主に金融機関に対して、規制対応

（バーゼルⅡ＆Ⅲ）、IFRS導入によるリ
スク管理や管理会計のアドバイス、信
用リスクを中心としたリスク管理アドバイ
ザリー業務を提供している。

りもバーゼルIIIベースの自己資本水準に

注目している。新基準が自己資本利益率

（ROE）に及ぼす影響をマーケットがよ

く理解し、銀行の戦略がより明確になっ

てくると、投資家はリスク調整後のパ

フォーマンスを比較分析し、各行の株価

評価に差をつけられるようになるだろう。

主な変更点

　バーゼルIIIは、より制限的な資本

の定義、高いリスクアセット（RWA）、

追加的な資本バッファーと高い自己資本

の最低所要水準を策定している（詳しく

は、図表2を参照）。リスクアセット増

大の主な要因としては、トレーディング

勘定のマーケットリスク、証券化エクス

ポージャー、およびOTCデリバティブ

のカウンターパーティーのエクスポー

ジャーが含まれる。

　多くの銀行は、ビジネスモデルだけで

なく、ストレステスト、カウンターパー

ティーリスクおよび資本管理の内容を一

新する必要があろう。

　今回の改訂は大規模な資本市場業務を

行っている銀行に最も大きな影響を及ぼ

す。より高い所要自己資本は、主にト

レーディング勘定、証券化、証券貸付お

よびOTCデリバティブからもたらされ

ることになろう。

　バーゼルIIIはまた、銀行のバランス

シートの構成を変えさせ、流動性の低い

資産に上限を設定し、ホールセール業務

や安定的でない資本調達方法に制約を与

図表1◉バーゼルIIIのマーケットへの影響分析❶

図表2◉バーゼルIIIのマーケットへの影響分析 ❷

普通株など Tier 1 比率 自己資本利益率（ROE）2011年予想ベース

CDSスプレッド 株価純資産倍率（PBR）

出所：2010年第3四半期の銀行の普通株などTier 1資本の開示内容、およびマークイットからのCDS情報、
2010年11月時点でブルームバーグから入手したROEおよびPBR情報を基にPwCが分析

R2（決定係数）：統計学における関係性の説明力のことで、この数値が高いほど相関性が高いことを意味する

現在       バーゼルⅢベース

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%
0.5% 1% 1.5% 2%

R2=0.03

R2=0.60

18%

16%

14%

12%

10%

8%

4%

6%

2%

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7

R2=0.83

R2=0.57

新たな枠組み

・コアTier１により、資本の構成要素の適格性に関するより厳格な規制を通じて、自己資
本の質、一貫性、透明性を向上させる。

・デリバティブ、レポ取引などに起因するカウンターパーティーリスクの資本要件を強化
することによりリスク捕捉を強化する。

・１つの防御手段として、リスクベースではないレバレッジ比率によるリスクベースの自己
資本規制の補完。

・フォワードルッキングな引当と資本バッファーの組み合わせによるプロシクリカリティの
緩和およびカウンターシクリカルな資本バッファーの促進。

・ストレス状況下における流動性カバレッジ比率や安定調達比率といった国際的な流動性
基準の導入。

・システミックリスクと相互連関性への対応（ただし、具体的な提案は未策定）。 

え、高い調達コストを管理する新たな流

動性基準を定めている。こうした新基準

は、多くの銀行、とりわけ商業銀行およ

びホールセール業務に特化した銀行に幅

広い影響を及ぼすことになる。

バーゼルIIIの
ビジネスモデル上の意味合い

　バーゼルIIIによる所要自己資本と流動

性要件の拡大は、銀行業界および資本市

場の全般にわたり、システミックでかつ

個別的な著しい影響を及ぼすことになろ

う。資本コストと調達コストが上昇する

と、各行ともこれまでとは異なるビジネ

スモデルを目指すはずである。

　流動性に関しては、各行は個人向け預

金でさらなる競争とコスト増に直面する

ことになる。また、調達コストは、バラ

ンスシート管理と調達戦略にもよるが、

全機関で増加するものと思われる。

　最後に、銀行はITインフラストラク

チャー、レポーティング、そしてデータ

マネジメントの仕組みを改善するための

投資を迫られるだろう。資本管理の方法

を高度化することによってリスクと戦略

を結び付け、ビジネスモデルの課題と機

会に対処しやすくなるはずである。

資本管理戦略

　銀行は、包括的な資本計画と最適化／

削減プロセスを通じて、新ルールが自己

資本水準にどのような影響を及ぼすかを

評価すべきである。トレーディング業務

The Journal
Capital management in banking: 
The way forward
http://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-
markets/journal/index.jhtml

バーゼルIII
　バーゼル銀行監督委員会が公表した、
国際業務を行う銀行の健全性を維持す
るために2013年１月から段階的に適用
される新たな自己資本規制のこと。

m e m o
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の規模が大きい銀行は、バーゼルIIIの

基ではリスクアセット総額が現在水準か

ら60％増加するだろうと想定している†1。

この大幅な増加は、リスクアセット総額

に対して平均25％と見積もられる削減措

置で、ある程度は相殺されるであろう。

　自己資本増加の規模、リスクアセット

削減の必要性、およびバーゼルIII最低

資本水準の達成のため、リスクアセット

の最適化プログラムが必要になる。これ

らのプログラム（例を図表3に示す）で

は次のことを行わなければならない。

図表3◉リスクアセットの最適化と削減プログラム

◦�所要資本増加の要因分析を含むビジネ

スラインや商品ごとのリスクアセット

への影響を試算する

◦��その他のリスクアセット削減／リスク

削減および資本の再配賦の戦略を評価

する

◦�ビジネスモデルへの影響と各案のリス

ク調整後限界リターンを評価する

◦�リスクアセットに関するさまざまな取り

組みと3年間にわたる所要自己資本の計

画の組み合わせを最適化する

◦�配当や自社株買いプログラムおよびさ

まざまなリスクアセット削減案シナリ

オと組み合わせた資本戦略の全体を評

価する

◦�自己資本構成を調整し、普通株などを

重視し、バーゼルIIIによる控除額の影

響を管理し、ハイブリッド資本調達の

手段を取り除き、コンティンジェント

資本調達の手段を評価する

流動性および調達戦略

　多くの金融機関にとって、バーゼル

IIIの流動性基準への対応は、自己資本

基準よりも負担になるものと思われる。

流動性基準は2015年までに段階的に導

入されていくため、流動性に関する案の

影響はそれほど知られておらず、各行も

見積ベースでの影響すら開示していない。

　バーゼルIII流動性基準による影響に

備えて、各行は流動性の取り扱いに悪影

響を及ぼすような事業数の減少、投資案

件の流動性の向上、リテール預金の増加、

長期負債と資本の増加、信用枠／流動性

ファシリティの減額、ホールセールクレ

ジットの減額、調達コストの増額を相殺

するプライシングの調整を追求する必要

がある。

バーゼルIIIに対する計画的対応

　大手行は、ほぼ確実に、完全実施の最

終期限として提案されている2019年1月

までに、バーゼルIIIの要件に対応しよ

うとするだろう。したがって、各行とも

なるべく早く新規制のバランスシート上

の影響に対処すべきである。しかしその

前に、自行の自己資本管理の戦略と対応

のための短期および長期の工程表を用意

しなければならない。

　経営陣がすぐにでも実行を検討すべき

次のステップは、資本水準、流動性ポジ

ション、そして全体的な主要財務指標を

定めた、バーゼルIII体制下における資

本計画の策定である。

　経営陣は自行のビジネスモデル、商品、

および対顧客のプライシング戦略の変更

の必要性も念頭に置かなければならない。

そのうえで財務管理、リスク管理、業務

管理の各チームを設置し、主要な導入ス

テップを計画させると同時に、規制当局

に対してコメントを提供し続けるべきで

ある。経営陣はまた、バーゼルIIIの影

響や銀行の戦略についての透明性を確保

する見地から、投資家との対話も行う必

要がある。

　将来を見据えると、もし銀行が自行

の自己資本管理のガバナンスとプロセ

スの効果的な水準向上を達成しようと

するのであれば、第２の柱（Pillar�2）

としての自己資本充実度評価プロセス

（ICAAP）プログラムと新ルールとの円

滑な統合が重要となろう。

　各行とも自行の重要なリスクのすべて

をカバーし、かつフォワードルッキング

なストレスシナリオを利用してどれだけ

の資本が必要になるかを評価し続ける必

要がある。新体制においては資本を保全

し、カウンターシクリカルでシステミッ

クな資本バッファーが導入されることを

前提に、銀行は、自行で採用している内

部管理上のバッファーとバーゼルIIIに

基づく各バッファーとの調整を図らなけ

ればならない。また、ITインフラスト

ラクチャーやレポーティングを含む自行

の自己資本充実度評価のガバナンスとプ

ロセスを、規制当局の期待に照らして評

価する必要がある。

　流動性基準も満たされるようにする必

要がある。ビジネスモデルの変更の可能

性を踏まえると、安定調達比率に関する

制約は、特別な注意を必要とするはず

だ。銀行はまた、バーゼルIIIへの対応を、

全体的な規制改革の影響、デリバティブ

取引の清算機関への移行、取引決済調整

の改善、銀行間エクスポージャーのより

効果的なネッティングの達成、再生およ

び破たん処理計画の策定、銀行グループ

内のさまざまなエンティティの経営状況

に関する明確性の向上、といった他の取

り組みと統合する必要がある点にも留意

しなければならない。� V

ビジネスライン ビジネスモデル
への影響データ

可能なリスクアセット削減戦略
‘10 ‘11 ‘12 ‘13モデル50/50VaR/IRC CCR

VaR/IRC……内部モデル方式／自己資本賦課　　CCR……カウンターパーティーリスク
※上記の表中の月形の円は、影響の度合いを示している（月が満ちているほど、影響の可能性が高い）

リスクアセットの削減および最適化の影響

株式　

債券

コモディティ

財務／
資金管理サービス

リテールバンキング

セ
ー
ル
ス
お
よ
び
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ

•ポジション／証券化によるB/Sの圧縮
•トレーディングおよび投資ポジションの減少
•ヘッジ手法および担保使用の増加
•市場／信用リスク上限の減少
•OTCから取引所へのデリバティブ
ビジネスの移行
•プライシング／データ／モデル調整

•ポジション／証券化によるB/Sの圧縮
•トレーディングおよび投資ポジションの減少
•ヘッジ手法および担保使用の増加
•市場／信用リスク上限の減少
•OTCから取引所へのデリバティブ
ビジネスの移行
•プライシング／データ／モデル調整

•ポジション／証券化によるB/Sの圧縮
•トレーディングおよび投資ポジションの減少
•ヘッジ手法および担保使用の増加
•市場／信用リスク上限の減少
•OTCから取引所へのデリバティブ
ビジネスの移行
•プライシング／データ／モデル調整

•ポジション／証券化によるB/Sの圧縮
•トレーディングおよび投資ポジションの減少
•ヘッジ手法および担保使用の増加
•市場／信用リスク上限の減少
•OTCから取引所へのデリバティブ
ビジネスの移行
•プライシング／データ／モデル調整

•ポジション／証券化によるB/Sの圧縮
•トレーディングおよび投資ポジションの減少
•ヘッジ手法および担保使用の増加
•市場／信用リスク上限の減少
•OTCから取引所へのデリバティブ
ビジネスの移行
•プライシング／データ／モデル調整

†1：バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース、
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、バ
ークレイズ、ドイツ銀行、クレディ・スイスおよび
UBSによる2010年第3四半期業績に基づく。

金融関連レポート

The New Basel III Framework
http://www.pwc.com/us/en/financial-
services/publications/viewpoints/viewpoint-
Basel-III.jhtml
バーゼルIIIの概要と銀行に及ぼす影響を新ル
ールの要素別に分析・解説。

Getting to grips with the shake-up
http://www.pwc.com/gx/en/insurance/
solvency-ii/countdown/ifrs-solvency-ii-
shakeup.jhtml
ソルベンシー IIとIFRSの２つの枠組みについて、
その類似点と相違点を分析することにより、財
務報告や経営評価に与える影響を解説。

Asia Region Funds Passport
http://www.pwc.com.au/industry/asset-
management/publications/asia-region-funds-
passport/index.htm
国境を越えたファンドの流通を促進させるアジ
ア地域ファンド・パスポート構想に関する調査
結果とその展望。

A Closer Look
ドッド・フランク法（米金融規制改革法）が米
国外の金融機関に及ぼす影響を分析。
※冊子ご要望の方は、巻末に掲載の編集部までお問
い合わせください。

Project Blue
激変する銀行の経営環境に関してPwCが５つの
シナリオを予測。シナリオについて世界の銀行エ
グゼクティブに対して行った調査結果とその分析。
※冊子ご要望の方は、巻末に掲載の編集部までお問
い合わせください。
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世界的な人材不足と
タレントモビリティ

　2020年まであと10年足らずである。

だが、加速するビジネスのグローバル化

と世界的な人材不足時代の到来により、

グローバル企業の人材のモビリティ（可

動性）が2020年までに大きく変わると

予測されている。

　2020年までに多くの先進国では出生

率の低下と労働人口の高齢化が進むため、

才能にあふれた優秀人材（タレント）の

争奪がますます激しくなっていく。欧州

は黒死病以来の人口減少となり、日本

も2020年以降は深刻な人材不足に陥る。

中国、ロシア、東欧、南米諸国の一部で

も人材が不足していく。

　国連の調査によれば、中国は2015年

に人口の1/3が50歳以上となり、労働人

口（15〜59歳）の割合は2020年までに

ベトナムとブラジルを下回る。ロシアも

2030年までには、労働者が2,000万人も

減少する。

　昨年の世界経済フォーラム（ダボス会

議）では世界の人材不足問題が議論され、

国境を越えた人材のモビリティが世界的

タレントモビリティ
2020
次世代の海外赴任戦略

世界市場の拡大とビジネスのグローバ
ル化によって、2020年までに海外赴
任者は現在より50％も増えると見込ま
れている。厳しいグローバル競争に勝
ち抜くため、国籍を問わずに世界各国
の適材を適所に動かせるグローバルな
タレントモビリティが必要だ。
2020年の勝者と敗者は、世界の優秀
人材をいかに活用できるかで決まるだ
ろう。

