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ご承知のとおり、2016年6月に英国はEUから離脱することを国民投票で

決定しました。

今後、英国は 2年程度の期間をかけてEUと具体的な離脱のための交渉

を続けていくこととなります。

この衝撃的なニュースが公表されて以後、私たちの生活や企業活動に、

どのような影響が生じるのか、それに対してどのような備えをすればいいの

かがまだ具体的に明らかになっておらず、各企業においても対応に苦慮し

ているところではないかと思います。

本号では、そのような状況のなか、PwCのブレグジット対応チームより、

今できることとして備えておくべきいくつかの課題について紹介を行ってい

ます。冒頭の「英国の EU離脱シナリオに向けた課題と対策」では、具体的

な離脱のパターンを分析し、それぞれのパターンごとに注目すべき具体的

な影響を考察しています。続いて、「税務における英国 EU離脱の影響につ

いて」では難しい対応が迫られることになる税の問題について考察していま

す。さらには、「英国 EU離脱によるサプライチェーンへの影響」では、欧州

地域に英国を介在してサプライチェーンを構築している企業における影

響、具体的にはヒト・モノ・カネの移動に関する影響を検討しています。

欧州のみならず、米国においてもトランプ新政権がスタートし、世界規模

で不確実性の程度が高まっています。このような状況において、各企業は

今後起こりうるさまざまなシナリオを想定し適切なリスク対応を図っていくこ

とが求められます。本特集がその一助になれば幸いです。

特集

英国EU離脱（ブレグジット）
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特集：英国 EU離脱（ブレグジット）

PwCアドバイザリー合同会社
シニアマネージャー　舟引 勇

英国のEU離脱シナリオに向けた課題と対策

1 離脱シナリオ～不確実性が高いが時間経過
とともに明らかに～

離脱シナリオは大きく分けて以下のように 4つのシナリオ
に大きく想定されます（図表1）。

現在英国メイ首相が「独自（bespoke）の新しい型」の英EU
関係に言及する中、EU離脱の姿をソフトブレグジットもしく
はハードブレグジットのいずれかとするかについて議論され
ています。つまり、英国は独自の移民政策の採用を優先し、
単一市場へのアクセスを犠牲にする「ハード（強硬な）ブレグ
ジット」なのか、もしくは、メイ首相は投票前の残留キャン
ペーンで積極的な役割を演じることはなかったが、残留派と

はじめに
　昨年6月23日の英国によるEU離脱の国民投票の結果は、
まさに世界に衝撃を与える出来事でした。これまで一部の業
種を除き、英国のEU離脱（以下、ブレグジット。）についてお
おむね、静観してきた企業が大半であったのではないかと思
います。しかし、2017年は、英国のEU離脱の行方が明らか
になる年ではないかと予想されます。そのためわが国日本
企業にとって、しっかりとした対策と実行に向けた取り組みが
必要となってきます。本稿ではその対策と実行に向け、参考
となる内容を含めて、説明していきます。

経済への打撃の程度

単一市場へのアクセス

EU規制への影響力

EU規制・指令への適用

EU予算への拠出

独自の移民政策

独自の貿易通商政策

EEA member
(Norwegian option)

Bilateral agreement
(Swiss option)

UK-EU Free trade
agreement (FTA) 

No access agreement
(WTO / MFN) 

低い 中程度 中程度 高い

低い

無し

独自の政策

拠出なし拠出なし拠出あり拠出あり

無し無し

高い─EEA諸国は単一市場へのアクセ
スが可能、関税同盟を含まない

中程度─スイスの例ではモノ及び一
部のサービスに関しては同意

中程度─英国はEUとモノに関して自
由貿易を保持するも、規制・基準から
逸脱したものについては、非関税障壁
が発生するか可能性あり

ほとんど影響力なし─議決権はなく、限
定的な交渉力を持つにとどまる。その他
の分野である程度の主権を確保

適用される─社会保障及び労働関係
も含まれる（労働時間指令）

テクニカルには適用されない─ただ
し、他国に居住する場合は実態として
適用される

無し─「4つの移動の自由（人、モノ、
サービス、資本の移動の自由）」の全て
が保障される

ある程度の主権を確保─ただし、スイ
スの例ではEUからの移民に対する制
限はできない

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり

英国はFTAによってカバーされるモノ
については、EU規制を遵守する必要が
ある

テクニカルには適用されない─ただし
第三国との同等性が問われる場合、実
際には自由裁量権が限定的となる

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり

独自の政策

独自の政策─英国の場合、他国と自由
貿易協定（FTA）の交渉に入る可能性
あり　

EEA加盟国※1

（ノルウェー・オプション）

1

個別具体的な
二者間交渉

2

自由貿易協定※2

（FTA）

3

ノー・アクセス合意
（WTO/MFN）

4

ソフトブレグジット ハードブレグジット

※1 EEAシナリオには、サブシナリオとして「EEA＋関税同盟」が想定される。
※2 FTAシナリオには、「FTA＋関税同盟」が想定される（この場合のFTAはカナダ型を想定）。
（上記※両方とも、メリットは、英国製品の対EU輸出が無関税であること、英国がWTO加盟地位で再交渉する必要がない一方で、EU域外共通関税に服することというデメリットもある）

図表1：ブレグジットシナリオ～4つのオプション
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特集：英国 EU離脱（ブレグジット）

目されており、首相就任が決まった当初、単一市場へのアク
セスを重視する「ソフト（穏健な）ブレグジット」を目指すので
はとの期待の声もあります。

このような現状を踏まえた上で、英EU間の将来の関係の方
向性を① EEA型、② EUスイス型（複数の分野別協定）、③
FTA型（ここではEUカナダ FTA（CETA）型）、④ WTO型という
4つのシナリオ（EEA型プラス関税同盟型のように、これらのう
ちいずれか２つを組み合わせるシナリオもありうる）に基づき
分析することが、今後の対策検討のための前提となります。

2017年1月17日にメイ首相は演説の中でEU単一市場か
らの離脱を表明すると同時に、EUとの FTA締結の可能性に
言及しました。そうなると上述のシナリオオプションはさらに
絞り込まれることになります。また、2017年 1月 24日の最
高裁判所の判決によりEUへの離脱通知のためには議会の
承認が必要となったことから、離脱通知のタイミングが 3月
末までに実施されるかどうか、そしてその後の交渉がどのよ
うに展開されるか、注目するべきところです。このように時
間の経過とともに、状況が変化していくことから、今後の情
報収集のアップデートと対策が一層重要となってきます。

2 課題抽出のための第一歩
～潜在的影響の全体像を俯瞰する～

ブレグジットに向けた対策立案のためには何が必要でしょ
うか。まずは各企業によるブレグジット後の潜在的影響の全
体像を俯瞰的に見ることが第一歩です。全体像を俯瞰的に

捉えるためのステップは以下のとおりです。

Step1 ： ヒト、モノとサービス、経済、法規制の 4つの分析
視点を理解する

Step2 ： 事業を機能別に影響項目ごとに確認する
Step3 ： シナリオオプション別の実行計画を策定する

Step1：4つの分析視点を理解する

4つの分析視点とは、「ヒトの移動の自由」「英国経済の先
行き」「モノとサービスの移動の自由」「規制、税金、法制度の
変更」のことを指します（図表 2）。ここでいう、英国経済の先
行きとは、英国経済全体の景気が停滞する可能性について
のさまざまな各産業分野への影響を指します。そして、ヒト
の移動の自由とは EU域内の人が英国内で就労することにブ
レグジット後制限されることになる可能性のことを指します。
また、モノとサービスの移動の自由とは、英 EU間の貿易に関
する影響のことを指します。また規制、税金法制度の変更に
ついては、英国が EUから離脱することによるさまざまな土台
となる規制や税制等が置き換わることによる影響を指しま
す。これらの4つの視点を常に念頭に置くことが、最初の1歩
となります。

Step2 ：事業を機能別に影響項目ごとに確認する

4つの視点について理解できたので、次に、自社欧州事業
を機能別に分解し、前述の 4つの視点それぞれがどのよう
な影響をもたらし得るのかを分析していきます。具体的には

モ
ノ
と
サ
ー
ビ
ス

の
移動の自由 規制、

税金
、法

制
度
の
変
更

英国経済の
先
行
き

ヒ
ト
の
移

動の
自由

EUは「ヒト、モノ、サービス、カネの移動の自由」を基本原則に、「単一市場」の実現を目指して、EU全体の経済活動であたかも一つの国のよ
うになっています。このEU離脱により英国の経済活動がEUから分断されることになり、グローバルに展開する日本企業にとっても、影響が
あると予想されます。

ヒトの移動の自由
EU域内の人の移動を自由にするという原則について、英国
がEU離脱することにより、EU域内の人が英国内で就労す
ることに制限がかけられることになります。したがって、
日本企業の英国拠点において就労して いるEUの人々
については、離脱後もそのままの 状態では就労がで
きなくなるおそれがあります。

英国経済の先行き
英国経済全体がEU離脱により景気が停滞すると見込ま

れ、ひいては欧州経済全体にも影響を及ぼしてきます。
また為替相場や金融政策等は英国の各産業分野に

波及してきます。日本企業の英国拠点・欧州事業全
体に対する悪影響を及ぼす可能性が存在してい

ます。

モノとサービスの移動の自由
EU域内におけるモノとサービスの自由とは、 移動
に障壁がない、つまり、EU域内の貿易につ いては
関税がかからない、というコンセプトです。英国はEU
離脱によりモノとサービスに関するEU諸国との貿易に
ついては関税が課される可能性があり、コスト増のみな
らず、事務手数も煩雑になりビジネスモデル・オペレーショ
ン等に影響が予想されます。

規制、税金、法制度の変更
EU法に基づき、EUへの拠出金や様々な補助金

等一定のルールに従う必要がありますが、EU離
脱により、それらを遵守する義務がなくなり、英国

内で新たに制定される政策ルールに従うこととな
ります。また、EU法に従った許認可・免許等が英国で

は適用されないことから、金融機関のパスポートにも
影響が出てきます。これらは英国に進出している日本企業

にも影響を及ぼします。

図表2：EU離脱による日本企業への影響～４つの視点
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以下の表（図表 3）のとおりとなります。会社の戦略・組織構
造をつかさどる経営企画や事業企画、また部品などの調達
やサプライチェーン全体を検討する部署、また、法務・コン
プライアンス関連部署、IT／情報セキュリティ関連部署、会
計・税務等の財務経理部署、そして人事部、最後に資金管
理関連としてトレジャリーを挙げています。もちろん各社固
有の事情や業界特有のものもありますが、一般的にはこれ
ら7つの機能に分解し分析します。

Step3：シナリオオプション別の実行計画を策定する

ブレグジットのシナリオはいくつか想定されます。シナリ
オの中で最も影響が小さいといわれているものは前述のシ
ナリオでいえば、EEA型といわれているものです。これは、
欧州経済領域に属することによって、欧州単一市場へのアク
セスは可能となります。一方で、移民政策の自由度は制限
されることになります。一方で、最も影響が大きいといわれ
ているものは WTO型といわれているものです。英国とEU間
の離脱後の経済協定が締結されない、つまりWTOにおける
最恵国待遇（Most Favorable Nation）の枠組みの中でさま
ざまな取り決めがなされることになります。これは、最終的
な英国とEUとの交渉がうまくまとまらなかった場合のケース
となります。

おおむねシナリオオプション別の実行計画を策定するに
当たってはそれぞれのシナリオに応じて、とるべきアクショ
ンを整理しておくことが必要となります。

3 日本企業にとっての課題・対策例

ここではいくつかの典型的な課題と対策について述べて
いきたいと思います。
①課題─英国・欧州経済の低迷や規制環境変化
	 対策─欧州戦略・拠点の見直し・許認可取得
（例）法制度の変化や英国経済の変化により欧州戦略全体

を見直す必要性があるかもしれません。例えば金融パス
ポート制度が取り上げるように、英国が EU離脱することによ
りこのシングルパスポートにより自由に欧州域内で営業や取
引ができなくなるおそれがあります。特にハードブレグジット
と呼ばれる場合にこのことが想定されます。この場合、最悪
のケースではそのものができなくなる可能性があります。そ
のため、英国以外の大陸側で営業ができるようパスポートを
再度取得する必要性が出てきます。また、その際、顧客や税
制その他事業運営のためのインフラ環境などを比較検討し、
拠点を新たに設置し、構築しなおす必要が出てきます。

②課題─関税や輸出入手続き負担等によるコスト増
	 対策─サプライチェーンの見直し
（例）これまで欧州単一市場にアクセスし、欧州域内では

関税が課されない状況が続いていましたが、英国が EU離
脱することにより、関税や輸出入手続き、そしてVAT等のさ
まざまな追加負担の可能性があります。これは、自動車業界

EU離脱に伴う業績予測の変更に従い、日本企業は欧州事業戦略について根本的に見直す必要となる
可能性があります。見直しに伴い、欧州事業の組織再編や欧州拠点の移転、また必要に応じてM&Aの
実施も検討します。

EU離脱により、モノとサービスの移動が関税が課されるなどの変更の可能性があるため、調達・サプラ
イチェーンの構造をEU離脱後の最適な姿に変更する必要が生じ得ます。

EU離脱により、英国がEU単一市場へのアクセスを失う可能性があることから、既存契約や許認可など
の見直しが余儀なくされ、コンプライアンス責任についても変更の必要があります。

EU離脱により、英国はEUのGDPR（一般データ保護規則）の適用外となると予想されています。英国と
EU市場にアクセスする日本企業は、英国で適用される基準をモニタリングする必要があります。

CFOは、業界マーケット予測を見直し、より厳格なコスト管理をする必要が出てくる可能性があります。
英国では新しい税法が適用され、それらが日本と英国間の租税条約に影響を与える可能性がありま
す。EU離脱に関連したディスクロージャーにも影響を与えます。

従業員のビザなどのステータスを把握していない場合、人材確保のために、労働許可やビザ取得の計
画を立てなおす必要があります。

EU離脱に関連して、為替のボラティリティの変化等により、企業活動のキャッシュ・フロー予測等事業
計画数値の前提条件を変更する必要が生じてきます。また運転資本等に関連した資金繰りについても
見直しが必要となる場合があります。

ビジネスモデルとオペレーション
（戦略・組織）

調達・サプライチェーン

法務・コンプライアンス規制

IT・情報セキュリティ

会計・税務

人事

資金管理（トレジャリー）

英国経済の先行き 規制、税金、法制度の変更 モノとサービスの移動の自由 ヒトの移動の自由

4つの視点 会社の機能 機能別の影響

図表3：EU離脱による日本企業への影響～業界や事業の状況により、その影響はビジネスモデル、サプライチェーン、人事等広範囲に及びます

特集：英国 EU離脱（ブレグジット）
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などの幅広く製造業全般にわたり、コスト増加要因となりま
す。そのため、生産拠点・物流拠点・プロセスを見直す必要
性が出てきます。さらに資金管理にも影響がありますので留
意が必要です。詳細は後述の税務への影響およびサプライ
チェーンへの影響のコラムを参照ください。

③課題─源泉税課税によるコスト増
	 対策─グループストラクチャ見直し
（例）英国法人が欧州統括会社として機能しており、その

子会社が EU各国の法人としての形態であるような場合、こ
れまで親子指令を適用し減免措置を受けることにより、子会
社からの配当等の源泉税については課されていなかったの
ですが、EU離脱により、この親子指令の適用がされない可
能性があることから源泉税に関連してコスト増につながりま
す。そのため、税務的な視点からのストラクチャの見直しが
必要となってきます。詳細は後述の税務への影響およびサ
プライチェーンへの影響のコラムを参照ください。

④課題─EU加盟国籍人員の就労不可
	 対策─人材戦略の見直し・確保

自社従業員のなかに英国外の EU加盟国籍で英国内にて
就労してり、逆に、英国籍の人が他の EU域内で就労してい

る人が多いケースが相当します。優秀な人材を確保するこ
とは容易ではありませんし、事業運営上、大きな影響となり
ます。そのため、人材の確保のためさまざまなサポート体制
を構築することが必要です。

このように、影響課題を特定し、それぞれシナリオ別にど
のような影響が想定され得るのか、また最も影響の受ける
ケースはどのような場合かを整理しておく必要があります。

下図（図表 4）はブレグジットへの影響と作業タスクのイ
メージ図です。読者の皆さまの参考となるとともに、2017
年はまさに、ブレグジットの交渉が本格化し、その行方が明
らかになってきます。変化があるときには必ず何らかのチャ
ンス・機会が発生しますので、対応と同時に新たな事業機
会にも今一度再確認することが、欧州戦略策定に際して重
要と考えます。 　

 初期仮説の検討 全体分析影響分野の特定
シナリオ別分析

 現状把握

シナリオ別にブレグジットによる影響を受けるエリアを、インタビュー及びデータ分析を通じて網羅的に抽出します

● EU離脱後の事業ビジョン・タイムフレーム、戦略・事業計画の精緻化
● EU離脱後の事業計画目標、施策実行責任の明確化
● 新会社を設立する場合の対応方針　等

事業戦略

● EU離脱後に想定される取引に係る売買契約、業務委託契約、 技術契
約等内容の取決め、業務フロー、制度、規定等の見直し

● 取引先への説明、取引先との調整事項への対応
● 官公庁等への各種届出（税務署等）

サプライチェーン

● データ保護の対応に関する影響
● EUパスポート制度など業界特有の規制
● 法律改正による影響、契約書等を修正または作成する必要　等

規制・法律

● 欧州拠点の検討
 ─欧州統括会社、製造・販売拠点、グループ金融子会社　等

組織

拠点

● 重要人事の決定
 ─EU拠点のガバナンスの維持を見据えた経営陣選定　等
● 社内コミュニケーションプラン
 ─従業員への説明、将来戦略の説明　等

人事

● EU離脱後の事業計画精緻化とともに、運転資金、資産／負債、人員等
の再配置・見直しの具体的検討

● 実務面での課題抽出と解決策検討
 ─執務スペース共有の場合の取り扱い（フロアプラン）
 ─各種耐久消費財の振り分け、共用の場合のルール策定
 ─会社保有資格の継承　等

リソース

資産／負債
運転資金

人材

1

(例）ブレグジットによる影響を受けるエリアの特定とその作業タスク

想定シナリオ

EEA加盟国
（ノルウェー・オプション）

2 個別具体的な
二者間交渉

3 自由貿易協定
（FTA）

4 ノー・アクセス合意
（WTO/MFN）

図表4：ブレグジット影響分析～エリア特定及びシナリオ別分析

舟引 勇 （ふなびき いさむ）

PwCアドバイザリー合同会社
シニアマネージャー
E-mail：jp_brexit_support@pwc.com
HP：http://www.pwc.com/jp/ja/the-eu-referendum.html
EU離脱（ブレグジット）最前線ツイッター：
https://twitter.com/PwC_JP_Brexit
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はじめに
　EU離脱における税務への影響については、短期的には現
状の状況が維持されるものと見込まれ、EUからの脱退を規
定するリスボン条約第50条の発動から一定の交渉期間や経
過措置を経て、中長期的に影響を及ぼすものと考えられま
す。現状、具体的に税務上どのような影響を及ぼすかどうか
は、不透明な部分が多いことは事実ですが、各税目とEU法
との関係性を考えることで潜在的に影響のある分野、制度は
ある程度特定することができます。また自社への税務の影響
の程度は、会社の形態によってさまざまですが、後述する会
社分類に応じて、影響のある税目、分野の特定、また事務負
担の増減の分析などを進めることができるのではないかと考
えます。

1 関税への影響について

（1）法的枠組み

英国において関税評価は、WTOの枠組みを基礎として定
められているEU関税法に準拠しています。現状関税を定め
た英国内の法律は、実務要領を定めている関税・物品税管
理法（Customs and Excise Management Act（“CEMA”））
が存在するのみで、関税評価を定めた法律は存在しませ
ん。欧州司法裁判所の判決事例（“EU判例”）は、税務当局の
判断指針にも大きな影響を及ぼしているため、EU離脱後
は、英国における新たな関税関連法の枠組みがどのような
ものになるのか、WTOの枠組みをどのように取り入れていく
のか、欧州司法裁判所の判決事例を根拠として税務当局の
執る指針や、係争中の事案についてどのように取り扱われ
るのかが注目されます。