吉田健之 Kenji Yoshida 

プライスウォーターハウスクーパース（株） 
人事・チェンジマネジメント 
ソリューションリーダー
パートナー

PROFILE

公益および民間企業の組織再編、人
事領域における戦略、プロセス、情報
システム、海外展開の支援などに関す
る幅広いコンサルティング経験を持つ。
ハーバード大学J.F.ケネディ行政大学
院卒。

な人材不足を緩和し、先進国・途上国間

のモビリティ促進が双方の経済を活性化

することが確認された。

　さらにダボス会議では、政府に対して

は教育投資の増額と高等教育への平等な

アクセスの確保、企業内研修に対する税

の優遇、外国人熟練労働者への短期ビザ

の発給などが、企業に対してはグローバ

ルなタレントのマネジメントとモビリ

ティの向上などがそれぞれ提言された。

　先進国から新興国・途上国への人口シ

フトおよび都市化は、20世紀後半から

のメガトレンドである。世界の都市圏人

口の変遷（図表１）が表しているような

世界の市場のシフトに対応し、グローバ

ル企業は新たな拠点を買収または新設し、

既存の拠点から撤退する。それに伴い世

界中で人材を採用・育成し、人材が足り

ない拠点へ国境を越えて人材を動かす。

　PwC「世界CEO意識調査」の2011年

版（以下、CEO Survey）によれば1,201

社のCEOの半分以上が今後１年以内に

海外赴任を増やすと回答した（図表２）。

しかし、グローバル企業のCEOたちは、

今後５年で２倍３倍に売上げが増える可

能性がある新興国で、それだけの売上げ

を実現できる現地人材を採用できないこ

とを懸念している。

　マンパワー社による世界35,000の

雇用主を対象とした2010年の調査で

は、アジア太平洋地域の雇用主の41％が、

ポジションを任せられる人材の採用が困

難と回答。これは世界平均よりも10％

高い。

図表1◉トップ20都市圏の人口変動（1950〜2025年）

海外赴任の拡大と多様化

　グローバル企業は、自社の経営理念や

ノウハウを伝えるため、あるいは本社か

らのガバナンスを効かせるため、海外現

地法人に本社所在国の人材（本国人）を

派遣する。近年は、新興国のビジネス拡

大に伴い、新興国への本国からの赴任も

増えている。世界的な人材不足になれば、

スキルの高い人材は現場の要請に応じて、

ますます世界中を飛び回ることになる。

このため、増大するニーズに応じた人材

のグローバルなモビリティ向上の戦略が

必要になる。

　PwCが行ったグローバル企業900社の

調査によれば、海外赴任者は2009年か

ら2020年に50％もの増加が見込まれる。

しかし、2020年までには、先進国企業

では海外赴任に対する従業員の世代別

ニーズの違いが人材モビリティに関する

制度の設計と運用を複雑なものにするだ

ろう（memo参照）。

　世代別のニーズを満たすモビリティ戦

略の構築は容易ではない。現場や海外赴

任者からのさまざまな要望に応え、多く

の企業が伝統的な長期赴任のパッケージ

に加えて、短期赴任、頻繁な出張、（欧

州域内での）海外通勤、地域内ローテー

ション、顧客やサプライヤーへの出向な

どを用意してきた。今後はミレニアル世

代の要望に応じて、海外赴任の形式はさ

らに多様化していくだろう。

ランキング
1950年

人口
1950年

ランキング
1990年

人口
1990年

ランキング
2007年

人口
2007年

予想ランキング
2025年

予想人口
2025年

1 New York 12.3 Tokyo 32.5 Tokyo 35.7 Tokyo 36.4

2 Tokyo 11.3 New York 16.1 New York 19.0 Mumbai 26.4

3 London 8.4 Mexico City 15.3 Mexico City 19.0 Delhi 22.5

4 Shanghai 6.1 São Paulo 14.8 Mumbai 19.0 Dhaka 22.0

5 Paris 5.4 Mumbai 12.3 São Paulo 18.8 São Paulo 21.4

6 Moscow 5.4 Osaka-Kobe 11.0 Delhi 15.9 Mexico City 21.0

7 Buenos Aires 5.1 Kolkata 10.9 Shanghai 15.0 New York 20.6

8 Chicago 5.0 Los Angeles 10.9 Kolkata 14.8 Kolkata 20.6

9 Kolkata 4.5 Seoul 10.5 Dhaka 13.5 Shanghai 19.4

10 Beijing 4.3 Buenos Aires 10.5 Buenos Aires 12.8 Karachi 19.1

11 Osaka-Kobe 4.1 Rio de Janeiro 9.6 Los Angeles 12.5 Kinshasa 16.8

12 Los Angeles 4.0 Paris 9.3 Karachi 12.1 Lagos 15.8

13 Berlin 3.3 Cairo 9.1 Cairo 11.9 Cairo 15.6

14 Philadelphia 3.1 Moscow 9.1 Rio de Janeiro 11.7 Manila 14.8

15 Rio de Janeiro 3.0 Delhi 8.2 Osaka-Kobe 11.3 Beijing 14.5

16 St Petersburg 2.9 Shanghai 8.2 Beijing 11.1 Buenos Aires 13.8

17 Mexico City 2.9 Manila 8.0 Manila 11.1 Los Angeles 13.7

18 Mumbai 2.9 London 7.7 Moscow 10.5 Rio de Janeiro 13.4

19 Detroit 2.8 Jakarta 7.7 Istanbul 10.1 Jakarta 12.4

20 Boston 2.6 Chicago 7.4 Paris 9.9 Istanbul 12.1

過去 60年間で、世界の都市圏は先進国から新興国・発展途上国へと大きくシフトした。2025年までに世界の都市圏トップ20はさらに変遷し、
東京、ニューヨーク、ロサンゼルス以外はすべて新興国または発展途上国の大都市となる

単位：100万人

Talent Mobility 2020
http://www.pwc.com/gx/en/managing-
tomorrows-people/future-of-work/index.
jhtml
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マネジメントのグローバル化と
現地化

　2020年までにはグローバルなモビリ

ティがさらに進むだろう。欧米のグロー

バル企業の多くは本国人の海外赴任だけ

でなく、国籍を問わずに本社・現地法

人・地域統括会社間のグローバルな異動

や適材適所の外部調達を増やしてきた。

たとえば、米国企業が英国法人のインド

人CIOを、アジア統括会社CIOとしてシ

ンガポールに赴任させるなどだ。モビリ

ティの対象は本国人だけではない。自社

の多国籍なタレントのパイプラインの中

から最適な個人やチームが選抜され、赴

任する。多様な国籍の専門家やマネジメ

ントのバーチャルまたはリアルなチーム

が、本社にも現地にも編成されるのだ。

　最近では先進国企業だけでなく、新興

国企業による海外赴任も活発化してきた。

2020年には、たとえば中国企業が欧州

チームをアフリカの投資案件に送り込む

ようなことも増えるだろう。

　グローバルなモビリティを高めること

は、実践的なリーダー人材の育成にもな

る。たとえば、本国人にとっての海外赴

任は本国にいる時よりも大きな権限を与

えられ、自分の判断に責任を持って結果

を出すことが求められる。これは赴任者

にとってはリーダーとなるための貴重な

経験となる。

　現地の人材も複数の国への赴任を経験

すれば、経験の幅が格段に広がる。現地

のタレントを、最終的に現地法人のトッ

プマネジメントや本社の役員に登用する

キャリアパスを用意するグローバル企業

も増えている。実際、グローバル企業の

トップが20年以上の海外赴任経験を積

んでいることはめずらしくない。海外赴

任の経験は、グローバルな事業戦略を考

える基礎ともなり、近年では多くの企業

でリーダー候補の条件にもなってきた。

　グローバルなモビリティと並行し

て、マネジメントの現地化も進行中だ。

CEO Surveyに回答したCEOの多くは、

現地の文化とビジネスのやり方を深く理

解している現地人によるマネジメント

チームを育成し、権限を委譲すべきと考

えている。Fortune 500企業の１つであ

るChina Minmetals Corporationの周

中枢総裁は、CEO Surveyで「過去の経

験から、当社は現地マネジメントの活用

がベストだと考えている。われわれが出

向いて現地社員をうまくマネジメントす

ることは不可能だ」と述べている。

タレントの見える化と
ポリシーの共通化

　本国人だけが世界各拠点に海外赴任す

る段階であれば、本社が本国人の駐在員

を管理し、現地人材の管理は各現地法人

にお任せで十分である。しかし、本国人

以外の人材を含むグローバルな人材モビ

リティを高めようとすれば、国籍を問わ

ずに世界のどこにどのようなスキルや経

験を持ったタレントがいるかの“見える

化”が必要となる。

　グローバル企業は、見える化の対象と

なる人材の経験と実績、スキル・コンピ

テンシーの定義をおおむね共通化し、人

材のパイプラインとして管理する。この

人材情報をデータベース化してグローバ

ルに一元管理すれば、現場から要請され

た具体的なスキル・経験を持った人材の

候補を、世界の各拠点から客観的に抽出

し、適材の選抜と配置を速やかに行うこ

とができる。

　さらに2020年までには、グローバル

企業の一部では人材のモビリティを高め、

必要な時にいつでも世界のベストメン

バーでチームを編成できるようにするた

め、世界の各拠点の上級ポジションを共

通の基準で格付けし、世界のタレントを

同じ基準で選抜・評価・処遇できるグロー

バル共通のポリシーの導入を進めていく

だろう。グローバル企業の海外各拠点が、

独自のローカル制度だけで運用されるこ

とはしだいになくなっていくと思われる。

　今後、新興国を含む多くの国々で生活

水準および給与レベルのハーモナイゼー

ション（調和）が始まれば、海外赴任者

の報酬は、本国に準ずる生活水準を確保

するための各種コスト積み上げ方式では

なくなり、「赴任先賃金とローカルプラ

ス（現地加算給）」で算出するなど、費

用対効果の高いとされる方法になってい

くかもしれない。

　企業にとってはコスト管理が容易にな

るとともに、「プラス」部分に柔軟性を

持たせて現地法人や赴任者のさまざまな

ニーズを満たすこともできるだろう。一

方、海外赴任形式とキャリアパスの多様

化の影響で、海外赴任者の報酬体系がよ

り多様化することも考えられる。

新たなテクノロジーの利用

　グローバル企業にとって海外赴任のコ

ストは、今後も主要な問題であり続ける。

しかし、今後、コミュニケーションテク

ノロジーがさらに進化しても、海外赴任

が減ることは当分ないだろう。

　2020年までに利用できると思われる新

たなテクノロジーの１つが、GPSを使っ

た正しい税の支払いだ。スマートフォン

がユーザーの居場所を感知、所在国・地

域と滞在日数を事務センターへ送信。事

務センターでは税務、財務、給与計算の

専門家が、税負担額の評価、関係各国向

けの申告書作成および各種の控除申請を

行う。国境を越えて飛び回る従業員の行

動をGPSで追跡することは、税務コンプ

ライアンスの遵守に役立つ。それに伴い、

企業はプライバシーの保護を徹底すべき

なのは言うまでもない。

日本企業の課題と人事部の役割

　日系グローバル企業のグローバルなモ

ビリティは、日本人駐在員の派遣と少数

の現地人材の本社出向に留まっているこ

とが多い。海外ビジネスを牽引できる日

本人の育成は引き続き重要であるが、そ

の一方で、海外での競争環境の激変によ

り、日本人だけではグローバル競争に勝

てない時代となっている。

　すでに、新興国の現地法人にも優秀な

現地人材が育ちつつあり、今や国籍を問

わないグローバルなタレントの採用と育

成、および国境を越えた配置を行う段階

に来ている。そのため、まずは、現地人

材を含めたグローバルなタレントの見え

る化に着手すべきだろう。

　日本企業の多くは、海外の現地法人に

対するガバナンスが弱いため、本社人事

は現地の人材情報に疎い。この場合、各

国の人事部門のグローバルコミュニティ

を形成し、コミュニケーションの量と頻

度を高めることから始める必要がある。

見える化の対象となるグローバルな人材

情報を、本社で一元化するプロセスとグ

ローバル人材データベースの構築も必要

だ。グローバルなモビリティを高めるべ

きマネジメント層を対象にした、概要レ

ベルでの人事ポリシーのグローバルな共

通化も、並行して進めることができる。

　もちろん、日本人を対象とした交渉力、

言語力、異文化理解力の研修、トレー

ニーとして若手のうちに海外へ派遣する

などの施策の継続的な実施は有効かつ現

実的であり、グローバルモビリティの高

い本国人材を確保するためにも重要だ。

　2020年に向けてグローバル企業の人

事部門は大変だ。現地の法規制、税金の

問題と格闘しつつ、意欲と才能にあふれ

た多国籍のタレントに計画的に海外赴任

の経験を積ませるため、あるいは彼らを

迅速にグローバルに配置するため、タレ

ントモビリティの戦略を経営層や事業部

門へ提案していくことが求められる。

　2020年にグローバル競争の主役とな

る企業は、今から人材のモビリティ戦略

を練り上げている企業である。もう世界

は変わり始めているのだ。 V

図表2◉今後1年間で注力する人材戦略の変化

❶社員の動機づけのため、金銭以外の報酬を増やす

❷多くのスタッフに海外勤務をさせる

❸採用候補となる人材のスキルを高めるために政府や教育機関に協力する

❹若年労働者に対して他の世代より多くの奨励策を施す

❺多くの女性を誘致し、確保するよう戦略を変える　

❻多くの高齢労働者を採用し、確保するように心がける　　

❼取締役の報酬に上限を決める

❽常勤労働者よりも臨時雇用者を多く採用する

❾人材が得られるかどうかによって事業を再配置する

変化はない 何らかの変化 大きな変化 出所：PwC「第14回世界CEO意識調査」

71% 20% 7%

66% 26% 7%

58% 32% 8%

57% 32% 10%

56% 32% 11%

52% 34% 12%

44% 41% 13%

39% 40% 19%

34% 47% 18%

世代別海外赴任のニーズの傾向

ベビーブーマー
［1946 〜 1959年生まれ］
　2020年には、この世代の多くはキャリア
が完了しているが、平均寿命が延びたため、
より長く働きたいとも思っている。この世代
には伝統的な長期の海外赴任のパッケージ
が標準であり続けるだろう。

ジェネレーションＸ
［1960 〜 1974年生まれ］
　2020年までに、この世代はキャリアのピ
ークかその前後であり、海外赴任に関して
選り好みする可能性がある。ワークライフバ
ランスを実現できるフレキシブルな赴任形態
を好む傾向もある。