（2）具体的な影響

①	課税関係
EU離脱における関税への影響を検討するなかで、最も注

目されるポイントは、やはり英国との取引を行うにあたり、
EU離脱後にEU加盟国との取引において関税が課されるか
否かであると考えられます。具体的に関税が課されるか否
か、また課された場合の税率などについては、今後のシナリ
オ、交渉次第であり現状明確な答えはありませんが、例えば
WTOモデルによる関税率では車、その関連部品であれば 5
～10％、白物家電であれば 7～14%となっています。影響
を考えるにあたり、EU離脱後の英国とEU加盟国との取引に
注目されがちではありますが、英国とEU加盟国以外との取
引についても影響がある可能性があります。これは、EUを
離脱すると、EUが締結している30以上の国・地域との自由
貿易協定（Free Trade Agreement （“FTA”））を英国は適用
できなくなるためです。この点、スイスやノルウェー※が加盟

PwC税理士法人
事業法人部（PricewaterhouseCoopers LLP 英国法人 ロンドン事務所出向中）
マネージャー　塩田 英樹

税務における英国EU離脱の影響について

※  ノルウェーは、EFTAに加入しており、かつEEAの一員でもある。
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している欧 州自由 貿 易 連 合（ E u r o p e a n  F r e e  T r a d e 
Association （“EFTA”））では、27カ国と自由貿易協定を結
んでいるため、EFTAに入ることにより、実質的な影響を最
小限にとどめるシナリオも考えられますが、それでもなお EU
とは FTAを締結しているが、EFTAとは締結していない国（ア
ルジェリア、コソボなど）もしくはその逆（香港、フィリピン、
シンガポールなど）も存在するため留意が必要です。

②管理事務コスト、キャッシュ・フロー、在庫管理への影響
また、以下の図は想定シナリオ別に影響の概要をまとめた

表になります。現状考えうるどのシナリオをとっても、英国と
の取引においてBoarderが生じ、英国とEU間との取引はこ
れまでの、取得（Acquisition）および発送（Despatch）では
なく、輸入および輸出として発送地、取得地の両国で通関
手続きを実施する必要があるという点も重要なポイントにな
ります。具体的には、通関手続きを行うにあたり、通関代理
を行っている業者へのコスト増、通関情報を適時適切に集
約するための仕組みづくり、場合によってはシステムの改修
が必要になるケースもあるものと考えられます。通関時には
輸入 VATをいったん納税し、VAT申告の中で還付を受ける
ことになる可能性もあるので、その場合のキャッシュ・フロー
への影響や、通関手続きを実施する期間をリードタイムに
考慮する必要があり在庫管理にも影響を及ぼすものと考え
られます。

 

（3）現状取るべき対応

上述したとおり、EU離脱が関税評価額にどのような影響
を及ぼすかについては、交渉／シナリオによる部分が大きく
はありますが、現況においても一定の定量的な分析は可能
です。まずは自社の現況を適切に把握する必要があります
が、関税は同じ物品を取り扱っていたとしても原産地が異な
ることで課税関係が異なることもあるため、英国とEUのみの
取引を把握するのではなく、サプライチェーンの全体像を適
切にマッピングした上で、各シナリオごとの潜在的な関税評
価への影響や管理コストへの影響を分析し、今後の交渉の
動向によってどのようなアクションをとる必要があるのかを
事前に把握、検討することは非常に有益であるものと考えま
す。

2 	付加価値税（VAT）について

（1）法的枠組み

付加価値税（VAT）は、英国内において英国付加価値税法
が存在するものの、EU加盟国に対して、国内法化すること
なく直接効力が発生するEU規則および国内法化することに
より効力を発生するEU指令、またEU判例が、英国VATの法
体系、実務に大きく影響を及ぼしています。そのため、適用
されているEU規則や EU指令、EU判例を根拠としてVAT法

各想定シナリオ（モデル）の概要

ものの移動

サービスの移動

人の移動

EUが締結するNon EU諸国との
自由貿易協定へのアクセス

EFTAが締結するNon EU諸国との
自由貿易協定へのアクセス

EUへの輸出入手続きの必要性

輸入VATの課税

EU立法への参加

独自税率の設定の可否

現在関税コードの使用

EEA EFTA
自由貿易協定

FTA
（カナダモデル）

個別具体的な
二者間交渉

（スイスモデル）
WTO

図表1：各想定シナリオ別の影響サマリー
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の取り扱いや当局の解釈が今度どのように取り扱われるか
がポイントとなります。

（2）具体的な影響

①課税関係
VATについては、課税負担に影響を及ぼすものと、事務

コストの増加になるものとに大別されます。前者の例として
は、金融、保険サービスにかかるVATの還付／控除可能額
の計算において、現状の VATルールでは、仕入／購入取引
から発生するInput VATを、EU顧客への売上に対応するも
のと、それ以外に区分し、前者は還付／控除不可能なVAT、
後者は還付／控除可能な VATとして取り扱います。これが、
EU離脱後は、EU顧客もそれ以外への売上対応についても
取り扱いが一本化される可能性があります。また、EU加盟
国と足並みをそろえずに英国独自で VAT税率を設定するこ
とが可能となるという点もあり特定の製品やサービスに対し
て軽減税率の適用を認める可能性もあります。

②事務負担への影響
EU VAT指令では、EU VATの運営を円滑に行うために、

事務負担を軽減するための措置が多数存在します。例えば
EU加盟国 3国間で、物品の直送取引が行われた場合に、中
間にいる事業者への VAT登録、報告義務などを軽減する
Triangular Simplification（VAT指令第 141条）や、一定の
電子的役務提供を行う事業者への EU各国での VAT登録義
務を免除するMini One Stop Shop規定（EU規則 57条（A））
を適用できなくなった場合、英国事業者は別の EU加盟国で
VAT登録を行う必要がでてきたり、いままで英国でVAT登録
が免除されていた他の EU加盟国の事業者が英国において
VAT登録が必要になる可能性があります。

一方で、英国から別の EU加盟国への物品の販売やサー
ビス提供がある場合には、統計データなどの報告および各
国間での共有を目的として、申告書のほかにEC Sales List
の提出や、物品販売／購入取引についてはさらにIntrastat 
Listの提出が義務付けられていますが、離脱後はその提出
義務がなくなる可能性もあります。また、EU加盟国間取引
においては請求書に、取引相手方の VAT番号を記載した
り、免税措置を受けるために一定の証憑を保管する義務が
課せられていますが、そのような義務がなくなることにより
事務負担が軽減される可能性もあります。

また、VAT登録義務のない事業者の Input VATの還付方
法についても変更になる可能性があります。EU加盟国に登
録のある事業者が別の EU加盟国で Input VATの還付を行
う場合、当該事業者は、登録国の税務当局においてオンラ
インで還付申請を行い当該税務当局からの還付を受ける

（指令 2008/9/EC、旧第 8号指令）一方で、EU加盟国に登

録のない事業者は、Input  VAT 発生国の税務当局に、
Invoiceなどの証憑とともに還付申請（第 13号指令）を行い
ます。前者では処理が簡便かつ還付までの期間が短い一方
で、後者は申請する税務当局によっては対応が遅かったり、
還付のために質問が多数来たりと費用対効果があわず還付
申請を断念するケースも見受けられますので、EU離脱後に
この方法により還付手続きを行う必要がある場合には、VAT
負担額や事務コストにも影響を及ぼすかもしれません。

③現状取るべき対応
VATの場合、英国取引においてEU法の適用を受けている

取引を整理することが重要ではないかと考えます。日々の
取引の中で、免税取引となっている根拠が英国内法による
ものなのか、EU法によるものなのか、現状の実態として適
切に把握されていないケースも多いのではないかと考えま
す。VATと一言に言っても、VATの登録要件や課税関係へ
の取り扱い、EU判例への解釈は国によって異なるケースが
多々あります。そのため、関税セクションで記述したように、
サプライチェーンを国別、取引相手別に把握した上で、重
要性のある取引については事前に関連国の VATの取り扱い
を確認するなど、VAT課税関係や事務負担への影響を考え
る必要があると考えます。

3 法人税について

（1） 法的枠組み

法人税については、関税や VATのような間接税ほど、EU
規定や規則が複雑には絡み合っているわけではありません
が、一部については EU指令の影響を大きく受けるものが
あったり、EU判例の影響を受けている取り扱いもあるため、
これらの動向については留意が必要です。

（2）具体的な影響

英国およびEU加盟国との間の取引にかかる源泉税の取り
扱いについては、各国間で締結する租税条約または EU親
子指令の有利なほうを適用することになりますが、通常、租
税条約よりも親子指令のほうが有利であることが多いため、
親子指令を適用し減免措置を受けるケースが多いものと考
えます。配当については英国は、国内法で配当に関する源
泉税は課されないこととなっているので、英国から他の EU
加盟国の親会社への配当は問題とはなりません。一方、他
の EU加盟国から英国法人への配当は EU親子指令におい
て、一定の要件を満たせば免税となることが定められていま
す。EU離脱後、EU親子指令の適用を受けることができなく
なった場合は、租税条約を適用して源泉税の減免措置を受
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けることになります。現状の租税条約では、例えばドイツ、
イタリア、ポルトガルなど、英国への配当の源泉税率が軽減
されたとしても免税とはならないケースがあるため、今後の
動向については留意が必要です。利子および使用料につい
ては、英国国内法上原則として20％の源泉税が課されます
ので、他の EU加盟国から英国への支払いのみならず、英国
からEU加盟国への支払いについても、租税条約の減免率
に留意する必要があります。

図表2：対英国との租税条約に定められている配当にかかる源泉税率

条約相手国 源泉税率 （%）
ドイツ 5/10/15

イタリア 5/15

フランス 0/15

スペイン 0/10/15

ポルトガル 10/15

オランダ 0/10/15

アイルランド 5/15

ベルギー 0/10/15

スウェーデン 0/5/15

ポーランド 0/10

図表3：対英国との租税条約に定められている利子及び使用料にかかる源泉税率

条約相手国 利子に関する源泉税率（%） 使用料に関する源泉税率（%）

ドイツ 0 0

イタリア 0/10 8

フランス 0 0

スペイン 0 0

ポルトガル 10 5

オランダ 0 0

アイルランド 0 0

ベルギー 0/10 0

スウェーデン 0 0

ポーランド 0/5 5

また EU加盟国内においては、多数の EU加盟国で事業を
行っている企業に対して国境を越えた合併（Cross Boarder 
Merger）が合併指令により認められており、税務上も課税が
繰り延べられるなどの恩恵を受けることが可能ですが、EU
離脱後に合併指定が適用されなくなった場合には、このよう
なクロスボーダーの再編に影響を及ぼすものと考えられま
す。EU加盟国の中には現地雇用法などの関係で組織再編
を行う際に、事業譲渡の形態よりも合併が効率的である
ケースがあるため、サプライチェーンの変更により組織再編
が必要になる際には、本影響についても留意する必要があ
ります。さらにサプライチェーンの変更により、各子会社の
担う役割を変更した場合には、その機能／役割に応じた関
係会社間の取引価格（移転価格）を設定することも重要な点

です。
一方、EU離脱により欧州連合の機能に関する条約第 107

条（1）に規定されている国家補助規制制度の対象から外れ
ることにより、英国は独自に税制優遇措置を制定することが
可能となり、特定の産業の成長を促進する税務上の制度を
導入することが可能となるものと考えらます。実際に、昨年
11月に公表された 2016年秋の財政演説では、英国をより
魅力的な投資先にするため、2020 年 4月から法人税率を
17％にすることの再確認や、研究開発活動にかかる税制環
境の見直しが方針として示されています。

（3）現状取るべき対応

法人税においても、現時点においてEU指令を根拠として
取り扱いがどのようになるのかは不透明ではありますが、英
国経由で投資している国や英国と他のEU加盟国との間で利
子やロイヤリティーがある場合は、現状の英国と各国との租
税条約の内容を確認し源泉税の課税の可能性を確認する
必要があります。また、英国で現在受けている研究開発費
の税額控除やパテントボックスなどの措置について今後の
動向について注視する必要があります。

4 会社の分類に応じたブレグジットの
税務上の影響について

EU離脱における税務上の影響については、個々の会社の
業種、形態によってさまざまですが、英国では、欧州および
EMEA地域の中心として英国に会社を設置しているケース
が多く見られます。英国法人が担う役割・機能はいくつかに
大別することができ、ブレグジットの影響もその分類ごとに
考察、整理することが有用であると考えます。また、上述の
法人関連の税務のみではなく、規制、人、資産などへの影
響も関連するため、まずは俯瞰的に自社の機能、役割やサ
プライチェーンの現況および、優先順位をつけた上で個々
の論点を詰めていくのが重要です。

純粋持株会社：統括拠点としての活動はほとんどなく、欧州
地域などへの投資の持株会社となっている会社。このような
会社は、英国を通して投資を行うことでの源泉税や法人税
法の税効率を向上することを目的として英国に設立されて
いるケースが多いものと考えられます。事業上のものやサー
ビスの商流が存在するわけではないため、税務への影響と
いう意味では法人税が大きく影響を及ぼすものと考えます。
そのため、源泉税の動向や、クロスボーダー再編の可能性、
今後の英国法人税の改正などに留意する必要があります。

地域統括会社：欧州もしくは EMEA地域の統括拠点として、

特集：英国 EU離脱（ブレグジット）
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英国に地域を統括するマネジメントがおり、かつ知的財産
（IPなど）の統括を実施している会社。この場合は、EU離脱

の影響は多岐にわたると考えられます。すなわち、当該会社
からEU加盟国の会社への投資が行われている場合は、源泉
税などの動向、また英国にてIPにかかる優遇税制を受けて
いる場合はその動向やその他の法人税の改正が影響を及ぼ
します。またこのような会社は、物品取引の商流やサービス
提供の主体になっているケースも多くあると考えられますの
で、関税、VATの動向についても留意する必要があります。

販売会社：地域統括機能は有していないが、販売子会社と
して商流に組み込まれる会社。このような会社は、特に商流
が対EUとの取引が中心である場合には、関税および VATの
影響が大きいと考えられます。上述のとおり、今後の影響は
交渉次第であり不透明な部分は大きいですが、事務負担コ
ストの増減レベルについては、現時点においてもある程度
の分析を始めておくことが有用と考えられます。

5 まとめ

具体的な交渉状況が明確となっていない現状において
は、ブレグジットの潜在的な影響は、税務の分野だけでも相
当多岐にわたるものと考えられます。対応策を検討する際に
は英国以外の代替地を模索することに、注力しがちではあり
ますが、自社の機能、役割、ビジネスモデルを適切に整理
し、各項目の優先順位や重要性、その影響の程度を十分に
検討した上で、その動向やシナリオに応じて、いつどのよう
なアクションをとる必要があるのか事前に検討しておくこと
が、重要なのではないかと考えます。

塩田 英樹 （しおた ひでき）

PwC税理士法人　
事業法人部（PricewaterhouseCoopers LLP 英国法人 ロンドン事務所出向中）
マネージャー
2008年公認会計士登録、あらた監査法人にて財務諸表、US SOX、JSOX
監査など、幅広く会計監査業務に従事し、2010年より税理士法人PwCに
て、連結納税導入支援や、組織再編などの法人税コンサルティングサービ
スを提供、2014年よりPricewaterhouseCoopers LLP 英国法人 ロンドン
事務所へ出向し、海外組織再編、法人税、VAT、移転価格など幅広く日系
企業の海外進出サポートを行っている。
メールアドレス：hideki.shiota@pwc.com

Assessing the impact of Brexit
EU離脱影響評価ツールは、現行サプライチェーンに対するEU離脱の間接税上の影響を企業が把握できるようにするために開発されまし
た。輸入、輸出、イントラスタット上の移動に関する貴社事業データを用いて、貴社が購入するもの、販売するもの、購入先、販売先、サプラ
イチェーンロジスティクスの仕組みなど、貴社のEUサプライチェーンモデルを完全にマッピングします。その上で、このサプライチェーンモ
デル上に関税と輸入VATの分析を加え、原材料や部品、完成品の移動に対する関税、輸入VAT、事務費用（税関申告書提出コスト）が増大す
る可能性を見極めます。その結果が、以下の主要分野における税務に役立ちます。

可視化
貴社の輸入、輸出、EU域内移動について、事業運営モデルとサプライ
チェーンシナリオの全容を把握します。

変更管理
EU離脱に伴う変更が貴社の現在ないし将来のモデルに及ぼす影響
をモデル化し、変更の結果を監視します。

図表4：間接税にかかるブレグジットの潜在的影響

特集：英国 EU離脱（ブレグジット）
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PwCアドバイザリー合同会社
事業再生部門（PricewaterhouseCoopers LLP 英国法人 ロンドン事務所出向中）
シニアマネージャー　宮崎 亮太郎

英国EU離脱によるサプライチェーンへの影響

1 関税の復活

わかりやすい形で影響が生じえるのがまず関税です。原
材料・部品ならびに完成品の輸出入につき、英国・EU間の
取引に関税が課されると、直接的なコスト増となります。

押しなべて見ると数％の変化ではありますが、影響度は
各社の事業モデル・競争環境により異なり、競争状況によっ
てはコスト競争力の差異に少なからずインパクトが生じる可
能性があります。

最も影響が出うる想定ケースとして、自社は英国内に工場
を有し、原材料・部品は EUから輸入～英国内で生産～消費
地としてEUに輸出しており、かつ競合他社はEU内に工場を
有し、地産地消のモデルとなっているケースが挙げられま
す。自他逆の場合においては、競争上有利に働く要素にな
りえます。

例えば、英国で日系主要メーカーも製造拠点を有し、サプ

はじめに
　英国のEU離脱に伴い、EU加盟国として確保されていたヒ
ト・モノ・カネ・サービスの移動の自由につき、英国・EU間で
変化が生じる場合、欧州にて英国を介在するサプライチェー
ン※を構築している企業への影響が生じます。
　影響度は業界別・個社別に大きく異なりますが、日系企業
が多数進出している製造業を念頭に置き、欧州における生
産拠点の有無によらず、EU離脱を契機としてサプライチェー
ンに影響を及ぼす変化のドライバーとなりうる関税の復活、
通関の復活により想定される影響と対応策、ならびに留意
点を整理します。
　なお、本稿は2016年12月末時点での公知情報に基づく
想定であり、今後の状況次第で前提が変わることにご留意く
ださい。また、本稿における意見は筆者の見解であり、PwC	
JapanグループまたはPwCアドバイザリー合同会社としての
正式見解でないことをあらかじめお断りしておきます。
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図表1：英国からEUへの主要輸出品目（2015年）・WTO加盟国からEUへの輸入関税率

出所：英国歳入関税庁 『Overseas Trade Statistics』（2015年）、WTO 『Integrated Data Base』

※ 本稿では調達・仕入～生産・製造～販売・デリバリーに係る直接業務機能を「サプライ
チェーン」の範囲といたします。
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ライチェーンが英国・EU間に複雑に跨る自動車業界等では
影響が大きく、サプライヤーも含めた見直しが必要となりま
す。

英国政府としては雇用ひいては税収面から重要性の高く、
かつ輸出型の産業から競争力維持のための手当てを取って
いくものと推察され、自動車を含む製造業はその最右翼とな
りえますが、英国内の雇用面から見ると必ずしも最優先され
うる立場が確立されているわけではなく、雇用者数も長期的
に減少傾向にあります。

 どのようなシナリオになるとしても、EU離脱後の関税交
渉には相当程度の時間を要することが見込まれており、自
社にとって保守的なシナリオが少なくとも数年程度は継続す
る前提での影響分析～対策の検討を推奨します。

2 通関の復活
【図表3、4】

関税に加え、英国・EU間での通関業務の復活が想定され
ます。影響として、物流コストの上昇および物流リードタイ
ムの長期化が懸念されます。

物流コストの上昇について、物流会社側にて新たに発生
する通関対応の業務コストが価格転嫁されることが予想され
ます。欧州で物流機能を自社で有している日本企業は極め

て限定的ではありますが、自社で対応が必要な場合、貿易
業務増に伴う人員の手当てが課題となる可能性があります。

また、後者ですが、通関プロセスに伴う輸出入のリードタ
イム長期化が想定されます。輸出入双方の国での通関プロ
セスが新たに必要となりますが、特に英国においては、単
純想定で EU離脱後に最大で現状の約 2倍へと通関業務が
倍増しうるため、効率的な対応体制を構築されるまでに相
応の時間を要するものと目されます。