ミレニアル世代
［1982 〜 2000年生まれ］
　2020年までに海外赴任者の大多数を占め
るこの世代は、よりボーダーレスな視点で組
織や世界を見ている。海外でキャリアをスタ
ートさせることに躊躇せず、おそらくキャリ
アの後半に差し掛かるまで、本国に戻る必
要性を感じない。この世代が最も重視する
のは自らの興味と成長の機会であり、必ずし
も金銭的な報酬ではなく、前の２つの世代よ
りも海外赴任に前向きである。

†1： ジェネレーションXとミレニアル世代の間に、ジェ
ネレーションYと呼ばれる世代がある。

m e m o
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100人の楽団員を指揮するための
コミュニケーション術

　私にとって音楽の原点は、３歳から習

い始めたピアノとクラシックバレエにあり

ます。特に、ボリショイバレエの「白鳥

の湖」を観た時は、幼心にものすごく感

動しました。バレエには言葉がないので、

すべてを身体で表現します。「誓います」

や「美しい」といった言葉を表すポーズ

が決められていて、身体表現で会話をし

ながら物語が進んでいきます。さらにチャ

イコフスキー以降、そうした優雅な身体

表現と物語に深く結びついた、素晴らし

いバレエ音楽が作られてきました。

　音楽というのは本質的に抽象的なもの

ですけれども、よくできた物語と振り付

けを加えることで、音楽がより〝見え

て〟きます。バレエのおかげで、音楽に

言葉を感じられたというか、具体的に音

楽を〝見る〟ことができるようになりま

した。

　バレエで学んだことが、指揮者として

の仕事に生きている部分もあります。リ

ハーサルで100人ぐらいの集団に対して

指示を出すには、言葉であれこれしゃ

べって説明するより、やはりまず指揮棒

を振って音を出すのが効率的です。指揮

台に上がって挨拶をしたら、「ではさっ

そく第一楽章から始めましょう」と言っ

て集中してもらう。

　たとえば弦楽器なら、コンサートマス

ターがあらかじめ弓の使い方を決めてい

ますが、ここを強調したいという箇所が

オーケストラ指揮者の哲学・西本智実
氷の大地からの飛翔

日本から単身ロシアに渡り、独自の音
楽世界を探求した西本智実。クラシッ
ク音楽の世界では非常に希な女性指
揮者として、自ら道を切り拓いてきた。
ロシアでキャリアを積み上げヨーロッパ
へ、さらにはアメリカへと進出。今年は
日本で新しいスタイルのオペラにも挑む。
世界中の聴衆から喝采を浴びる西本
智実に、オーケストラ指揮者の哲学を
聞いた。

出てきたら、あえて「こう弾き直してほ

しい」と弓を引く動作を身体で示します。

その瞬間、彼らも察知して、指示を楽譜

に書き込みます。次に同じような箇所が

出てきた時は、彼らの方を見て〝目でしゃ

べる〟ことで伝わります。３割ぐらいは言

葉で説明しますけど、７割ぐらいは身体

を使っての表現です。そうした面ではバ

レエの経験が生きていると思います。

 「指揮棒の振り方や身体の動きについて

決まりはあるんですか」という質問をよ

く受けるんですが、もちろん基本的なこ

とは決まっています。でも、プロのオー

ケストラを指揮する場合、そうしたレベ

ルはもう超えているので、指揮者それぞ

れ違った動きで指示を出していきます。

　たとえば、カラヤンは弓のスピードか

ら何から、とにかくすべてを細かくコン

トロールします。彼の指揮を見た時に

は、細部までコントロールできているこ

とに驚かされました。カラヤンに限らず、

カール・ベームにはカール・ベームの、

ムラビンスキーにはムラビンスキーのス

タイルがあって、それぞれに違うんです

が、世界的な指揮者に共通しているのは、

非常に理に適った動きをしていて、無駄

がないことです。

　おそらくみなさんがイメージしているよ

りも、指揮者という仕事は身体を酷使し

ます。私の場合、若い頃は１回本番をや

ると、むち打ちのように首が痛んで、鼻

血が出ることもありました。オーケスト

ラの人数によっても疲労度は違いますが、

マーラーの交響曲などになると100人ぐら

いを相手にすることになりますから、それ

に耐える体力も必要になるんです。

指揮者は音楽だけでなく
人と組織もマネジメントする

　私が指揮者としてキャリアをスタート

した90年代から2000年代のロシアは政

治、経済、社会、すべてが変革期で不安

定でした。民族間の政治的な衝突や紛争

も絶えず起きていました。大きく分けて

ヨーロッパ、イスラム、アジアという

まったく異なる文化圏があって、100以

上の民族がひしめいています。これほど

さまざまな地域から集まってきた個性の

異なる楽団員であっても、指揮者は彼ら

をまとめて、１つの音楽を作り上げなけ

ればなりません。

　そうした環境においては、指揮者は音

楽のことだけを考えていればいいという

わけにはいきません。リーダー、指導者

としての役割も担わなければいけないん

です。

　目の色も髪の色も違う奏者たちが集ま

ると、うまくいかない時はその数の分だ

け見事にバラバラな演奏になります。で

も、その一方でうまくいっている時は、

いろいろな色があるおかげで、非常に芳

醇で豊かな音楽ができあがります。

ロシア国立交響楽団 首席客演指揮者

西本智実 Tomomi Nishimoto

PROFILE
1970年、大阪府生まれ。94年、大阪音楽大学音楽学部
作曲学科作曲専攻卒業。96年、ロシア国立サンクトペテ
ルブルク音楽院オペラ・シンフォニー指揮科へ留学。98年、
京都市交響楽団の指揮で国内デビュー。チャイコフスキー
記念財団ロシア交響楽団の芸術監督・首席指揮者（2004
〜07年）、サンクトペテルブルク国立アカデミック・オペラ・
バレエ劇場（旧レニングラード国立歌劇場）の首席客演
指揮者（2004〜06年）を務める。ロシア、ヨーロッパ各
地での客演でつぎつぎと成功を収め、2010年にはアメリカ
に進出。カーネギーホールでアメリカン・シンフォニー・オー
ケストラを指揮し喝采を受けた。2011年からオリンパスホー
ル八王子のエグゼクティブプロデューサーに就任。また、
2007年より世界経済フォーラム（ダボス会議）のヤング・
グローバルリーダーを務める。

撮影：宅間國博
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ロシアには決断のために必要な
〝手がかり〟が遺っている

　では、決断するためにはどうすればい

いのか？　私の場合は、その音楽を理解

するためのヒントを１つでも多く探すこ

とから始めます。

　演奏する作品を本当に理解するために

は、できることなら作曲家に会いたいん

ですね。「なぜこうしたんですか」と直

に聞きたい。でも会えないから、本を読

み、想像し、考えるわけです。そして、

遺品や遺物など、何らかの手がかりにな

るモノを探します。たとえば、ベートー

ベンの作品のヒントを探しにドイツへ行

くと、多くのモノが博物館のガラスケー

スの向こう側に収められていて触れませ

ん。ところが、ロシアでは手で触れられ

る距離に生の断片が残っている。永久凍

土の中で生きた姿のまま保存されていた

マンモスのように、そこにあるんです。

私がロシアに渡ったのは、それらが流出

したり、ガラスケースの中に入ってしま

う前に、どうしても直に触れたかったか

らでもあります。

　私が勤めていたサンクトペテルブルグ

の劇場の総裁室には、ナポレオンの紋章

の入った机がありました。聞けば、ナポ

レオンが攻めて来た時、ナポレオン信奉

者の貴族が作った机だそうです。こうい

うものって、普通、博物館に入れますよ

ね。でも、ロシアではそのまま使ってい

て、手で触れられる。あるいは、古いコ

ンサートホールの楽屋にはロマノフ王朝

がスタインウェイ社に作らせたという美

しい猫足のピアノが置いてあって、実際

に弾くこともできます。

　そうした、時代の手触りやオーラが

遺っているモノに直に触れることができ

るのは非常にありがたいことです。

　楽譜に込められたメッセージや暗号を

読み取る訓練はしていても、指揮者は

作曲家本人ではありませんから、「こう

なんだ」と完全に言い切る自信はない。

「これでいいんだろうか？」と、一生自

問し続けるわけですが、一方でコンサー

トの日にちは決まっていて、どこかで決

断が必要になる。奏者たちを納得させな

ければなりません。その時、こちらに強

い確信がなかったら、伝えられないです

よね。

　では、その確信はどこから生まれるか

というと、そういう地道な作業、自分な

りに手がかりを探してひもといていく、

考え抜いて答えを出していく作業の中に

しかないんです。

新天地アメリカへの進出、
日本での新たなチャレンジ

　ロシアを出発点にヨーロッパでキャリ

アを積み上げ、昨年はついに新天地アメ

リカに進出することができました。

「どんなふうに受け止められるんだろ

う？」と不安もあったんですが、観客の

反応が非常にストレートでびっくりしま

した。ロサンゼルスの初日には日本から

お花をいただいたんですけれど、２回目

には初日のお客さんからもいただきまし

た。その後、ニューヨークへ行ったら、

西海岸のお客さんから楽屋に収まりきれ

ないほどたくさんのお花が届いていまし

た。うれしかったですし、手応えも感じ

ましたね。日本からロシア、ヨーロッパ、

そしてアメリカという道順で時間をかけ

て進んでいったこともよかったのかなと

思います。

　さらに今年からオリンパスホール八王

子のエグゼクティブプロデューサーにも

就任します。芸術監督のような形で、音

楽だけでなく、照明や衣装、舞台装置も

含めていろいろな専門家と打ち合わせな

がら、オペラを作っていくことになります。

　まずは９月に『トスカ』を上演する予

定です。近年のオペラは、演出家と指揮

者が職分をきちっと分けて、演出家が舞

台全体を束ねるという傾向が強いんです

が、もう一度昔のスタイル、音楽を軸に

演出をつけていくという原点に戻ってみ

たいと思っているんです。同時に、ちょっ

と新しい試みも考えています。今は映像

を使った舞台も増えていますが、どうし

ても映像と舞台とが分離してしまいがち

です。そこを日本の最新技術を使って１

つの世界に見えるようなものが作れない

か、模索しているところなんです。

　これまで私たちは西洋の音楽、芸術に

追いつこうという意識でやってきました。

でも、今回新しい可能性が開ければ、逆

に日本からヨーロッパに輸出することが

できるかもしれない。そういった大きな

夢も描きつつ、新しいチャレンジに乗り

出したいと思っています。  V

ます。だから、「違う」と思った瞬間に、

こちらからすぐに身体を動かして改善す

る。すると、奏者も一瞬「あれっ」と思

うのですが、修正は非常に早いです。１

秒以内の単位で改善する。ただ、指揮者

の意思が明確じゃないと、当然みんなつ

いて来ません。オーケストラというのは、

そういう動物的な感覚で動いていく部分

もあるんです。

　だから、私はいつも楽団の中に自分が

座っていると仮定して、自分を見返すよ

うにしています。最低ラインとして、ま

ずリハーサル中に「この無駄な時間は何

だろう」ということが起きないように。

そのあたりは、私もいろいろな人の副指

揮をやりながら、いい練習、悪い練習、

うまい時間の使い方などを見て経験を積

んできましたが、何よりその時に、その

瞬間に何が必要かを、いつもアンテナを

張るように心がけています。

　また、声が一番後ろの団員にもしっか

り聞こえるように話します。前に座って

いる人たちは、会社でいうと係長とか部

長にあたると思いますが、彼らに言えば

たしかに伝達はしてくれるんですよ。で

も、音楽は一斉にやっていく作業ですか

ら、やはり指揮者自身が全体を動かさな

いといけません。

　指揮者といえば、威厳や権威のイメー

ジがあるかと思うんですけれども、20

代の頃にはそんなものはありません。た

とえば、ティンパニに対して、スナップ

の動きなど細かい注意をしたい場合、時

間の使い方や奏者のプライドを考えて、

休憩中に個人的に話すことが多いのです

が、「ティンパニさん、こっちに来て」

というのが昔のスタイルでした。でも、

私の場合は、自ら向こうにサッと駆けて

いって説明していました。その方が早く

て効率的というのがあったんですが、団

員には斬新に映ったようですね。変なプ

ライドがなかったのがよかったのかもし

れません。

個性の強いプロ集団を
率いるための哲学

　もしかしたら、これはオーケストラだ

けでなく、他の分野の仕事でも同じこと

が言えるのかもしれませんが、個性の強

い集団をまとめるには、やはり「決断」

が重要だと思います。たとえば、初めて

のオーケストラで振る時、最初のリハー

サルでは、団員たちも「どういう指揮者

が来るんだろう」と気にして、みんな緊

張して待っています。言語や民族の違い

を超越して、人と人の間に生じるピリッ

とする瞬間があるんです。

　ある意味、指揮台に上がった段階です

べて決まるとも言えます。人間どこかに

迷いがあれば、すぐに見抜かれてしまう

もので、ましてや１人で100人を相手に

していれば、まる見えなわけです。団員

たちには「この指揮者は今日、これぐら

いのレベルで臨んできているな」という

のがすぐにわかると思います。

　そこを乗り越えるには、やはりこちら

が〝決断して行く〟ということに尽きま

す。指揮者として、すべての音に理想を

持って決断して行く。それしかやりよう

がないですね。もちろん、前の日までは

悩むんですよ。でも、稽古場に向かう時

には決断している。振り向かない。そし

て、指揮台に立った瞬間にはもう、すべ

てが決まっているんです。

　私がチャイコフスキー記念財団ロシア

交響楽団の芸術監督・首席指揮者をして

いた2007年ぐらいまでは、まだ社会が

揺れていました。そうした中では、やっ

ぱり団員たちの指揮者への依存度も高く

なってしまうんですね。私自身が若かっ

たこともあって、最初は自分の力のなさ

に直面する日々でした。ただ、不安定な

時期だからこそ、遠い国から来た政治的

に中立な私のような指揮者が必要だった

のかもしれません。また、外国人だから

こそ、剪定されがちな彼らの特異な部分

を評価し、伸ばすこともできたのではな

いかと思います。

　昨年、ロシア国立交響楽団の首席客演

指揮者に就任してロシアに行ってきたん

ですが、オーケストラの雰囲気は社会情

勢によって左右されるものだな、と実

感しました。今は非常に状況がいいの

で、団員たちの集中力がピタッと合って、

「この団結力はなんだろう？」というぐ

らい、深く、強く、熱い演奏ができまし

た。それにしても、今改めてポストにつ

いてほしいというお話が来たのは、本当

にうれしかったですね。一番大変だった

時期に苦労を分かち合ってよかったなと

思います。

若き女性指揮者として
オーケストラを率いる困難

　演奏の中で何かがうまくいかない時に

は、だいたい指揮者の側に問題があり

西本さんにとっての
「人生の価値」とは？

 「感じる」ということ。
グローバリゼーションによって
世界が同一色に染まりつつある時代だからこそ、
個々のオリジナリティが大切だと思います。
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IFRS導入を 
グループ経営管理の 
高度化に活かす
先進的なグローバル企業の
あるべき姿