個社別のサプライチェーンマネジメントの観点からは在庫
増およびそれに伴う必要運転資金の増加という形で影響が
表出します。現地でジャストインタイムの在庫管理を実現し
ている企業もありますが、通関業務復活の前後は全体最適
の視点で調達・デリバリーに一定の余裕をもった運用が求
められます。

以上の関税・通関の 2 点を直接的に影響を与えうる変化
の要因として、サプライチェーンを見直していくこと求めら
れます。

個社ごとの現行サプライチェーンにより対応策は異なりま
すが、共通的な選択肢として、生産地のシフト、原材料・部
品の調達先の切り替え、貿易形態のシフト、直輸入化への
変更、等が検討すべきオプションとなります。

なお、見直しの検討に当たっては、上記に加えて考慮に
入れるべき留意事項があります。

図表2：業界別英国内雇用統計

出所：Office for National Statistics 『UK Labour Market』

雇用者数推移（万人） 構成比推移（%）

Jan-Mar 1997 Jan-Mar 2007 Jul-Sep 2016 Jan-Mar 1997 Jan-Mar 2007 Jul-Sep 2016

Wholesale, retail & repair of motor vehicles 399 412 425 15% 14% 13%

Human health & social work activities 287 350 410 11% 12% 13%

Education 214 280 333 8% 10% 10%

Manufacturing 437 322 301 17% 11% 9%

Construction 189 253 229 7% 9% 7%

Professional, scientific & technical activities 150 187 225 6% 6% 7%

Public admin & defence; social security 153 198 193 6% 7% 6%

Accommod-ation & food services 128 132 177 5% 5% 6%

Transport & storage 134 157 164 5% 5% 5%

Administrative & support services 103 130 151 4% 4% 5%

Information & communication 74 106 130 3% 4% 4%

Financial & insurance activities 116 126 126 4% 4% 4%

Mining, energy and water supply 37 45 52 1% 2% 2%

Agriculture, forestry & fishing 41 29 36 2% 1% 1%

Real estate activities 20 26 35 1% 1% 1%

Others 142 158 201 5% 5% 6%

All in employment 2,624 2,911 3,188 100% 100% 100%

特集：英国 EU離脱（ブレグジット）
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図表3

図表4：共通的対策（例）

出所：英国歳入関税庁 『Overseas Trade Statistics』（2011年 - 2015年）

3 留意事項

サプライチェーンの見直しにあたっての留意事項として、
まず EU離脱に係る国民投票直後より大きくポンド安となっ
ている為替影響が挙げられますが、EU離脱に関係なく、サ
プライチェーン設計の大前提として継続的にモニタリングさ
れている事項であろうため、本稿では割愛いたします。

EU離脱による変化のドライバーとして、ヒトの移動の自由
への制約に係る影響は無視できません。

EU離脱後においては、出身者が英国で就労するケースお
よびその逆それぞれで移動の自由度が低下することが想定
されています。労働力および税収源としての重要性に鑑み
れば、現時点ですでに英国で働いているEU出身者が英国
外に強制送還されることは現実的には想起しづらく、継続雇
用にあたっては就労ビザ取得のサポートなど、一部間接的
な費用の増加にとどまるものと想定されます。

しかしながら中長期的に見れば、EU出身者の英国への流
入は就労地としての相対的な魅力が落ちていく場合、人材
採用市場での需給バランスが崩れ、人件費の上昇につなが
る可能性があります。

 サプライチェーン見直しは拠点再配置を伴うケースが多
いものと想定されますが、人員確保の可能性・人件費の見
通しを踏まえた上で拠点配置の在り方を整理していくことが
必要となります。

拠点の再配置を行う場合、移転先場所の選定においても
質・量両面での人員確保のフィージビリティは重要な判断材
料の一つとなります。

また、現在、現地企業含め、大半の企業がリスボン条約第
50 条発動時のコンティンジェンシープランを構えて、動向
を見守っている状況にありますが、実際に第 50条が発動さ
れた後は各社順次対応策を実行に移していくことが想定さ
れます。

その際、EU離脱後のオペレーション構築・運用に向けて

生産地のシフト 英国⇔EU間の貿易を避けるべく、地産地消型への生産地のシフト。
英国・EU内に複数生産拠点を有する場合には部分的な生産体制のシフトや、一部OEM生産化などもオプションとなります。

調達先の切り替え
原材料・部品の現地調達化。
汎用性の高い製品のみならず、重要部品についても、最終製品メーカーが大掛かりな生産体制の見直しを実施する場合、サプライ
ヤーとして追随する必要性が生じえます。

貿易形態へのシフト 完成品での輸出から半完成品に変更し、英国乃至は EUでの消費地での輸入後に最終工程を行うなど、より関税率の低い品目での
貿易へ切り替え。

直輸入化への物流シフト アジア等 EU外での生産～EU輸入～英国へ輸出しているケースにおいて、オランダ・ベルギーをはじめとする物流ハブ拠点経由での
物流から英国への直輸入化へシフト。

特集：英国 EU離脱（ブレグジット）
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必要となるリソースが取り合いになる懸念があります。上述
の人材面に加え、倉庫をはじめとする物流関連リソースなど
継続利用する経営資源のみならず、係るリソース確保に必
要なエージェントサービスやオペレーション変更に伴う情報
システムの変更サポート、既存契約書の見直しに係る法務
サービス等、外部プロフェッショナルサービスのキャパシ
ティにも限界がある点をご留意ください。

リソース・外部サービスともに早い者勝ちとなるため、対
応着手の遅れにより全体が後手後手に回っていく状況とな
らぬよう、前広な対応策の検討が求められます。

4 おわりに

関税負担のみならず、物流費・人件費などの上昇の可能
性、為替動向等、個別の変動要因を踏まえた上で、全体最
適に資するサプライチェーンの再設計を行っていく必要性
が生じています。ただし、EU離脱後の制度設計の動向が不
透明な状況下、考慮すべき変数が多く、その検討の難易度
は高いものと推察します。

しかしながら、第 50条が発動された後の対応策の成否は
実行スピードに大きく依存するものと見られます。かかる状
況で出遅れを回避するため、現時点で可能な最低限の準備
作業として、商物流・取引関係等の現状の棚卸しは済ませ
ておくことを強く推奨いたします。

 

宮崎 亮太郎 （みやざき りょうたろう）

PwCアドバイザリー合同会社
事業再生部門 シニアマネージャー

（PricewaterhouseCoopers LLP 英国法人 ロンドン事務所出向中）
米系コンサルティング会社、大手都市銀行を経て2008年にPwCアドバイ
ザリー株式会社に参画。コンサルティング部門にて多様なテーマの案件参
画後、ディールアドバイザリー部門にて主に事業再編・再生の支援に従事。
事業再生計画の策定～実行支援、成長／出口戦略策定支援、ビジネス
デューディリジェンス、PMI支援等、事業再生・M&Aに係る各種支援を中
心に、経営管理強化、運転資本改善等のオペレーションまで踏み込んだ
広範なコンサルティング経験を有す。
2016年よりPricewaterhouseCoopers LLP 英国法人 ロンドン事務所へ出
向し、主に日系企業へのアドバイザリー業務を行っている。
メールアドレス：ryotaro.r.miyazaki@uk.pwc.com
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ポピュリズム、不確実性、マクロ変動等、事業環境
は大きく変化しています。英国によるEU離脱の決定
は、EUの歴史ならびに英・欧州関係の中で最も重要
な出来事です。英国の EU離脱（いわゆる「ブレグジッ
ト」）がもたらす影響は計り知れません。

離脱の具体的な時期とその交渉内容が固まるにつ
れ、ビジネス環境に不確実性が伴うことが予想され
ます。時間の経過とともに課題が鮮明になり、新たな
懸念が浮上すれば、さらに不確実性が増大すること
から、企業は相応の対策を準備しておく必要がありま
す。それと同時に、離脱の具体像が明らかになるま
での期間において企業にとっては柔軟に対応するこ
とが不可欠となります。

PwC Japanグループでは、英国の欧州連合（EU）から
の離脱（“ブレグジット”）により影響を受ける日本企業を
支援する専門組織「ブレグジット・アドバイザリー・チー
ム」が、すでにさまざまな対応支援業務を提供していま
す。PwCグローバルネットワークと連携して、ブレグジッ
トシナリオのプランニング、影響度分析、そのリスクを
適切に軽減するための対応・実行までサポートします。

サービス例のご紹介：
サプライチェーン（関税およびVAT）分析サービス

取引製品、購入先、販売先、サプライチェーンロジ
スティクスの仕組みなど、EUサプライチェーンモデ
ルをマッピングし離脱による影響分析のためのツー
ルを独自に開発しました。
どのようなことができるのか？

これは、英国では税務当局から自社の物品取引お
よび関税コード等に関するデータを入手し、当該
データおよびその他の自社内のデータを本分析ツー
ルに取り込むことにより、サプライチェーンモデル上
の関税と輸入 VATの分析に加え、原材料や部品、完
成品の移動に対する関税、輸入 VAT、事務費用（税
関申告書提出コスト）の影響額を分析することが可能
です。またこれらを可視化することでオペレーション
の最適な調達・共有・販売構造を分析することがで
きます。なお本ツールでは、英国とEUとの取引のみ
ならず、EU外との取引においても、EUが締結する
FTA、EFTAが締結するFTAを比較することによる影
響度分析も行うことができます。

英国のEU離脱に向けた課題と対策
PwCのブレグジット・アドバイザリー・チームは

あらゆる角度から日本企業を支援します

可視化
貴社の輸入、輸出、EU域内移動について、事業運営モデルとサプライ
チェーンシナリオの全容を把握します。

変更管理
EU離脱に伴う変更が貴社の現在ないし将来のモデルに及ぼす影響
をモデル化し、変更の結果を監視します。

お問い合わせ

E-mail：jp_brexit_support@pwc.com
HP：http://www.pwc.com/jp/ja/the-eu-referendum.html

特集：英国 EU離脱（ブレグジット）
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事例で読み解くIFRS第15号
「顧客との契約から生じる収益」

─業種別傾向と対策
PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス財務報告アドバイザリー部
マネージャー　宮田 美幸

第 6 回 医薬品業界

はじめに
　第6回は、医薬品業界におけるIFRS第15号「顧客との契
約から生じる収益」の実務への影響を取り上げます。本稿で
は、医薬品業界の取引のうち、リベートの見積もりに加え、
ライセンス・コラボレーション契約に関連するIFRS第15号の
適用範囲、履行義務の識別および取引価格の配分につい
てQ	&	A方式で解説します。なお、以下の質問では、IFRS第
15号以外の基準を適用すべき契約内容が含まれていないこ
とを前提に検討しています。また、文中の意見にわたる部分
は筆者の私見であることをあらかじめお断りします。

質問1　リベートの見積もり
　医療機器販売を行っているA社は、年間の販売数量に応
じて、年度末に顧客へリベートを支払う契約を締結してい
ます。A社は、過去の類似取引の経験に基づき、変動対価

（リベート）の見積額を考慮して収益を計上しても、将来に
おいて認識した収益の累計額の重大な戻入れにはならな
い可能性が非常に高いと見込んでいます。販売数量ごとに
リベート率は決まっており、それぞれの販売数量の達成確
率は次のように算出されています。

販売数量 リベート率 達成確率（見積）

0 - 100,000以内 10% 80%

100,000超 - 500,000以内 15% 15%

500,000超 20% 5%

　A社はリベートの見積金額をいくらとすべきでしょうか。

<回答>
（検討のポイント） 

顧客と販売数量、重量、容積または販売額に応じたリベー
トを支払う契約を締結している場合、変動対価としてのリ
ベートの金額を見積る必要があります。本質問の場合、最
初に、販売数量に応じたリベートの見積もり方法についてど
のアプローチを採用するかを検討することになります。IFRS
第 15 号によると、変動対価は「期待値」アプローチまたは

「最も（発生する）可能性の高い金額」アプローチのうち、より
状況を適切に反映できるほうを用いて見積もる必要があり
ます。企業は、契約条件や、合理的に利用可能な情報（過
去、現在および予想）を全て考慮して、企業が受け取る権利
を得る対価の金額を見積る必要があります。同時に、採用し
たアプローチは、契約全体を通じて首尾一貫して適用する
必要があります。また、変動対価は、取引価格に含まれます
が、変動対価の見積もりの不確実性がその後に解消される
際に、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可
能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めることに注
意が必要です（IFRS第15号第53項、第54項、第56項）。

会計／監査
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（考え方）

「期待値」アプローチはさまざまな可能性のある結果につ
いて確率加重した金額の合計を表すものです。この例の場
合、リベート率は約11%（＝（10%×80%）＋（15%×15%）＋

（20%× 5%））となります。一方、「最も（発生する）可能性の
高い金額」アプローチでは、発生する可能性のある金額のう
ち、最も発生する可能性の高い金額を採用することになりま
す。この例の場合、リベート率は、最も発生確率が高い場合

（80%の場合）における10%が該当します。A社は、この２つ
のうち、より状況を適切に反映できるのはどちらのアプロー
チとなるかを決める必要があります。

また、リベートの見積額が、認識した収益の累計額の重大
な戻入れにならない可能性が非常に高いかどうかの予測が
できない場合、Ａ社は重大な戻入れにならない可能性が非
常に高い金額（すなわち、将来における重大な戻入れの対
象ではない変動対価の最低金額）を取引価格に含めること
になります。

質問２－１　ライセンス・コラボレーション契約
　バイオテクノロジー会社であるB社は製薬会社であるP
社とライセンス・コラボレーション契約を締結しており、B
社は知的財産ライセンス（ライセンスＡ）をP社へ提供し、
当ライセンスに対する研究開発サービスを提供する予定
です。
　当契約において、当事者たちがリスクおよび便益を共
有する活動に一緒に参加することはありません。B社は P
社に対して自身の活動のアウトプットである財またはサー
ビスを提供しています。また、ライセンス Aは独立して販
売することが可能であり、P社は自己資源を使って研究開
発を行い、ライセンスＡを利用することが可能です。
　このような状況において、B社にはいくつの別個の履行
義務があると考えればよいでしょうか。

<回答>
（問題の所在）

本質問のように、製薬企業やバイオテクノロジー企業は、
販売活動や研究開発について同業他社とライセンス・コラ
ボレーション契約を締結することがあります。提携契約につ
いては、IFRS第 15号を適用すべきか、またはその他の基準
を適用すべきかの検討が必要です。また、B社は、P社へラ
イセンスや研究開発サービスを提供することから、複数の
サービス提供を行うことになります。このような状況で、Ｂ
社は、まず適用すべき基準が IFRS第 15号であるかを検討
し、IFRS第15号を適用する場合には、履行義務の識別を行
う必要があります。

（検討のポイント）

IFRS第 15号でいう顧客とは、企業の通常の活動のアウト
プットである財またはサービスを対価と交換に獲得するため
に企業と契約した当事者をいいます。企業の通常の活動の
アウトプットである財またはサービスを対価と交換に獲得す
る当事者が協力者や共同事業者である契約もIFRS第 15号
に含まれます。ただし、当事者たちが、リスクおよび便益を
共有する活動またはプロセス（提携契約における資産の開
発など）に一緒に参加することを目的とする契約は、IFRS第
15号の適用範囲に含まれないことに注意が必要です（IFRS
第15号第6項）。

契約が IFRS第 15号の適用範囲外となる場合、その契約
から生じる収入は収益ではなく、研究開発費から控除すべ
きもの、またはその他の収益として計上することになる可能
性があります。

契約が IFRS第 15 号の適用対象であると判断した場合、
サービス提供に関する履行義務の識別（履行義務が区別で
きるか否か）については、次の要件を検討することになります

（IFRS第15号第27項）。

（a） 顧客がその財またはサービスからの便益を、それ単独で
または顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み
合わせて得ることができる、かつ、

（b） 財またはサービスは、契約の観点において、契約におけ
るその他の約束と別個に区別できる。

（考え方）

本質問においては、ライセンス・コラボレーションの契約
内容から、B社とP社がリスクおよび便益を共有する活動に
一緒に参加しないことになっています。また、Ｂ社はＰ社に
対して自身の活動のアウトプットである財またはサービスを
提供しているため、当取引はIFRS第15号の適用対象である
と考えられます。

履行義務の識別については、ライセンス Aのみを入手し
た場合でも、P社は研究開発を自己で行うことができるため、
研究開発を自己で行うか、または委託するかを選択できる
状況にあります。そのため、P社はライセンス Aのみから便
益を獲得できると判断することができます。さらに、B社が
提供する研究開発サービスは、ライセンスAに関連していま
すが、Ｐ社が自己で研究開発を行うことができるため、ライ
センスAと高度に関連しておらず、ライセンスAと区別するこ
とができます。従って、本質問におけるライセンス Aの提供
と研究開発サービスの提供は別個の履行義務と判断するこ
とになると考えられます。 
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質問２－２　取引価格の配分
　質問2−1の状況において、B社は対価として契約一時
金40百万円と研究開発サービスに対する支払（時給で計
算）に加え、P社の希望により3年以内に国による製造販
売承認がおりた場合はマイルストーン支払 150百万円を
Ｐ社から受け取る予定になっています。B社は、過去の
経験から、研究開発サービスの対価は 12 百万円と見積
もっています。

履行義務（質問２－１より） 対価

・ライセンスA
・研究開発サービス

・契約一時金･･･40百万円
・研究開発サービスに対する支払 ･･･時給

で計算
・マイルストーン支払 ･･･150百万円（3年以

内に国による製造販売承認がおりた場合）

　B社は、契約開始時点において、P社が希望する３年
以内に製造販売承認がおりる見込みはないと判断してい
ます。これは、本件に関連して外部要因の影響を受けや
すく、3年以内に承認を受けることの判断が困難であるた
めです。つまり、将来において認識した収益の累計額の
戻入れが生じない可能性が非常に高い金額を見積もるこ
とはできないと考えられています。
　また、独立して販売した場合のライセンス Aの価格は
45 百万円、研究開発サービスについては、原価と粗利
25%を考慮して価格は15百万円と判断しています。
　このような状況において、B社はそれぞれの履行義務
の取引価格を、いくらと考えればよいでしょうか。

<回答>
（問題の所在）

契約における履行義務を複数識別した場合、取引価格を
それぞれの履行義務へどのように配分するのか、検討が必
要です。

（検討のポイント）

それぞれの履行義務への取引価格の配分については、企
業がそれぞれの財またはサービスの移転と交換に権利を得
ると見込んでいる対価の金額が描写されるように行います。
取引価格は、約束した財またはサービスの独立販売価格の
比率で、契約における別個の履行義務に配分されます。こ
の配分は、それぞれの履行義務の基礎となる別個の財また
はサービスの契約開始時の独立販売価格の比率に基づい
て行われることに注意が必要です。独立販売価格の最良の
証拠は、企業が財またはサービスを同様の状況において、
同様の顧客に独立して販売する場合の当該財またはサービ
スの観察可能な価格です。直接的に観察可能な独立販売価
格がない場合、企業は、財またはサービスの販売価格を見

積もる必要があり、見積もり方法の例として、以下が挙げら
れます（見積もり方法はこれらに限定されません）（IFRS第
15号第73項、第77項～第79項）。

（a） 調整後市場評価アプローチ（類似する財またはサービス
についての企業の競争相手からの価格を参照して、企
業のコストとマージンを反映するように必要に応じて調
整を加えるなど）

（b） 予想コストに適切なマージンを加算するアプローチ
（c） 残余アプローチ（限定された状況にのみ認められる）

（考え方）

まず、配分すべき取引価格の対象を決定する必要があり
ます。本質問の契約の場合、対象となるのは契約一時金の
対価 40百万円と研究開発サービスの対価 12百万円の合計
52百万円と考えられます。マイルストーン支払 150百万円
については、製造販売承認がおりる見込みはないとＢ社が
判断していることから、質問 1で述べた「最も（発生する）可
能性の高い金額」アプローチを採用することにより、認識す
べき対価はゼロと判断されます。