世界100カ国以上の国 が々自国の会計
基準として強制または許容し、適用を
目指してコンバージェンスをしているIFRS

（International Financial Reporting 
Standards：国際財務報告基準）。
その特徴は、原則主義、BSアプローチ、
公正価値会計などで説明されることが
多いが、IFRS導入は財務諸表の数値
面以外にもビジネスのさまざまな分野に
影響を与える。本稿はIFRS導入のイン
パクトを正確に理解し、特にグローバル
に活動する企業がIFRSをどのように捉
えるべきかを中心に論じる。

日本企業の海外活動と
経営管理高度化の必要性

　日本企業の海外活動は、1985年のプ

ラザ合意以降の円高基調を受けて、販売

活動から製造活動を含めたものへと広

がっている。特に最近では、日本市場の

成長が頭打ちになっていることもあり、

日本企業の多くが海外市場を目指して事

業を拡大する傾向にある。進出地域も北

米・欧州から東南アジア、中国、さらに

は南米、ロシアなどの新興国に広がり始

めている。

　日本政策投資銀行が2010年12月に発

表した調査レポートによれば、調査対

象の製造業の2010年度の海外売上高比

率は35％を超える見込みであるという。

また、中期的な取り組み姿勢で海外事業

を強化・拡大すると回答した企業は８割

を超えた。

　従来、多くの日本企業は世界で２番目

に大きな日本市場を中心に事業活動を

行ってきた。経営者は、社内、社外のさ

鹿島章 Akira Kashima

プライスウォーターハウスクーパース（株） 
PwC Japan IFRSプロジェクト室 リーダー
パートナー／公認会計士

PROFILE
大手監査法人での監査業務、大手
会計事務所アトランタ事務所ビジネ
スコンサルティング部門勤務などを
経て現在に至る。主に会計・経営
管理分野の幅広いコンサルティング
業務に従事。またIFRSプロジェクト
室のリーダーとして、IFRSアドバイザ
リー業務にも関与している。

ているが、海外も含めたグループ各社が

同じ基準を使用するという実務はいまだ

確立されていない。

　海外のグループ会社は各国で認められ

ている会計基準に基づいて自社の財務諸

表を作成し、それを日本の本社に送付す

るが、その大部分はエクセルなどのスプ

レッドシートベースの情報となっている。

日本の本社スタッフは、この情報を基に

グループの経営状況を分析し、グループ

会社間の業績比較や分析を行うのだが、

比較・分析に入る前に各社の財務諸表を

作成するルールの違いを分析する必要が

ある。これは、企業にとってかなりの負

担になる。また、会計基準が異なるため、

共通語や共通のものさしを使うことがで

きず、グループ各社とのコミュニケー

ションも取りにくい状況にある。

　前述したとおり、IFRSはすでに会計

の世界の共通言語として通用しつつある。

今後は、グローバルに活動する企業が海

外のグループ会社で上級管理職や経理要

員を採用する場合、これらの知識やスキ

ルのあるメンバーの採用が可能となるこ

とも期待されている。

　一方、現在および将来において、日本

の会計基準を理解できる人材を海外で採

用することはきわめて難しいだろう。日

本の会計基準をベースとしてグループ会

社内で業績を測定、分析し続けることは

さらに困難になると予想される。

　このような環境下においては、自社グ

ループ内に世界で通用するIFRSをベー

スにしたグループ会計基準を使用して各

社の業績を測定し、会計の共通言語、共

通のものさしで業績比較・分析から対応

策の立案、コミュニケーションを行うこ

とのメリットは大きいものと思われる。

小規模な自国マーケットが推進した
先進的なグループ経営管理

　欧州各国は自国のマーケットが小さい

ため、古くから自国のマーケット以外での

経営活動の比重が高い。そのためグロー

バルで企業グループの経営管理のルール

の統一や仕組みの標準化が進んでいる。

　会計基準、勘定科目、システムで使用

する製品、取引先、仕入先などのマス

ターの統一や標準化が、すでに多くの先

進的な企業で実現されており、グループ

の経営状況を会計の共通言語、共通のも

のさしで比較・分析し、対応策を立案す

ることも可能だ。情報システム面でも、

標準システムを展開し、同じルールで作

成した情報を基にグループベースで事業、

製品、取引先別などの切り口で採算性を

管理できる仕組みを整えている。

　また、韓国でも2011年度からIFRSが

強制適用されている。そのために、韓

国企業は過去数年間、IFRS導入の準備

を行ってきた。韓国企業の対応例には、

欧州でのIFRS導入時の状況を分析し、

IFRS導入を自社の業務・システムの大

幅な見直し、標準化の機会と捉え、実際

にその目的を達成した企業もある。

　一方、日本企業は、各グループ会社の

日常業務で使用する勘定科目の標準化で

さえも実現できている会社は少数だ。さ

らに、システムで使用する製品、取引先、

仕入先マスターの統一・標準化が実現で

きている会社も、非常に少数にとどまっ

ている。

　PwCがサポートを行ったある韓国の

グローバル企業グループでは、IFRS導

入を機会に、IFRSベースで統一した会

計基準・ポリシーの導入、決算プロセス

の統一を行うとともに、各社で使用する

勘定科目の統一、各社のERP会計シス

テムの改善、海外グループ会社における

複数会計基準元帳システムの導入、連結

システムの再構築のほか、会計データや

リスク管理レベル向上のため中国地域で

のシェアードサービスセンターの設立な

どを行っている（図表１）。

欧州・韓国企業に10年遅れる

◦日本企業の経営管理体制

　数十年前から海外証券取引所に上場し

ている一部の企業を除いて、日本企業が

連結ベースでの経営管理制度を導入して

きた歴史は浅い。その結果、グループレ

ベルでの経営管理制度、およびそれらを

支える情報システムの整備は欧州の企業

に比べてかなり遅れている。

　韓国の先進企業は過去約10年間に、

各種ルールの標準化、経営管理制度のグ

ローバル化、情報システムの標準化を推

し進め、すでに欧州企業に追いついてい

る。このような取り組みの結果、韓国の

先進企業と日本企業とでは、経営管理情

報の質と間接業務の効率において大きな

Global 
Competitiveness

まざまなルートを通じて経営環境や自社

の経営状況を把握し、対策を行ってきた

のである。

　今後、海外市場での活動がさらに増加

すれば、海外グループ各社の経営状況を

素早く把握し、市場の動きに対応する必

要性はより高まるだろう。

ビジネス全体に及ぶ
IFRS導入のインパクト

　現在、日本ではIFRSの会計基準面で

の特徴や導入負荷の大きさなどを懸念す

る見解が多く出されており、IFRS導入

に慎重な意見が目立つ。

　だが、IFRS導入は財務諸表の数値面だ

けに影響するわけではない。IFRSベース

の財務諸表を作成するための各社の会計

規則、管理会計などの各種ルール、業務

プロセスおよび情報システムといった企

業インフラに対する影響、さらには経理

要員だけでなく財務諸表の数値を利用し

て意思決定を下す経営者やマネジャーに

対する会計スキル向上の必要性など、ビ

ジネスのあらゆる方面に影響を与える。

　特に、次の２つの点でIFRSを導入す

るメリットがある。１つ目は、グローバ

ルに通用する会計の共通語を利用するこ

とができる点だ。２つ目は、日本企業が

海外企業と提携やM&Aをする際に、同

じ基準で作成された財務諸表を用いて交

渉や手続きを効率的に進めることができ

る点である。

　現在、多くの日本企業は日本の会計基

準をベースにグループ会計基準を整備し
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ならない。その場合も余分なコストが発

生する。

　すでに多くの日本企業は、J-SOXの

導入プロジェクトを通して、グループ会

社の業務プロセスや使用している情報シ

ステムの不統一の程度を把握しており、

この不統一な状況により余分に発生して

いるコストも少なからずあることを理解

できている。だが、抜本的な改善計画立

案や実行に入っている企業は少数にとど

まっている。

高度な経営管理を実現するには
積極的な対応が不可欠

　今後、グループ企業全体に１つのルー

ルを導入するような取り組みが行われる

機会は、おそらくほとんどないだろう。

IFRS導入はグローバルなグループ経営

管理制度と、そのインフラを高度化する

大きなチャンスでもある。

　従来、日本企業はグループ会計基準、

グループ経営管理制度や情報システムの

標準化などの整備を積極的には行ってこ

なかった。一度に理想的な姿を実現する

には、労力、投資ともに大きすぎること

から、最初の一歩を踏み出せない企業が

多く存在するのだ。

　しかし、その一歩を踏み出さなければ、

10年後、20年後になっても、現在の延

長線上の仕組みにしかならない。そうな

れば、欧州・韓国企業が使用している経

営管理情報との差は広がることはあって

も、縮めることはできないだろう。今や

中国やインドといった新興国の先進企業

も、グローバルな経営管理制度や情報シ

ステムの整備を進めている。今すぐにで

も始めなければ、日本企業がさらに取り

残されることになることは明らかである。

　図表２はIFRS導入とグループ経営管

理高度化の取り組みの関係を表したもの

である。IFRS導入時に、すべての仕組

みを理想的な姿にすることは現実的に難

しい。そこで、IFRS導入プロジェクト

の中で、方針や手続きの整備を並行して

進めていくといいだろう。

　方針・手続き整備の延長線上で、各社

のシステムで使用する製品、取引先、仕

入先マスターの統一・標準化を進め、グ

ループのシステム標準化の前提条件を整

備していくのである。このように段階を

踏むことで、最終的には高度化されたグ

ローバル経営管理インフラを実現するこ

とができるだろう。

　経営レベルでこの中長期的な計画の立

案・推進を意思決定し、着実にグループ

経営管理を実現するための取り組みを推

進することをお勧めしたい。	 V

差が生じている。

◦経営管理情報の観点

　日本企業がグループ会社から入手して

いる情報はエクセルベースが大部分であ

り、かつ、その数値は統一したものさし

で測られたものではない。また、各社で

使用している勘定科目も共通化されてい

ないため、各グループ会社で発生した費

用の構成率をグループ会社間で比較する

ことも難しい。

　加えて、各社の取引情報の収集が可能

な企業はほとんど存在しないため、グ

ループ内の企業活動を製品別、主要取引

先別などの軸で串刺しにして採算性の情

報をタイムリーに分析できている企業も

少ない。

　欧州・韓国の先進企業では、企業グ

ループを１つの組織と見立て、グループ

内の企業活動を製品別、主要取引先別な

どの軸で串刺しにして採算性の情報を把

握できるようにしている。

　欧州の経営者は情報システムに投資す

る理由として、「正しい意思決定を下す

ための情報をタイムリーに入手するた

め」と言う。残念ながら、日本企業の経

営者からこのような言葉を聞くことはほ

とんどない。

　欧州や韓国の競合他社が優れたコック

ピットに出される多くの経営管理情報を

基に経営判断をスピーディに行っている

のに対して、日本企業は有視界あるいは

限られたアナログのメーターを基に経営

判断を行っているというほど、この差は

大きい。

◦間接費用の観点

　多くの企業は、連結ベースで必要な業

務のうち連結財務諸表を次のプロセスで

作成する。

❶	各グループ会社が各国で認められてい

る基準および各社独自の勘定科目で作

成した財務諸表を、子会社側または本

社において会計基準を修正し、連結勘

定科目への読み替えを行う。

❷	その数値をベースに連結処理を行い、

連結財務諸表を作成する。

　このようにプロセスの中で、勘定科目

の組み替えや変換作業をシステム的また

は人手で行うということは、間接コスト

が余分に発生することを意味する。

　また、J−SOXや会計制度変更への対

応を行う際、情報システムが標準化され

ていなければ、各グループ会社で情報シ

ステムの見直しを重複して行わなければ

図表2◉IFRS導入とグループ経営管理の高度化図表1◉欧州・韓国の先進企業の取り組みの例

欧州・韓国の先進企業日本企業

方針・
手続き

業務
プロセス

システム

▶日本基準ベースの財務諸表
▶海外子会社の多くは異なる決算期
▶会計基準は……
▶管理会計ルールは……

▶業務プロセスは……
▶主要コードは……

▶IFRSベースの財務諸表
▶決算期は原則統一
▶会計基準はグループで統一
▶管理会計ルールはグループで統一

欧州・韓国の先進企業では、方針・手続きの統一、業務プロセスの標準化およびグループ共通システムの導入を
トップダウンで実行し、グループ経営管理の高度化を実現している

▶業務プロセスはグループで標準化
▶主要コードはグループで統一（勘定科目など）

制度連結
データ収集

管理連結

親会社

連結システム
制度連結 管理連結

連結システム

会計システム

親会社FS＊

基幹系システム

会計システム

A社FS＊

基幹系システム

会計システム

B社FS＊

基幹系システム

各グループ会社 各グループ会社

製品別月次連結、
製品別月次収益分析の実現

グループ共通明細情報DB

グループ共通会計システム

グループ共通基幹系システム
グループ会社間
取り引きの完全
自動化

製品別売上げ、棚卸資産
などの日次モニタリング

＊Financial Statement

IFRS対応

グローバル経営管理インフラの
高度化計画・準備

高度化された
グローバル経営管理インフラの実現

組織／
人材

方針／
手続き

プロセス／
システム

●強化された経理・財務組織
●IFRS業務に対応可能な経理人材

●強化された経理・財務組織
●グローバルシェアードサービス組織

●グループ統一会計基準
●連結パッケージの管理基準
●決算期統一

●グループ連結勘定科目
●短縮された決算プロセス
●IFRS対応済連結システム
●IFRS対応済個別システム

●中長期的システム計画の作成
●連結経営データ収集の効率化
●グループコード管理システムの整備
●グループ標準会計システムの整備

●グループ経営管理ガイドライン
導入
●各組織の権限・責任整備
●標準的な経営管理業務マニュアル
●グローバル標準マスター
●統一されたグループPDCA
プロセス

●高度化された
グループ経営管理システム
　・業績評価指標レポーティング
　・各種採算管理レポート
　・グループ計画・予算システム
●グループ標準会計システム
●グローバルコード管理システム
●グローバル資金管理システム

●グループ経営管理要件の整理
●グループ経営管理基準・
ガイドライン作成
●各種データ作成基準の統一
●コード体系の統一
●グループ計画・予算制度の
見直し・整備

●経理・財務組織の将来像作成
●グローバルシェアードサービス
組織構築
●人材育成プランの見直し

グループ経営管理インフラIFRSへのミニマム対応
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A社 B社

売上高
割合

営業利益
割合

アジア
15％

アジア 
欧州

米州
2％

日本
86％

欧州
33％

日本
  24％

  米州
28％

7％
5％

営業利益
割合

売上高
割合

アジア
   10％

アジア
58％

欧州
11％ 米州

1％

日本
 30％

欧州
20％

米州
12％

日本
58％

最終利益ベースで
中国・アジア市場を制する
アジア地域統括会社の成功要因

グローバルで勝負する企業にとって、
市場規模が大きく、さらなる成長が見
込まれる中国・アジア地域は、重要性
を増すばかりである。
そのため中国、ASEAN、インドといっ
たアジア各国での経営を迅速に進める
ために、機能移転を行っている企業は
年々増加傾向にある。しかし、残念な
がら成功事例はまだ数少ない。
本稿では、中国・アジア市場で勝者に
なるためのポイントである、「地域統括
会社（RHQ）」が果たすべき役割につ
いて考察する。

進む中国・アジア地域への
機能移転

　中国・ASEAN・インドといったアジ

ア新興国市場の伸びが注目されている。

それに伴いグローバルで勝負する企業は、

中国・アジア地域における売上げ拡大を

狙い、グループ全体の機能再編を加速さ

せている。

　だが、市場変化のスピードが速い中

国・アジア地域において迅速に意思決定

を下し、地域の特性を十分に理解した事

業戦略を推進し、かつリスク管理してい

くことは、企業にとってかなりの負担で

あり、また困難なことでもある。それは、

市場の成熟度も規制もばらつきがあるた

め、各エリアに最適なアプローチが異な

るからだ。このような現状から、中国・

アジア地域で結果を出せている日系企業

は、それほど多くはない。

　それでは、どのような企業が成功して

いるのだろうか。現段階では、自動車や

家電・精密機器などの耐久消費財関連の

企業の活躍が目立つが、これらの企業に

共通するのはグローバルな市場を見据え

て、地域戦略の立案と遂行が可能な体制

各社実効税率を比較してみるとよく理解

できる。外資系のD社、E社のみならず、

日本に本社を置く日系企業でも、Ｂ社と

Ｃ社は比較的軽課税であるアジアに積極

的に機能とリスクを移転することで、実

効税率を20％台と低く抑えている。対

して、グローバルな機能統廃合と移転を

行っていないＡ社の実効税率は38.3％と、

Ｂ社やＣ社よりもはるかに税負担が大き

い。税金をコストとして考えれば、最終

利益への影響は明らかだろう。

　もはや、グローバル競争においては、

「本社の経常利益の最大化」ではなく、

「グループ全体の最終利益（税引後利益)

の最大化」が重要という強い意識がなく

ては、勝ち残ることはできない。

企業が抱える課題と地域統括会社を
機能させるためのポイント

　当然のことながら、税金の低減だけを

考えて、拠点を軽課税国へ移転し、それ

にあわせて所得を移転すればよいという

問題ではない。それは、軽課税国への単

純な所得移転は各国の移転価格税制に

よって税額が是正される可能性があるか

らだ。このような是正を受けないように

するためにも、ビジネス上、重要となる

機能やリスクを軽課税国へ移転した結果

として、所得も軽課税国へ移転すると

いった流れが必要となる。

　機能再編については、特に、国内外生

産機能の統廃合や現地調達の拡大、グ

ローバル物流網の変革といったサプライ

チェーン関連に加え、海外向け製品開発

やブランド力強化、販売機能強化といっ

た営業・マーケティング関連について、

関心が高まっている。

　たとえば、シンガポールに拠点を設置

する企業は、前述した税の優位性に加え、

物流インフラも安定しており、アジア各

国へのアクセスにも優れていることから

物流機能を集約したり、政治・規制の安

定性、さらには資金調達の容易性から財

務機能を集約するといった動きがある。

　また、中国（香港を含む）では、従来、

コスト削減目的から新たに生産拠点を新

設したり、日本から生産拠点を移転して

きた。しかし、近年では中国を市場とし

て捉え、現地に密着した製品開発や市場

開拓を目的として、R&Dや販売機能移

転などの新たな投資の動きが加速してい

る。こうした新興国における内需拡大の

動きは、中国・ASEAN諸国だけではな

く、インドでも進みつつある。

　海外機能移転が加速する一方で、新興

国市場では次ページのような課題を抱え

Global 
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を構築していることである。世界中の競

合と勝負するために、地域ごとに権限を

委譲した地域統括会社（RHQ）を設置

し、マーケティングとマネジメントを強

化してきた企業が躍進しているのだ。

勝者はグループ全体の最終利益を
最大化している

　欧米企業やアジア諸国の成長企業、一

部の日系先進企業では、すでに税を管理

可能なコストと捉えており、シンガポー

ルなどの軽課税国に地域統括会社を設立

し、機能を移転するといった対応が積極

的に推し進められている。

　現在、世界各国が外資誘致などを目的

として、相ついで法人税率の引き下げや

投資優遇措置を実施している。EUでは、

ユーロ導入以降の10年間で10％以上も

企業に対する法人税率が下がり、一部の

国の法人税率は10％台だ。従来から税

率が低いシンガポール（17％）や香港

（16.5％）に加え、アジア各国も税率を

引き下げてきている。

　これらの国々と比較すると、日本の法

人税率（地方税含む）である40.69％は、

近年引き下げが検討されているとはい

え、あまりにも高いと言えよう（すべて

2010年の税率）。

　日系企業が、法人税率10％台といっ

たグローバル企業と勝負し続けるだけの

国際競争力を持つには、税金も管理可能

なコストと捉え、最適化を図ることが、

今後ますます重要となってくる。

　このことは、図表１のA社からE社の

木村弘美 Hiromi Kimura

プライスウォーターハウスクーパース（株）
ディレクター

PROFILE

大手外資系IT企業を経て入社。グ
ローバルSCM、ロジスティクスを中心に、
戦略立案から業務改革、システム構
築まで幅広いコンサルティング経験を
持つ。近年では、中国・アジア地域
統括会社設置・強化を主に担当。

椎名 茂 Shigeru Shiina

プライスウォーターハウスクーパース（株）
パートナー

PROFILE

大手コンピュータ会社の研究員として
人工知能の研究に従事。専門は制
約論理言語と最適化アルゴリズム。入
社後はその経験を活かし、企業にお
けるSCM最適化における戦略立案、
業務およびITコンサルティングに取り
組む。

図表1◉実効税率対比と地域別売上げ・利益構成対比

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社
区分 日系

精密機器
日系
精密機器

日系
精密機器

外資系
精密機器

外資系
精密機器

実効税率 38.3％ 23.3％ 23.4％ 18.6％ 18.6％
会計年度 2009.3 2010.3 2010.3 2009.10 2009.12

実効税率対比

地域別売上高・利益構成対比
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　設立の検討段階から、中国ビジネスの