次に、取引価格を、約束した財またはサービスの独立販
売価格の比率で、配分します。対象である契約一時金と研
究開発サービスの合計額 52百万円を、質問 2− 1で決定し
た2つの履行義務へ配分します。

ライセンス Aと研究開発サービスの独立販売価格はそれ
ぞれ 45百万円と15百万円であることから、その比率で 52
百万円を配分し、ライセンス Aの取引価格は 39百万円、研
究開発サービスの取引価格は 13百万円と算出されることに
なります。
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履行義務

ライセンスA 45 75％ 30 9 39

15 25％ 10 3 13

60 100％ 40 12 52

研究開発
サービス

独立
販売価格（構成比率）

契約
一時金

研究開発
サービス

合計
（取引価格）

（単位：百万円）
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新リース基準の実務対応（3）
新リース基準適用時の過度の負担を軽減する取扱い

PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部
マネージャー　田野 雄一

はじめに
　国際会計基準審議会（IASB）は、現行のリースの会計基準
（IAS第 17号）の財務報告上の問題点の改善を図るため、
2016年 1月に、リースの新基準である国際財務報告基準
（IFRS）第16号「リース」を公表しています。PwC's	View第5号
（2016年11月号）からは、この新基準の実務的な観点に焦点
を当てた連載を開始しております。今回はその3回目です。
　これまでの連載でも述べてきたように、IFRS第16号では、
借手は、原則として、全てのリースを財政状態計算書上、オ
ンバランスすることが求められます。そのため、現行のリー
ス基準においてオフバランスのオペレーティング・リースに
重要性がある企業においては、IFRS第16号を導入する際に
各種の負担が生じることが見込まれています※1	。また、IFRS
第16号を継続的に適用するに当たっては、各決算日におけ
るリース資産（使用権資産）とリース負債を適切に財務報告
の対象とするために必要な情報を適時に収集するための負
担が発生すると見込まれています。ただし、IFRS第16号で
は、借手のIFRS第16号適用時に、いくつかの簡便的な取扱
いが設けられています。実務において
は、このような取扱いを用いることによ
り、負担を軽減できるかどうか見極めて
いく必要があります。
　本稿では、このような借手における取
扱いとその実務上のポイントについて解
説していきます。なお、文中の意見にわ
たる部分は、筆者の私見であることにご
留意ください。

1 借手の会計処理の概要

IFRS第 16号は、いくつかの例外はあるものの、リースの
定義※2を満たす全ての契約に適用されます。IFRS第16号に
おける借手の会計処理は、原資産を使用する権利である使
用権資産を資産計上し、リース料の支払義務を負債計上す
る、という「使用権モデル」の考え方に基づいています。借手
の会計処理については、現行の IAS第 17号におけるファイ
ナンス・リースとオペレーティング・リースの分類がなくなり、
単一の会計処理モデルが導入されています。借手は、後述
する短期リースおよび少額資産のリースを除く全てのリース
について、使用権資産およびリース負債を認識することとな
る点に特徴があります。この結果、現行のリース基準ではオ
フバランスされているオペレーティング・リースがオンバラ
ンスとなることによる影響が生じます（図表1参照）。
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※1 IFRS第16号より生じる各種の負担・便益およびその他の
影響については、PwC's View第5号（2016年11月号）の
解説をご参照ください。

※2 IFRS第16号では、リースは、「資産（原資産）を使用する
権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約また
は契約の一部分」と定義されています（IFRS第16号 付録
A)。なお、実務におけるリースの定義の適用上のポイント
については、PwC's View第6号（2017年1月号）で解説し
ています。

図表1：IFRS第16号における借手の会計処理

IFRS第16号：ほとんどすべてのリースがオンバランスされる

リース

使用権資産

リース負債

使用権資産の
減価償却費

利息費用

金
額

経過年数

IFRS第16号における費用合計（①＋②）

IFRS第16号における減価償却費（①）

IFRS第16号における利息費用（②）

IAS第17号における
オペレーティング・リースの費用

費用の認識パターン（イメージ図）
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2 借手のIFRS第16号適用時における
過度の負担を軽減する取扱い

（1）重要性の考え方

IFRS第 16号には、他の IFRS基準と同様、「重要性」に関
する明示的なガイダンスは含まれていません。概念フレー
ムワークおよび IAS第 1号「財務諸表の表示」に規定されて
いる重要性の考え方は、他の IFRS基準と同様に、IFRS第
16号にも適用されることになります。従って、企業は、財務
諸表にとって重要性がないと考えられるリースについては、
IFRS第 16号の原則的な会計処理、表示および開示を厳密
には行わないことも考えられます。

重要性に関しては、IASBにおける開示に対する取組みプ
ロジェクトの一環として、重要性の実務記述書という文書の
作成が進められています。2015年 10月に公表された公開
草案の結果およびその後の再審議の結果を受け、最終的な
実務記述書の公表が見込まれています。これとは別に、重
要性の「定義」についても見直しが行われており、公開草案
が公表される見込みです。企業は、これらが今後、実務に
おける重要性の適用について、どのような影響を与えるか
について、見極めていく必要があると考えられます。

（2）リースのオンバランスの免除

上記（1）の財務諸表にとっての重要性の考え方とは別に、
IFRS第 16号では、借手は、リースのうち、以下に記載する
リースについて、財政状態計算書上で認識することを免除
する規定が用意されています。当該規定は、特に、多数の
小口のリースを有する場合における事務処理の負担に対す
る懸念に対応することを意図したものです。

・短期リース（リース期間が12カ月以内のリース）※

・少額資産のリース※

・IFRS第 16号の適用開始日から12カ月以内に終了する
リース

※ 免除規定を使用するかどうかの選択は、短期リースについては原資産の種類ごとに、少額
 資産のリースについてはリース1件ごとに、実施されます。

なお、これらのリースについて免除規定を使用した場合、
これらのリースに係る費用は、財務業績報告書において
リース期間にわたり定額で認識されます。この場合、当該費
用を財務諸表注記で開示することが求められます。

【実務対応上のポイント】：短期リース
　契約上、購入オプションを含んだリースは、短期リース
ではないとされてしまうため、契約内容を検討する際に
はこの点を留意する必要があります。

少額資産のリースとは、リースの原資産が次のような要件
を全て満たすものをいいます。

①新品のときの価値が絶対額ベースで少額である（リー
ス開始日における原資産の経過年数に関わらず）

②借手が原資産を単独でまたは借手が容易に利用可能
な他の資源と組み合わせて使用することから便益を得
ることができる

③原資産の他の資産への依存性や相互関連性が高くない

上記①の絶対額ベースで少額であるかどうかを判断する
ための数値基準は、規定されていません。しかし、具体例と
して、自動車のリースは、新車は通常は少額ではないので、
少額資産のリースに該当しないであろうとされています。ま
た、IFRS第 16号の結論の根拠（BC100項）によると、IASB
は、議論していた当時、新品時に5,000米ドル（当時の為替
レートで換算すると約 60万円）以下の規模の資産を少額資
産とすることを念頭に置いていたようです。

【実務対応上のポイント】：少額資産のリース
リースの原資産の価格
i. 日本基準の下では、「企業の事業内容に照らして重要

性の乏しいリース取引で、リース契約 1 件当たりの
リース料総額が 300万円以下のリース取引」について
は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じ
て、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理
を行うことができる、という規定が設けられています。
日本基準上、この規定に基づきオフバランス処理され
ているリースについては、IFRS第 16号で想定されて
いるであろう少額資産のリースとは金額の規模感が異
なります。そのため、それらのリースが、IFRS上、少
額資産のリースに該当しない場合には、（1）で上述し
たとおり、財務諸表にとっての重要性の考え方に照ら
して、IFRS第 16号の原則的な会計処理、表示および
開示を行うかどうかを検討することが考えられます。

ii. 日本基準では、少額資産として取り扱うためには「企
業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引」
である、つまり、事業における中核資産ではないとい
う制限があります。これに対し、IFRS第 16号における
少額資産のリースでは中核資産かどうかという点での
制限は付されていない点に留意が必要です。

他の資産への依存性および相互関連性
　金額の大きい大規模な資産であっても、その個々の構
成要素について見ると少額である場合があります。その
ような金額の大きい大規模な資産を構成する個々の構成
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要素が相互に依存したり、関連したりする場合（例えば、
ITストレージ・システムが、個々には少額のモジュール
で構成されているにしても、個々のモジュールが相互に
依存しており、相互に関連するものである場合）には、そ
のような金額の大きい大規模な資産のリースは少額資産
には該当しないこととなります。

（3）その他の簡素化および実務上の便法

上記（2）以外にも、IFRS第16号適用上の過度の負担を軽
減する取扱いとして、簡素化および実務上の便法が提供さ
れているため、以下において、そのいくつかを紹介します。

①リースとサービスの一体処理
リースとサービスが混在している契約については、PwC's 

Viewの前号（2017年 1月号）で詳述したとおり、借手は、原
則として、リース構成部分とサービス構成部分を区分するこ
とが求められます。この区分処理については、実務上困難
を伴う場合もあるため、IFRS第 16号では、借手は、実務上
の便法として、リース構成部分とサービス構成部分を区分
せず、全体を単一のリース構成部分として会計処理するこ
とが認められています。この実務上の便法を使用するかどう
かは、原資産の種類ごとに選択されます。

【実務対応上のポイント】
　借手が、この実務上の便法により、リース構成部分と
サービス構成部分を区分せずに全体を単一のリース構成
部分として会計処理する場合、借手がオンバランスする
使用権資産やリース負債が増加することになります。その
ため、この実務上の便法を選択するかどうかの判断に際
しては、全体を単一のリース構成部分として会計処理する
ことにより、実務対応上、負荷が抑えられるという点と、オ
ンバランスされる金額が増加するという点をともに勘案の
上、会計方針として選択することになると考えられます。

②ポートフォリオ・ベースでの適用
IFRS第 16号は、個々のリースに対して適用されます。た

だし、実務上の便法として、類似した特徴を有する複数の
リースのポートフォリオに対してIFRS第 16号を適用するこ
とが認められています。この取扱いが許容されるのは、
IFRS第 16号を個々のリースに適用した場合とポートフォリ
オを基礎としたリースの取扱いとの間で財務諸表に与える
影響が大きく異ならないと合理的に見込まれる場合です。