あり方に対して部門を越えて十分な議論

を重ねること。中国現地法人の声も吸い

上げて、現地法人に対しても納得感のあ

るサービスやバリューを提供することが

成功の鍵となる。

◦統制力： 本社から現地法人への権限委
譲および役員の派遣

　地域部門別収益責任体制を構築すると

同時に、相応の人事権と業務執行権限を

持った責任者が各国政府や現地市場への

理解に基づいて、一貫した戦略と戦術を

実現すること。この場合の相応の責任者

とは、たとえば本社の次期社長または役

員候補など、次世代のグループ全体の牽

引に寄与する人材が望ましい。本社から

の権限委譲にあたっては、本社事業部と

の権限・役割分担が懸念事項となる企業

も多い。

◦推進体制： 現地職員登用の人事制度 
確立

　現地職員に権限・ポストを積極的に供

与すること。これにより、日本人ではわ

からない現地ならではの商習慣や感覚を

的確に捉えた戦術を立案し、継続的に推

進することが可能となる。また政府や地

域代理店など現地とのパイプ構築におい

ても重要な役割を担うことも期待される。

　この例が示すように、中国・アジア地

域で地域統括会社を機能させるには、十

分な現地理解と、いかに現地に対して権

限委譲を推し進められるかにかかってい

ると言っても過言ではない。

加速する地域統括会社／
グローバル本社の設置

　早くから、中国・ASEAN・インドな

どのアジア地域へ進出している自動車業

界、家電・精密機器などの耐久消費財の

先進企業の一部は、すでに中国・アジア

地域において地域統括会社を設立してい

る。地域統括会社には本社機能のみなら

ず、現地ニーズに即した研究開発機能お

よび販売・マーケティング機能などを中

心に、さらなる機能強化が図られている。

さらには、グローバル本社（IHQ）を

中国・アジア地域など市場に近い地域に

設置し、グローバルなマネジメント体制

の確立を目指す企業も少なくない。

　また、重工業、化学といった業界で

も、従来の事業部制経営から事業横断の

地域戦略を強化すべく地域統括機能の再

編が多く見られる。食品製造業や小売業、

サービス業など、従来日本国内を拠点と

していた企業も、近年、中国・アジア地

域への進出が加速し始めており、販売統

括機能を中心とした地域統括会社設立の

検討が進められている。

　以上のように、先進国から新興国への

市場構造変化と、各国法人税率引き下げ

や投資優遇措置を背景とする「グローバ

ルな機能再編」、域内マネジメント強化を

目的とする「地域統括会社設立・強化」

なくしては、グローバル競争に勝ち残っ

ていけないと言っても過言ではない。	 V

る企業が増加している。

◦マーケティング・販売関連

①		現地競合企業の台頭により、競争力

のある価格決定など、効果的なマー

ケティングができない

②		現地ニーズが把握できず、競争力の

ある製品が市場に供給できていない

③		現地でのブランディングが不十分で

あり、企業・製品の認知度が低い

◦リスク管理

④	現地での不正の発生が把握できない

⑤	労務管理など、現地での実態が把握で

きない

⑥		売掛金管理・買掛金管理が現地任せ

になっており、経営環境の変化によ

る資金の効率化が図れない

⑦		税務対応が現地任せになっており、

税務メリットとなる優遇税制などの

適用が見逃されている。または、移

転価格・ＰＥなどの面で追徴課税な

どのリスクがある

◦効率化・コスト低減

⑧		各現地法人（拠点）で非付加価値業

務が重複し、コスト高を招いている

⑨		組織間の取り引きが複雑化しており、

非効率を招いている

　このようなグローバル経営における課

題を解決すべく、地域統括会社の設立、

またはすでに設置された地域統括会社の

機能強化に取り組む企業が急増している。

　地域統括会社の狙いには、主に下記の

３点が挙げられる。

❶		変化の速い市場に対するタイムリー

な意思決定

❷		現地法人に対する事業戦略の浸透と

統制（ガバナンス）強化

❸		課税関係をも考慮した域内再投資の

最適化

　この３つの目的を実現するためには、

図表２に示すような本社、地域統括会社、

各国個社のそれぞれが責任範囲と役割を

明確にし、連携させる必要がある。そう

して初めて、地域統括会社は機能するの

である。また、地域統括会社は、地域の

特性にあわせて構築していくものであり、

欧米で地域統括会社がうまく機能してい

たとしても、中国・アジア地域などの新

興国市場で同じ機能分担や体制で成功す

るとは限らない。その地域ならではの経

営環境や規制、市場成熟度などを考慮し

たうえで、地域統括の役割・機能定義を

行うことが重要となる。

　図表３は、中国に地域統括会社を設置

し、成功した日系企業の地域統括会社の

成功のポイントをまとめたものだ。「目

的共有化」「統制力」「ビジネスを推進す

る体制」の観点を重視していることが理

解できるだろう。特に重要なのは次の３

点だ。

◦目的： 設立目的および統括機能に 
対する十分な検討

図表3◉日系企業の統括会社成功のポイント図表2◉本社・地域統括会社・現地法人との役割分担例

セールス・
マーケティング

需給計画・
ロジスティクス 生産 調達 ファイナンス 人事・法務 IT

本社
（HQ）

• グローバルマーケティ
ング・セールス戦略・
評価指標の策定

• グローバルプロモー
ション予算枠策定

• グローバル値付けガ
イドライン策定

•  ブランド管理
• RHQからの情報収
集・モニタリング

• グローバルロジスティ
クス戦略・評価指標の
策定

• RHQからの情報収集・
モニタリング

• グローバル生産戦略・
評価指標の策定

• 生産拠点配置計画
• 生産品質管理
• 生産品質ガイドライン 
策定

• 生産技術提供
• RHQからの情報収集・
モニタリング

• グローバルソーシング
戦略・評価指標の策定

• グローバルソーシング 
ガイドライン策定

• RHQからの情報収集・
モニタリング

• グローバル財務戦略・
評価指標の策定

• 投資ガイドライン策定
• IR対応
• RHQからの情報収集・
モニタリング

• RHQの内部・外部監
査結果の承認

• グローバル人事戦略・
評価指標の策定

• グローバル人事制度
の構築

• CSR対応
• RHQからの情報収集・
モニタリング

• グローバルIT戦略・ 
評価指標の策定

• 全社共通ITシステムの
構築・管理

• システム構築ポリシー
策定

• RHQからの情報収集・
モニタリング

地域
統括
会社

（RHQ）

• 地域内でのマーケティ 
ング・セールス戦略・ 
評価指標の策定

• 地域内での値付け 
ガイドライン策定

• 地域全体のプロモー
ション予算策定

• LAからの情報収集・
分析、HQへのレポート

• 地域内でのロジスティ
クス戦略・評価指標
の策定

• 完成品在庫レベル・
在庫リスクの管理・ 
モニタリング

• オペレーションガイド
ライン策定

• LAからの情報収集・
分析、HQへのレポート

• 地域内での生産戦略・
評価指標の策定

• プラント設計
• 地域内生産計画の 
実行・管理

• 地域内生産品質 
ガイドラインの策定

• LAからの情報収集・
分析、HQへのレポート

• 地域内ソーシング戦
略・評価指標の策定

• 地域全体で取引のあ
るサプライヤとの交渉

• 地域内ソーシング 
ガイドライン策定

• LAからの情報収集・
分析、HQへのレポート

• 地域内財務戦略・ 
評価指標の策定

• 地域内資金管理
• LAの内部・外部監査
結果の承認

• LAからの情報収集・
分析、HQへのレポート

• 地域内人事戦略・ 
評価指標の策定

• 地域内の人事・法務
ガイドライン作成

• 地域内の報酬体系の
策定

• SSCの管理
• LAからの情報収集・
分析、HQへのレポート

• 地域内IT戦略・評価 
指標の策定

• 地域内ITシステムの 
管理

• 新システム構築にかか
る地域内ポリシー策定

• LAからの情報収集・
分析、HQへのレポート

各国
個社
（LA：
Local 

affiliate）

• 予算の積み上げによる
フォーキャスト作成と
RHQへのレポート

• 各国内顧客の管理と
開拓

• 各国内でのプロモー
ション実施

• 特価対応時のRHQと
の調整

• 各国の運営コストの 
モニタリングとRHQへ
のレポート

• 各国の配送業務の実
施と管理

• 各国の倉庫管理

• RHQにて策定された 
生産計画の実行と
RHQへのレポート

• 日／週／月別生産計
画の作成

• 生産品質ガイドライン
／基準の遵守

• 各種調達の実行と
RHQへのレポート

• 各国におけるサプライ
ヤの管理

• 各国での予算取りまと
めとRHQとの調整

• 各国での運営コストの
モニタリング

• 内部・外部監査の 
実施

• 人事・法務ガイドライ
ンの遵守

• 各国での採用活動と
キャリア育成の実施

• 各国での給与・報酬
の設定

• 各国におけるITシステ
ムの管理

• ITシステムにかかる
要求事項についての
RHQとの調整

成功のポイント 成功事例

目的 設立目的および統括機能に対する 
十分な検討

• 設立検討段階で、部門を越えて中国ビジネスのあり方に対し十分議論を重ね、また、中国現
地法人の現場の声も吸い上げたうえで統括部門の目的・機能を明確化した。そのうえで業務
戦略に応じた適材配置により、設立当初から現場の支持を受けた「統括会社」として機能した

投資 明確な出資戦略
• 出資戦略として、地域統括（投資性公司）が中国での事業戦略・投資戦略を主体的に担った

•  出資戦略として、本社の中長期投資計画に基づいた計画的な出資と、出資後の経営指導など
にも関与した

購買
販売 事業横断で統括する機能整備

• 各現地法人共通購買品目を分析し、地域統括にて集中購買を行った。その結果、バーゲニン
グパワーが発揮され、コストダウンにつながった

• 統括会社にて販売を一本化。各エリアには分公司として展開。売掛回収管理、クレーム対応、
アフターサービス機能を持ち、与信管理、顧客ニーズ収集などの機能も統括会社へ集約化した

管理

本社から統括現地法人への
一定の権限委譲（および役員の派遣）

• 地域部門別収益責任体制を強化し、相応の人事権と業務執行権限を持った責任者が統括会
社を指揮することで、中国ビジネスに対し一貫した戦略と戦術を展開した

現地職員登用の人事制度確立

• 現地職員の人事登用制度の確立、権限・ポストの積極的な供与により、日本人ではわからな
い価格感覚・広告感覚を的確に捉えた戦術で大きくシェアを拡大した

• 現地法人に代わり、現地の優秀なマネジメント人材・現場人材を採用するとともに、各種トレー
ニングを通じて自社の事業戦略・地域戦略に基づく人材育成を行った

現地法人サポート体制の構築 • 法務・税務・財務・労務や規制に関する専任者を配置し、変更点や最新動向を集約、必要に応じ
て各現地法人へフィードバック、指導・支援を行い、グループの情報・経験の蓄積が可能になった

財務 統括会社主導によるグループ 
資金有効活用スキーム構築

• 本社財務部門主導により部門を越え、統括会社を幹事企業とする中国内グループ資金有効
活用体制を構築した
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なぜ連結納税を導入する
企業が増えているのか
税制改正が
税効果会計に与える影響

平成22年度税制改正によって、企業
グループは連結納税制度をより選択し
やすくなった結果、連結納税を選択す
る企業は着実に増えた。しかし、事務
負担が増える可能性のある連結納税
を、制度改正されただけで誰もが選択
するだろうか。
そこには過去数年間の税制改正が企
業会計に与えた影響もあるようだ。本
稿では企業グループが連結納税を採
用する動機について分析する。

増加する連結納税グループ

　連結納税とは、企業グループ（親会社

とその100％子会社、孫会社など）を課税

上も一体の納税主体と見なして申告納税

を行う制度のことで、企業グループが選

択すれば適用される。連結納税制度の最

大の特色（利点）は、連結納税グループ

内で、ある会社の損失を他の会社の利益

と相殺し、グループ全体の納税額を減少

させる機会が与えられるということである。

　連結納税制度を選択した企業グループ

の数は、平成14年度の制度導入以降着

実に増え、平成18年度から平成21年度

の３年間で629グループから864グルー

プへと約40％の増加を見せている（図

表１）。

　正式な統計は公表されていないが、平

成22年度以後も税制改正の影響で連結

納税制度の導入を決定する、またはその

導入を検討している企業グループ数が増

加することは確実だろう。

　このように連結納税制度を導入した

図表1◉連結納税の適用を受けている法人の数

山田祐介 Yusuke Yamada

税理士法人プライスウォーターハウス
クーパース
パートナー／税理士

PROFILE
日系・外資系企業に対する国際税
務、組織再編税制、連結納税関連
の税務コンサルティングおよびコンプ
ライアンス業務に関与。

損金は切り捨てられず、連結納税選択後

も、子会社に所得が生じればその所得と

繰越欠損金を相殺することができるよう

になった。

　この税制改正によって、連結納税の選

択というハードルは大きく下がり、多く

の企業が連結納税制度の選択を検討する

契機となったのである。

　しかし、平成22年度税制改正で大き

なデメリットの１つが解消されたからと

いって、グループ内法人間で損益を通算

できるという税務上の理由のみで、決し

て事務負担が軽いとは言えない連結納税

を選択するだろうか。

　そもそも、欠損金の繰越制度†1がある

以上、将来の繰越可能期間内において

利益が生じれば、単体での申告納税で

あっても、いつか欠損金は相殺できる

わけである。そのような場合、あえて

連結納税を選択する必要はないのかも

しれない。

税務面での連結納税のメリット

　前述のとおり、税務面から見た連結納

税最大のメリットは、連結納税グループ

内の法人間で利益と損失を相殺できるこ

とにあるが、図表２の例のように、単体

納税でもX1年で生じた欠損金をX2年で

使用できれば、連結納税のメリットは、

グループ内の損失を早期に使用できるこ

とのみである。

　しかし、リーマンショック以降の経済

状況における低収益下では、必ずしも欠

損金をその繰越期間内に使用できるほど

の所得が単体ベースで見込める企業ばか

りとは限らない。そのような場合には、

グループ内の他の会社の所得と欠損金を

相殺し、欠損金をいち早く使用すること

ができる連結納税が有効となる。

　このような低収益になってしまう経済

状況下で、欠損金を有効利用したいとい

う企業の傾向に拍車をかけたのが平成

21年度以後の税制改正だ。

税制改正が
欠損金を有する企業に与えた影響

　平成21年度税制改正によって、海外

子会社からの配当金が実質非課税になっ

た。また、平成22年度の税制改正によ

りグループ法人税制が導入され、企業グ

ループ内で資産を譲渡した場合の資産の

譲渡益に対する課税が繰り延べられるこ

とになった。

　税金が課されないことは企業にとって

喜ばしいことであるが、繰越欠損金を有

していた企業にとってはこれらの税制改

正によって、欠損金と相殺することがで

きる所得を認識する機会が減ってしまっ

たということもできる。

　たとえば、平成21年度税制改正前ま

では、欠損金の使用方法として海外子会

社から配当金を受け取ることによって所

Global 
Competitiveness

（または検討している）企業グループが

近年増加している背景には、そもそも制

度導入が検討された時に配慮された「分

社化や持ち株会社化などの企業の組織形

態の多様化に対応する観点や、経済の急

速な国際化が進展する中、国際競争力の

維持・向上に資する」（「平成10年度税

制改正に関する答申」より抜粋）といっ

た一般的な背景だけでなく、平成20年

のリーマンショック以降、急速な回復を

見込むことのできない経済状況における

税務面での対応（すなわち節税効果の追

求）に加え、会計面での対応も背景にあ

るようだ。

税制改正が後押しする

　昨年の平成22年度税制改正によって、

連結納税を選択しようとしていた企業グ

ループにとって大きな障害となっていた

規定が緩和された。

　平成21年度以前の連結納税制度では、

企業グループが連結納税を選択した場合、

グループ内の子会社が有していた連結納

税を選択する前の期間に生じていた繰越

欠損金は切り捨てられ、連結納税選択後

にそれらの欠損金を使用することができ

なかった。これは、連結納税制度を選択

する際の大きなデメリットの１つと考え

られ、企業グループが連結納税制度を選

択するのに二の足を踏む大きな要因と

なっていた。

　しかし、平成22年度税制改正により、

一定の要件を満たせば、子会社の繰越欠

平成18年
6月30日現在

平成19年
6月30日現在

平成20年
6月30日現在

平成21年
6月30日現在

件数 対前年比
（％） 件数 対前年比

（％） 件数 対前年比
（％） 件数 対前年比

（％）

連結法人数 6,676 110.4 7,187 107.7 7,341 102.1 7,494 102.1

　親法人数 629 117.1 724 115.1 795 109.8 864 108.7

　子法人数 6,047 109.7 6,463 106.9 6,546 101.3 6,630 101.3
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X1年 X2年 

利益/損失 法人税 利益/損失 法人税 

親法人 ▲300 0 400 30 

子法人A ▲50 0 50 0 

子法人B 200 60 100 30 

60 60 

X1年 X2年 

利益/損失 法人税 利益/損失 法人税 

親法人 ▲300 ─ 400 ─ 

子法人A ▲50 ─ 50 ─ 

子法人B 200 ─ 100 ─ 

▲150 0 550 120

　しかし、税務の観点からは企業にとっ

て有利な税制改正も、その直後では繰延

税金資産には大きく影響し、会計面では

悪影響を及ぼす可能性もある。

　たとえば、平成22年度の税制改正

によりグループ法人税制が導入され、

100％子会社を清算した場合、親会社に

おいては子会社株式にかかる投資損失を

税務上損金に算入することができなく

なった。その結果、たとえば業績の悪化

により会計上計上していた子会社株式評

価損（税務上は有税処理）にかかる繰延

税金資産は、税制改正により税効果がな

くなってしまうために、これを取り崩さ

なければならない。

　さらに、平成23年度の税制改正案に

よる法人税率の引き下げも、繰延税金資

産への影響がある。すなわち、繰延税金

資産は、有税処理していた引当金や欠損

金について、法人税の実効税率相当を将

来の税金を減らす効果があるものとし

て資産計上されるものだが、これまで

約41％の実効税率を用いて計上されて

いた繰延税金資産は、平成23年度以降、

法人税率引き下げの影響により、その税

効果は約36％相当となる。

　結果として、企業は繰延税金資産の一

部（約５％相当）を取り崩す必要が生じ

る。繰越欠損金や過去に有税処理した引

当金などの金額が多額であれば、約５％

という率であっても取り崩さなければな

らない繰延税金資産は多額になる。

　平成23年度税制改正案により導入さ

れる繰越欠損金の控除限度額制度につい

ても、同様に影響がある。各年度の所得

金額の80％までしか繰越欠損金を利用

することができなくなるため、従来であ

れば、全額回収することができると見込

めた繰越欠損金にかかる税効果も、控除

限度額制度によって、繰越欠損金の一部

について回収可能性を見込めなくなり、

繰越欠損金にかかる繰延税金資産を戻し

入れなければならないケースが出てくる

かもしれない。

　繰延税金資産を取り崩さなければなら

ない、または繰延税金資産が計上できな

いということは、一時的なものではある

が、会計上において当期純損益および純

資産を悪化させてしまう。したがって、

ここ数年間の税制改正は、短期的に見た

会計上の損益という観点からは必ずしも

企業にとって有益なものばかりではな

かったかもしれない。

税効果の回収可能性を確保するため
連結納税制度の活用

　上述したように、繰越欠損金などにか

かる繰延税金資産の回収可能性の有無は、

それしだいで当期損益が大きく変わる可

能性があり、決算数値を左右する非常に

重要な会計上の論点である。

　リーマンショック後、順調な景気の回

復が見込めない中、ただでさえ繰延税金

資産の回収可能性を確保するための将来

の利益予想が困難な状況において、繰延

税金資産を取り崩す必要が生じてしまう

税制改正は、将来の課税所得を確保し、

繰延税金資産を可能な限り計上しようと

する企業の意識をより強くする効果が

あったと言える。

　現時点で繰越欠損金にかかる繰延税金

資産を計上している企業は、その回収可

能性を確保するために、将来における利

益を確保するための何らかの方法を模索

する必要が生じたのである。

　このような状況の打開策の１つとして

検討されているのが連結納税の選択であ

る。単体では利益の発生が確実に見込め

ない場合であっても、企業グループ内に

業績の好調な子会社があれば、繰延税金

資産の回収可能性について、その子会社

の利益を合算して判断することができる。

それによって繰延税金資産の回収可能性

を確保できれば、単体企業の所得見込み

では計上できなかった、または取り崩し

が求められる可能性のあった繰延税金資

産にかかる回収可能性を確保し、決算数

値の悪化を避けることができるのである。

　なお、連結納税を選択した結果、逆に

繰延税金資産を取り崩さなければならな

いケースも考えられることに注意する必

要がある。たとえば、毎年多額の欠損が

生じるような会社がグループ内にある場

合、利益体質で繰延税金資産を計上して

いた他のグループ会社について、単体で

は回収可能性が見込めていたにもかかわ

らず、連結納税を選択して、欠損会社と

合わせて回収可能性を判断することにな

り、その結果、回収可能性が見込めない

ことになってしまうことも理論的には考

えられるからである。

　ただし、このような場合は、まったく使

用できる見込みのない欠損金がグループ

内で発生している一方で、税金を払って

いるグループ会社があるということであ

り、税務的には非常に非効率的な税務ポ

ジションにあると言える。したがって、決

算数値の心配をする以前に、連結納税の

選択をいち早く検討すべきケースだろう。

　連結納税というと、どうしてもグルー

プ内法人間の損益通算によるグループ全

体での節税という税務メリットが注目さ

れることが多い。

　しかし、昨今の経済状況や過去数年の

税制改正を考えると、繰延税金資産の取

り崩しを避けることができるという会計

上のメリットも見逃すことができない。

事実、税務目的よりも決算対策として連

結納税の選択を検討する企業グループも

少なくはないのである。	 V

得を認識し、欠損金と相殺することがで

きたが、平成21年度税制改正以降はこ

れができなくなった。また、含み益のあ

る資産をグループ企業に譲渡しても、欠

損金と相殺することができる譲渡益も発

生しなくなった。

　繰越欠損金が有効利用できないという

ことは、繰越欠損金を使い切れないとい

う税務面での非効率が生じるだけでなく、

会計面にも悪影響を及ぼす可能性がある。

その１つに、税効果会計により繰越欠損

金などについて計上していた繰延税金資

産を、将来における税務上の利益が見込

めないことを理由に取り崩す必要が生じ

てしまうことが挙げられる。繰延税金資

産の取り崩しは、会計上の当期利益およ

び純資産の悪化を意味する。

　このように会計面（繰延税金資産）に

影響を与える可能性のある税制改正はこ

れだけではない。

税制改正が
税効果会計へ与える影響

　当期に欠損を計上した企業は、その欠

損を将来の利益と相殺することによって

税金を減らす効果を見込むことができれ

ば、当期の欠損金額のうち将来の利用に

より税金を減らす効果（回収可能性）が

ある金額を資産として計上し、その結果、

会計上は当期の純損失の額を減少させ、

純資産を増加させることができる。また、

税務上損金にならず有税処理していた会

計上の引当金（一時差異）についても、

欠損金と同様に回収可能性があれば繰延

税金資産を計上することができる。

　以下は平成23年度税制改正案を含む

過去数年間の税制改正のうち、法人税課

税に関する主たるものであるが、海外子

会社配当益金不算入制度や税率の引き下

げなど、企業にとって有利なものが多い。

◦海外子会社配当益金不算入

			（平成21年度税制改正）

◦グループ法人税制

			（平成22年度税制改正）

◦法人税率の引き下げ

			（平成23年度税制改正案）

◦	繰越欠損金の控除額を所得金額の

100％から80％に制限するとともに、

繰越期間を７年から９年に延長

			（平成23年度税制改正案）

†1：�欠損金は７年間の繰越控除が認められている。
平成23年税制改正大綱では一定の制限を設け
る一方で９年間に延長される税制改正案が公
表された。

図表2◉欠損金が使用できる場合の単体納税と連結納税の比較

※  親法人はX2年でX1年から繰り越した欠損金300を使用できるため法人税は30=（400-300）×30% 
子法人A も同様に繰越欠損金を使用できるため法人税は0=（50-50）×30%

※ X2年において、X1年から繰り越した連結グループの欠損金150を使用できるため法人税は 
120=（550-150）×30%

単体納税

連結納税
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他国との単純比較ではなく
日本の国民性を考えよ

　新興国やアメリカの企業は、若い経営

者の指揮下で勢いを増している。それに

比べて、日本企業には元気がないとの論

調がある。だが、戦後の日本企業を見る

と、カリスマ的経営者はそれほど多数に

のぼるわけではない。むしろ、財閥系企

業内で着実に人材を育て、それなりに活

躍する社長を生み出すパターンの方が中

心だった。そこには、国や企業の特性、

国民性が反映されている。

　たとえば、アメリカ企業の代表的なパ

ターンは、天才的な経営者が彗星のよう

に現れ、一代にして大企業に育て上げて

いく、というものだ。これに対し日本に

は、一人のビル・ゲイツはいないが、千

人、万人の＂課長 島耕作＂が存在する。

個々人が持つ平凡な能力を極大化し、最

大限に発揮できる環境を企業が作り上げ

る。それぞれの力を足し合わせた積分力

の強さが、企業の成長や活力を生み、そ

れが企業の特性や体質となってきたのだ。

　したがって、ソニー、パナソニック、

ホンダのような企業が少ないと嘆く必要

日本の強みを武器に
グローバル競争力を
強化する
躍進を遂げる周辺の新興国を目の当
たりにして、日本経済や企業に対する
悲観論が目立つ。しかし、国や企業
の特性、国民性の違い、発展段階な
どの違いを無視して、単純比較をした
ところで意味がない。
日本人は、世界中の人々が認める誠
実さや協調性といった美徳を持ってい
る。これは、先般の東日本大震災を
始め過去の災害において、被害者た
ちがお互いに労わり合い、協力し合っ
ていることからも明らかだ。日本企業は、
このような国民性・特性を武器として、
日本にしかできないことを成し遂げられ
るはずである。
本稿では、そのために経営者に求めら
れる発想や公が果たすべき役割につ
いて提言する。

はない。国民性の観点からすれば、そう

いう企業の方が例外的で、みんなが目指

そうとしても、そもそも無理がある。

拙速な意思決定だけでは
組織は動かない

　近隣諸国の企業に差を詰められ、場合

によっては、追い越されている分野もあ

るが、それは決して日本企業が停滞し、

後退している、ということではない。国

際的に名の売れた企業は、それなりの活

躍をしていると感じる。20〜30年前に

比べて、競争力が低下しているのは事実

だ。新興国の企業は意思決定を素早く下

し、柔軟に動くことができる。その速さ

に追いつけずにいる日本企業もある。

　日本には、大勢の従業員を抱え、株主

の数も多い企業が存在する。株主構成も

さまざまで、長期的なサステナビリティ

を重視する株主もいれば、短期的な利益

や利益配分を重視する株主もいる。経営

者が独断で安易な決定を下せば、株主か

らチェックが入る。それなりに企業年齢

も重ねた大企業は、時間がかかっても手

順を踏んで決断をしていくやり方をとら

ざるをえない。

　もちろん、急がなければいけない場面

で急ぐ、という感覚を持つことは重要だ

が、拙速な意思決定は、長期的にはうま

くいかないことの方が多い。

　近隣諸国が飛躍的な発展を遂げている

様子は、ちょうど30年前の日本を見て

いるようだ。それを可能にしているのは

国内の高度成長である。自国通貨安や労

五味廣文 Hirofumi Gomi

株式会社プライスウォーターハウス
クーパース総合研究所
理事長

PROFILE
東京大学法学部第一類卒業後、大
蔵省入省。同省主計局主計官、金
融監督庁検査部長、金融庁検査局
長、監督局長を経て、2004年から
2007年まで金融庁長官。西村あさひ
法律事務所顧問を経て2009年10月
より現職。

働賃金の安さを背景に、急成長を遂げて

いるのだ。

　発展段階や背景が異なる国の企業と競

争する時には、がっぷりと四つに組んで

みても勝てるはずがない。それなりの戦

い方を考え、環境変化に適応した体質の

改善や変更を考えていくことの方が、意

思決定のスピード以上に重要になってく

る。特に、漫然と企業が成長していた時

のやり方を踏襲したり、輸出がきわめて

好調だった近年の経験だけに基づいて判

断しているようではいけない。経営陣は、

誰と戦っているのかを心得たうえで、何

をどのようなタイミングで決断すればよ

いか、という発想が必要だ。

痛みに対する覚悟が
欠如している

　日本企業は、自由な競争さえできる環

境にあれば、中小企業も含めて相当な実

力を発揮すると、私は考えている。

　問題は、自由な競争には裏と表がある

ことだ。関税障壁、非関税障壁、規制を

撤廃して、自由な競争が行われると、そ

こには優勝劣敗という要素が色濃く出て

くる。それは、日本の国民性や日本企業

が最も嫌うものである。競争より協調を

好み、できない人はできない人なりに、

ベストを尽くせる環境を作り、それを足

し合わされて大きな力になる、というの

が日本の国民性である。高度成長期には、

そういう国民性のよい面が出ていたが、

今の閉塞的な状況ではそうもいかない。

　周辺諸国の競争力が著しく高まった環

境下では、自由化して競争を行い、優れ

たものが勝つという環境を作るしかない。

その際には、敗者が出ることは避けられ

ない。そうした痛みに対する覚悟が、日

本国民全体に不足していることが、一番

の問題である。企業を取り巻いている閉

塞感も、同じ問題に根ざしている。仮に

雇用を守ることが本当に自分の企業の哲

学であるなら、それに徹すればいい。た

だし、その場合は賃金も下げなくてはな

らないが、痛みを人に与えること、痛み

に耐えてもらうことに対する覚悟がなく、

そこまで徹底しきれない経営者が多い。

　公の対応も同様である。派遣社員が不

要になれば切り捨ててもよい、というの

は日本の国民性に合わないとしても、だ

からといって、派遣は正社員で雇えとい

う法案を作るのは極端すぎる。それでは、

企業の競争力を殺ぐことになり、生産性

も上がらない。

　国民性を否定する必要はないし、なる

べく国民性を活かした環境適応を考えて

いくべきだが、それでもすべてがバラ色

の未来になるわけではない。そのことを

国民にも認識してもらい、官民で経済や

企業の体質を変えていくしかない。

日本ならではの強さは
どこにあるかを考えよ

　30〜40年前は、海外では安かろう悪

かろうが日本製品の代名詞だった。しか

しその後、自由な競争にさらされ、国に

よる保護政策のない中で、堂々と世界の

チャンピオンになる日本企業が出てきた。

特に製造業は、その真価を欧米に認めさ

せ、信頼を勝ち取った。

　なぜそれが可能だったのか、と考えて

みることは重要だ。１つには、日本人社

員の企業に対する忠誠度、勤勉さ、協調

性が挙げられると思う。仲間を蹴落とす

のではなく助けることで会社をよくする

ことが自分の使命である、という意識が

強いのだ。同時に、職人の伝統が残って

いて、特にモノづくりの世界では、よい

ものを作ることに生きがいを感じるよう

だ。金儲けにつながるかどうかよりも、

よいものを作ることが自分の責任であり、

結果として、それが利益につながる、会

社の発展につながる、という思考回路を

する。それがお題目でなく、社員に浸透

しているのが日本企業の大きな特性だ。

　成熟したアメリカの大企業と比べてみ

れば、その違いは歴然としている。彼ら

が獲得しているレピュテーションは、き

わめて効率的な方法を常に工夫する、問

題が発生した時のリカバリー体制がよく

できている、というものだ。

　たとえば、アメリカの飛行機に乗ると、

荷物がうまく届かないケースもめずらし

くはないが、その一方で、その荷物がど

こにあるかをただちに探し出すことがで

きる。間違いは起こるものだという前提

で、コンピュータ技術などを駆使したシ

ステムが作られているのだ。一方の日本

では、そもそも間違いは起こしてはいけ

ないという前提でシステムが作られる。

　金融分野でも、両国の違いは顕著であ

る。日本の銀行は、お客さまサービス第
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一で、儲けが最優先ではない。アメリカ

の銀行は、とにかくお金を動かす人に徹

底的にサービスを提供するという考え方

をとる。それによって、利益率は高くな

るが、失敗した時も高くつき損失が膨らむ。

　ここで着目すべきは、その是非ではな

く、こうしたことが両国の企業の特性や

国民性に根ざしているという部分だ。そ

うした違いを踏まえて、それをどう活か

していくかという発想を持つことが重要

である。そのためには、日本企業だから

できるやり方、サービスにフォーカスし

て、リスクをとる。日本企業特有の信頼

の高さ、サステナビリティを至上と考え

る誠実な姿勢を長所として活かすための

経営をしていくことだ。

公が早急に対応すべき
３つの課題

　国内での成長に限界がある中、日本企

業が活躍していくためには、活動の場を

成長力の高い外国に移すしかない。公が

やらなくてはいけないことは、国内で活動

することが、その企業の発展のアドバン

テージとなるような環境を作り上げること

だ。それは、種々の規制の緩和につきる。

　その１つは税制である。特に、諸外国

に比べて不利な税制として、法人税が挙

げられる。企業の競争力という観点では、

不利な税制はそれだけで企業にとってハ

ンディキャップとなる。それを緩和する

ために、法人税の引き下げは当然、早期

に実施しなくてはいけない（図表1）。

　２つ目は規制の緩和だ。規制に守られ

て非効率なものが温存され、そのコスト

が国民の税金でまかなわれている。これ

では、その規制対象の人たちと商業ベー

スで競争することは不可能だ。

　非効率を温存するための規制は撤廃す

るが、撤廃した結果として国政上の問題

になるような負担が一部の国民に発生す

るようであれば、その部分は政府が手当

てする必要がある。しかしその場合でも、

非効率を温存する形での歳出であっては

ならない。円滑に撤退するために必要な

資金、あるいは、円滑により効率のよい

ものに体質を転換していくための資金を

投じ、規制の緩和とそれに伴う弊害の除

去を徹底的に進めていくべきだ。

　これが実施されれば、潜在需要はある

のに、非効率を温存する規制ゆえになか

なか商業ベースにのらなかった分野を、

ビジネスに取り込んでいくことが可能に

なる。それによって、日本企業の供給能

力は拡大していくはずだ。

ハンディキャップなしで
競争できる環境を整備せよ

　３つ目に必要なのが、海外とのモノや

資本の行き来に関する制限を緩和するこ

とだ。現在、多国間や二国間などさまざ

まなやり方が議論されているが、どのや

り方でもいいので、早急に実現させるべ

きだろう。というのも、他国に先を越さ

れれば、日本企業は理不尽な競争を強い

られることになるからだ。

　たとえば、他国と同じ製品を同じ値段

で出したとしても、売る時には日本の製

品の方が高い値段になってしまう。協定

が結ばれていないので、高い関税がか

かってしまうからだ。これでは、企業も

海外生産にシフトするほかなく、その結

果、国内の雇用も失われていく。

　もちろん、こうした一連の規制緩和を

行えば、国外に自由に出られる企業には

喜ばしいことだが、同時に、海外から国

内に入ってくる動きも自由化される。ま

た、規制で守られてきた人々が裸にされ

てしまうという側面もある。

　経済構造が変わっていく時には必ず、

優勝劣敗が生じる。そうした優勝劣敗は

長い目で見れば望ましい結果につながる

が、短期的には摩擦が起こる原因となる。

それでも、できるだけ企業の手足の自由

を確保すべきだ。国としては、自国経済

を導く方向性について明確な政策を打ち

立て、そのために必要な施策を、国民性

に合った形で提供していくことを考える

必要がある。摩擦や問題の解消について

は、各企業にすべてを負わせるのではな

く、公も解消策を講じていく必要がある。

　企業の中には、かつては断突だった

技術力も、今や中国や韓国に追いつか

れ、同じものがより安くできる環境へと

変わっているかもしれない。だが、その

技術力や、その元となった発想は得難く、

失ってはならないと思うこともあるだろ

う。そこにある企業を守るのか、その企

業の持っている技術力や発展性を守るの

か。為政者は勇気を持って決断を下さな

くてはいけない。そして、単に延命させ

るためではなく、他国にはできないもの

を探し、それを確立させる、そうした体

質へと転換させていくための時間やお金

を、国や自治体、金融機関などが融通し

ていくべきだろう。

日本が力を発揮できる
付加価値の高い分野がある

　経済構造を変化させれば、既得権益を

失う分野も出てくるが、その一方で、新

しくチャンスが生まれる分野もある。

　アメリカではかつて、モノづくりから

金融業、サービス業へと重点分野を変更

し、経済を回復させた。これは一般的に

言えば、より付加価値の高い分野にシフ

トしたということだ。

　アメリカでは、人の移動がきわめてド

ライに行われる。その典型が、ロケット

サイエンティストと呼ばれる人々だろう。

アポロ計画や冷戦が終わり、弾道計算な

ど、高度な数学の技能を持った人々が、

モノづくりの分野で不要になった。する

と、彼らはさっさとウォールストリート

に移り、金融工学を発展させて、実体経

済をさらに効率よく回すための金融商品

を生み出した。これは、アメリカの環境

だからこそ、できたことであり、経済構

造の変化を目指す時に、アメリカを真似

て、単純にサービス業にシフトすればい

い、という話ではない。

　日本はもともと違う国であり、違う文

化を持っている。よりよいものを作るこ

とに生きがいを見出すという日本人の職

人魂を活かし、近隣の新興国には真似で

きない分野にシフトする必要がある。こ

れは、アメリカと同じく、より付加価値

の高い部分に移行するということだが、

その表れ方は、モノづくりからサービス

業へといった単純な移行ではない。モノ

づくりであれば、近隣諸国には真似でき

ない、ひと味違うものを作る、サービス

業であれば、日本だからこそ可能な信頼

性の高いサービスを提供する、といった

形をとるだろう。

　たとえば、リーマンショックで世界経

済が低迷した時に、売れ筋の自動車はガ

ラリと変わった。こうした大きな変化に

直面した時、日本企業に安価な自動車を

新興国で売りさばく能力がまったくな

かったかというと、そんなことはない。

安いなら安いなりに、やはり日本企業に

はかなわない、という分野を見つけ出し

ている。あるいは、環境対応型の車とい

う異なる分野でリードしている。

　それと同じように、これから必要とさ

れるものを、外国ではできないやり方で

地道に行うことが、あらゆる産業におい

て求められている。

手本なき時代の今、
ヨーロッパが１つのヒントになる

　これまではアメリカを真似して成功し

たものの、今や手本がなくなってしまった

と、困っている企業もあるかもしれない。

しかし、参考にすべきものはたくさんある。

　今後、何か手本になるものを探すとす

れば、大陸ヨーロッパがよいだろう。文

化的な歴史が長く深いことに加え、日本

ほど急速ではないが、時間をかけて高齢

化が進み、いわば成熟社会を抱えている。

しかも、どちらかといえば中央集権的で、

国家への規律が色濃く残っている国も

多い。北欧やドイツなどがその一例だ。

　こうした国が、日本とまったく同じ経

路をたどってきたわけではない。しかし、

これまで何が行われてきたか、どういう

仕組みになっているか、今の姿になるま

でにどんな成功と失敗を繰り返したかを

知ることには意味がある。

　このように日本が今後、このような姿

になれば、何とかやっていけると思える

ような実例があるのとないのとでは、大

きな違いだ。ほかにも、手本となるもの

を探すためには、もっと視野を広く持つ

ことが重要である。そのためには、若い

人たちを世界中に派遣した方がよい。

　日本は今、周辺諸国が猛烈に成長して

いるという、欧米各国が体験したことの

ない、特異な状況に置かれている。さら

に、千年に一度という大震災、原発・電

力不足問題、そしてそれらによって引き

起こされた経済の停滞と、日本はかつて

経験したことのない危機に直面している。

この逆境に立ち向かうには、官民ともに

覚悟を決め、知恵を出していかなくては

ならない。 V

図表1◉�地域別法定実効税率の推移

※一般公開データに基づきPwC作成
※韓国は、2010年より22%、台湾は2010より20%に引き下げ

▶日本を除く世界の各地域では、年々実効法人税率の引き下げが顕著
▶特に、EUに関しては、ユーロ導入以降の10年間で10%以上も税率が下がり、
近年は下げ止まりの傾向
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　プライスウォーターハウスクーパース株
式会社では、「グローバル人材マネジメン
トサーベイ 2010」の結果を発表しました。
　本調査は、グローバルでビジネスを展開
する日本企業の人材マネジメントの状況を
把握すべく実施したもので、内外の日本企
業計100社の人事・企画部門からの回答を
基に分析を行っています。
　本調査の結果から、日本企業が今最も求
めているのは、日本から海外拠点に派遣し
た「経営者・役員」であることと、しかし
ながら８割以上の企業でその人材が不足し

ていることがわかりました。
　当社では、日本企業が直面する深刻なグ
ローバル人材の不足を解消するためには、
まず本社主導でグローバル人材マネジメン
トの目的と方向性を確認することが重要で
あり、そして、自社の現状の課題を整理し、
施策の優先順位を明確にする必要があると
考えています。
　そのほかの結果については、当社のウェ
ブサイトwww.pwc.com/jp/advisoryより
ニュースリリースをご覧ください。

　仮に個別財務諸表においても IFRS が適
用された場合、税務面でどのような影響が
予想されるのか。これが、本書のテーマです。
　具体的には、現状の法人税法の枠組みの
中で、IFRS を適用して個別財務諸表を作
成した場合に予想される課税所得計算への
影響などについて、収益の認識、金融商品
の会計処理をはじめとする IFRS のほぼ全
領域について考察しています。

　コンサルティング関連の調査・分析会社
大手のIDCが発表した調査報告書“Market 
Scape”の新シリーズにおいて、PwCは全
世界、アメリカ大陸および欧州・中東・ア
フリカの各エリアで、ビジネスコンサル
ティング業界のリーダーであるとの評価を
受けました。
　この報告書は、クライアントのニーズに
応える現在の業務能力および将来的な潜在
能力を分析したもので、世界各地のIDCア

ナリストの意見だけでなく、コンサルティ
ングサービスを活用されているエンドユー
ザーの方々の意見も反映されています。
　本報告書によると、全世界においてPwC
は、戦略性という点で最上位に位置づけら
れるとともに、市場全体の成長速度を上回
る勢いで伸びている点も評価されています。
　アジア太平洋エリアでは、PwCは「メ
ジャープレイヤー」として評価されてお
り、現行のビジネスコンサルティング能力

および、今後３〜５年間における顧客ニー
ズに応える戦略性という点で上位につけ
ています。
　また、IDCは2010年のビジネスコンサ
ルティングの収益を全世界で691億ドルと
推計しており、PwCは同市場で収益第４
位にランクインしています。
　詳細は、PwC Japanのウェブサイト
www.pwc.com/jpよりニュースリリース
をご覧ください。

IDCがPwCを世界のビジネスコンサルティングのリーダーと評価

News

News from Global

　さまざまな分野で働く女性公認会計士
が、自身のキャリアプランについて綴った

『女性会計士20人 人生の中間決算書』（日
本公認会計士協会 近畿会 編）において、
あらた監査法人の土岐祥子代表社員とプラ
イスウォーターハウスクーパース株式会社
の倉本朋子が執筆に協力しました。土岐は
人材担当執行役として、女性が働く環境の
ほか、組織におけるダイバーシティの考え
方などについて対談しています。

　本書の出版を記念して、3月10日には、監
査法人などの女性プロフェッショナルを対
象とした「女性会計士ネットワーク活動支
援イベント」を開催しました。PwC Japan
のWNC（Women's Network Circle）委員会
が主催となり、各監査法人における女性ネッ
トワーク活動の紹介、女性パートナーによる
座談会、参加者同士の意見交換などを行い
ました。当日は60名を超える参加者により、
法人の垣根を越えた交流が実現しました。

『女性会計士20人  人生の中間決算書』出版記念イベントを開催

News from Japan

『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──』発行
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース、あらた監査法人 編著

日本企業を対象にした「グローバル人材マネジメントサーベイ 2010」の結果を発表

税務経理協会　3,360 円（税込）
2011年１月発行

日本公認会計士協会 近畿会 編
清文社　1,260 円（税込）
2011年 2 月発行

「グローバル人材マネジメントサーベイ2010」�
調査概要
�調査期間：2010 年8月1日〜10月30日
調査方法：調査票（電子ファイル）によるアンケート方式
調査対象：

（1）日本の上場企業、有力未上場企業の本社人事
部門および企画部門
•有効回答数：50 社
•調査主体：プライスウォーターハウスクーパース 

株式会社
（2）中国・華東地域（上海含む）に拠点を置く日系

現地拠点の経営者および人事担当者
 •有効回答数：50 社
 •調査主体：PwC中国 上海事務所 日本企業部、 

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

　PwCが1935年から77年にわたり投票管
理を委託されているアカデミー賞。その第
83回授賞式が、現地時間２月27日にロサ
ンゼルスのコダック・シアターにて開催さ
れ、『The King's Speech』などの作品が
オスカー像を獲得しました。
　集計作業は例年どおりPwCの投票管理
チームにて行われ、最終結果は発表の直前

まで、チームを率いるブラッド・アルトマ
ンとリック・ローザスのみの知るところと
されました。
　受賞者の書かれた封筒を２つのブリーフ
ケースに入れ、それぞれ極秘のルートで会
場まで運ぶと同時に、彼ら自身も受賞者の
名前を記憶して万が一の事態に備え、今年
も守秘徹底の伝統を継承しました。

PwCによるアカデミー賞の投票管理、今年で77年目
信頼とセキュリティの完全性を継承

©A.M.P.A.S.R
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　PwCはこのたび、世界銀行（World 
Bank）および国際金融公社（IFC）とと
もに、世界183カ国の「納税のしやすさ」
を国別に比較した調査報告書『Paying 
Taxes 2011』を公表しました。
　調査で用いられている「Paying Tax」
の指標は、各国の異なる税法や規制に準拠
している内国法人の視点から税制を評価す
るものです。
　本報告書によると、景気低迷と回復の遅
れによる影響が残る中、世界の国々のうち

の60％近くが納税をしやすくするために
大規模な制度改正を行ったとしています。
昨年は40カ国で納税がしやすくなり、ア
ジア太平洋地域ではブルネイ、中国、香港、
インド、インドネシア、ラオス、台湾、タ
イ、トンガの９カ国で改正が実施されまし
た。日本は112位にランクされています。
　詳細は、税理士法人プライスウォーター
ハウスクーパースのウェブサイトwww.
pwc.com/jp/taxよりニュース・出版物＞
PwC調査報告書をご覧ください。

PｗC調査報告書『Paying Taxes 2011』を公表
「納税のしやすさ」ランキング

Paying Taxes 2011 
The global picture
http://www.pwc.com/jp/ja/tax-global-
report/paying-tax2011.jhtml

©A.M.P.A.S.R
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PwC財団の活動
　PwCフランスは、2007年末に「プライスウォーターハウス
クーパース・フランス文化・協力財団」を設立、国内外におけ
る経済支援や文化芸術の後援活動を行っています。財団の基金
は2009〜2010年には56万ユーロに上っており、下記の３つの
分野を中心に活動を進めています。
❶  フランスおよび開発途上国におけるインフラ開発技術指導を
行っています。

❷  がん、エイズ感染の青少年への衛生指導、および障害を持つ
高校生の高等教育機関進学にかかる経済支援を行っています。
特に、ハイチのポルト・プランス地域における飲料水の供給
システム建設のため、５万ユーロを寄付しました。

❸  文化芸術におけるメセナ活動も実施しており、2008年には
「オルセー美術館の水彩画展」、グラン・パレにおける「マ
リー・アントワネット展」、2009年には装飾美術館における
「アール・デコと前衛派の宝飾展」、さらに2010年にはポンピ
ドー・センターにおいて「モンドリアン展」の開催を後援し
ています。

France

グローバルに広がるPwCの活動を、
現地オフィスがレポートします。

障害者雇用促進活動
　PwCフランスは、2009年11月に障害者雇用促進活動をファームのミッ
ションとして掲げ、障害者を含む約20名のメンバーからなる委員会によ
る活動を行っています。本委員会は、４つのワーキンググループに分かれ、
各グループが以下の活動を行っています。
❶  協力者・研修生としての障害者の採用活動、およびグラン・ゼコール
（フランスの高等教育機関）との提携活動
❷  ファーム内外における啓蒙・教育活動
❸  障害を持つスタッフの雇用維持、および職場におけるバリアフリー対策
❹ 関連セクターとの提携活動
　また、2010年秋にはAgefiph（Association pour la GEstion des Fonds 
pour l’Insertion Professionnel des Personnes Handicap̀ees：障害者雇用
促進基金管理協会）との２年間にわたる協定が締結されました。
　2010年11月25日には、PwCパリ事務所にて障害に対する啓蒙イベント
が開催され、写真、ビデオによるファームの活動内容の紹介、点字や音声
認識装置、車椅子による作業スペースの公開などが行われました。このイ
ベントはパリ以外の事務所においても巡回開催されました。
　2011年に、PwCフランスはAgefiphと共同で全国キャンペーンを実施し
ます。本キャンペーンを通じて障害者の雇用促進を新聞や雑誌、ポスター、
インターネット、テレビなどのさまざまなメディアを通じて訴えていきます。

特派員

フローレンス・タン・ル・ドー
Florence Tang-Le Dault

PwCフランス法人
マーケティング＆コミュニケーション
ビジネスディベロップメント

後藤恵美 Megumi Goto

プライスウォーターハウスクーパース（株）
コンサルティング部門
フレンチデスクインジャパン
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