ポートフォリオ・ベースでの適用により、原資産の種類お
よびモデル、リース開始日および終了日などが類似する複

数のリースをあたかも1つのリースであるかのように扱い、
IFRS第 16号を適用することができます。この場合、ポート
フォリオの規模や構成を反映する見積もりや仮定を用いな
ければなりません。以下の設例で、ある借手が IFRS第 16号
をポートフォリオ・ベースで適用することはできるかどうか
検討してみましょう。

（a）前提

　ある顧客（借手）が多数の大型トラックおよび小型ト
ラックを個々のリース契約に基づきリースしている。ト
ラックのリースの契約条件は、次のとおり、トラックの種類

（大型、小型）の違いを除き全て類似している。
トラックのリース：
・大型トラックにはいくつかのモデルがあるが、それらは

全て類似している。小型トラックについても同様である。
・リース期間は一般的に3年である
・トラックの種類（大型、小型）、地域、リース契約が締結

された四半期ごとにグルーピングしてポートフォリオ・
ベースでIFRS第16号を適用しても、個々にIFRS第16号
を適用した場合と重要な差異を生じないと見込まれる

（b）ポートフォリオ・ベースでの適用の可否

この借手は、IFRS第 16 号をポートフォリオ・ベースで適
用することができると考えられます。この借手は、トラックの
種類（大型、小型）、地域、リース契約が締結された四半期
ごとにグルーピングを行うこととなり、それぞれのグループ
をあたかも単一のリースとして会計処理することとなります。
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PwCあらた有限責任監査法人
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IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第10号「後発事象」

はじめに
　「IFRS	IC	リジェクション」とは、一般に、IFRS解釈指針委
員会（以下、「IFRS	IC」という。）が議題として取り上げないと
判断した論点をいいます。IFRS	ICは、関係者から寄せられ
たさまざまな論点を検討します。論点が議題として追加され
ると、解釈指針の開発や狭い範囲の基準の修正（「年次改
善」としての修正を含む）の検討が開始されます。一方で、多
くの論点は、議題として取り上げることが却下（リジェクショ
ン）されています。IFRS	ICは、却下した論点について、論点
の概要と、議題にしないと判断した理由を簡潔にまとめ、
ウェブサイトなどで公表しています。「却下通知（リジェクショ
ン・ノーティス）」と呼ばれるこの情報は、基準承認の権限を
有する国際会計基準審議会（以下、「IASB」という。）の審議
を経ずに公表されるものですので基準書ではありませんが、
有用な情報といえます。
　これまでどのような論点が IFRS	IC	に提出され、どのよう
な却下通知が公表されたのか、今回はIAS第10号「後発事
象」を取り上げて解説します。

IAS第10号「後発事象」の却下通知

IAS第 10号は、後発事象と呼ばれる報告期間の末日後に
発生する事象（かつ財務諸表の発行の承認日までに発生す
る事象）について、どのような場合に、そしてどのような方法
で財務諸表に反映しなければならないかに関するガイダン
スを提供しています。

対象となる事象が報告期間の末日時点に存在した状況に
ついての証拠を提供する場合には、財務諸表を修正するこ
とになります。そうでない場合には、財務諸表を修正しませ
んが、開示が求められる場合があります。修正を要する後
発事象かどうかの決定は、判断に高く依拠することが多いと
いえますが、この IAS第 10号に関連してIFRS ICで議論され
た論点は 1件しかなく、この論点も検討の結果、議題として
は却下されました。

論点

一部の法域では、有価証券の公募などの類似取引に関連
して、財務諸表を再発行することを証券取引法および規制
慣行が要求または容認する場合があります。また、規制当
局が、財務諸表の再発行（二重日付）を容認または要求する
場合もあります。

また、一部の証券取引法や規制慣行では、財務諸表の最
初の発行承認時と再発行時との間に発生した事象または取
引を、国の法令により修正が要求される場合を除き、再発
行した財務諸表に認識することを要求しない場合や容認し
ない場合があります。

しかしながら、IAS第10号では、財務諸表の発行承認日ま
でに発生した全ての後発事象（修正を要するものも修正を要
しないものも全て）を考慮することを要求しています。

2013年 5月、IFRS ICは、財務諸表が再発行された場合
に、IAS第 10号が複数の発行承認日を認めるのか、そして、
当初承認日と再発行日の間に発生した事象を更新する必要
があるのか、更新する必要がある場合にはその範囲を明確
にするよう要請を受けました。
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IFRS ICの検討

IFRS ICは、IAS第 10号は、報告期間後に発生する事象の
会計処理と開示に関連する事項を扱う基準であるということ
に留意しました。本基準の目的は、どのような場合に後発事
象の影響を報告日に財務諸表に反映するよう修正すべきか

（およびどのような場合に財務諸表を修正しないが開示が求
められるか）について財務諸表作成者の理解を助けることで
す。

IFRS ICは、IAS第10号で定義されている財務諸表の承認
日は一つだけであることを明確に表明しました。また、当初
発行した財務諸表を取り下げずに再発行した場合の、再発
行の財務諸表の表示は、IAS第 10号の範囲には含まれない
とIFRS ICは明言しました。各法域で再発行に関する要求事
項は異なるため、IFRS ICはこの論点を議題に加えないこと
を決定しました。

可能性のある取り扱い

IFRS ICはこの論点を議題とすることを却下しましたが、
実務でこの論点をどのように扱うべきでしょうか。各国の要
求事項は、通常、当初の承認日と再発行日の間に発生する
事象に関して、何を更新すべきか、または何を更新すること
ができるかを規定しています。

PwCは、誤謬の訂正以外のケースで、財務諸表を再発行
する場合にこの論点に対応する方法として次の 2つがあると
考えます。

●  再発行する財務諸表に新たな承認日がある場合：
 新たな承認日までに発生した、修正を要する後発事象およ

び修正を要しない後発事象に関して、IAS第10号の要求事
項に従う。

● 再発行する財務諸表に新たな承認日がない場合：
 当初の承認日後の後発事象を反映するような修正を行わな

い。

再発行する財務諸表に新たな承認日がないケースには、

表1：IAS第10号に関するIFRS IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

公募文書に関連して再発行
された財務諸表に関する
IAS第 10号の適用（2013年
5月）

IAS第10号は複数の発行承認日を認めているか？

認めている場合には、当初承認日と再発行日の間に発生した事象を更新する必要があるのか、更新する必
要がある場合にはその範囲は？

IFRS ICは、IAS第 10号が当初発行した財務諸表を取り下げずに再発行した財務諸表の表示を扱っていない
こと、また、各国には財務諸表の再発行に関する固有の法規制があることを理由に、この論点を議題として
取り上げないことを決定した。

例えば、財務諸表が比較目的でより新しい財務諸表として
同一文書の中で再発行され、かつ、比較情報の変更につい
ての IFRSの特定の要求事項に従って修正されるケースがあ
ります。
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Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　上場を目指している企業において、「上場準備が全然進まない。」と悩まれている企業が多いと思います。し
かも、「上場のための課題とその対応策はすでに明確で、あとはやるだけ。」という状況にもかかわらず、上場
準備が停滞している企業が意外にも多いです。このような会社を分析すると、停滞理由に「上場準備室体制が
整っていない」ことがよく挙げられます。
　上場準備においては、企業グループ全般にわたる予算編成、予算実績管理、職務分掌の見直し等といった
経営管理体制の構築や、限られた時間の中で膨大な資料を収集・作成しなければなりません。また、取引所
や主幹事証券等、多くの外部関係者とも適宜情報共有しながら準備作業を進めていくこととなります。
　このため、上場プロジェクトを計画通りに達成するためには、「上場準備室体制」の構築が重要なポイントに
なります。
　今回は、「上場準備室体制」というテーマにおいて、よくある質問とその回答について、解説いたします。

　上場準備は全社的なプロジェクトとして組織横断的に進めることが必要となるため、多くの場合、プロジェク

トオーナーを社長、プロジェクトリーダーを管理担当役員、プロジェクトマネージャーを担当部長が務め、その

他に数名のスタッフをメンバーとして上場準備室を整備します。

　一般的には、上場目標期から遡って	2～3年前までに社長、管理担当取締役、実務担当予定者を中心として

上場準備室を立ち上げ、準備が進む中で必要に応じてメンバーを増員していきます。

　なお、上場準備においては上場企業としての管理体制を整備するだけではなく、通常、1年程度運用するこ

とが求められます。このことから、上場準備室の設置やプロジェクトスタートが遅延した場合、事前運用期間を

確保できず、上場時期に変動が生ずる可能性があることに留意が必要です。	

　これから上場を目指す企業において、上場プロジェクトを策定したタイミングでは、プロジェクトリーダーとな

る管理担当取締役が不在のケースは珍しくないと思います。

1│一般的な上場準備室体制の整備について

PwC IPO 
上場準備室体制について
PwCあらた有限責任監査法人　IPOソリューション部　
マネージャー　樽見 伸二

X-3以前

上場準備室

監査法人

証券会社

証券取引所

直前々期
X-2

直前期 
X-1

申請・上場期
X

上場後
X+1

管理体制の構築

直前々期の監査 直前期の監査 継続監査予備
調査

証券会社
審査

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

主幹事証券
の選定

引受部による
指導・事前チェック

プロジェクト
発足

申請期の監査

東証
審査

継続運用管理体制の事前運用

上場日図表1：東証マザーズ上場スケジュールの例
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　上述のとおり、上場準備は広範囲にわたる業務を多くの関係者とともに、限られた時間、人員で進めていく

こととなります。このため、上場準備プロジェクト全般を実務的に統括する役割を担うプロジェクトマネー

ジャーは極めて重要で、上場準備を円滑に進めていくことができるかどうかは、プロジェクトマネージャーの手

腕にかかっていると言っても過言ではありません。

　プロジェクトマネージャーに求められる資質は、進捗管理を含むプロジェクト遂行能力に尽きますが、次のよ

うな事項が例として挙げられます。

実務的な資質 その他一般的な資質

・数値分析能力に長けていること
・文章力、説明能力に長けていること等

・社内諸事情に通じていること
・人望があり調整能力が高いこと
・体力に問題がないこと等

　また、実際の上場審査ではスケジュールがタイトなので、審査担当者はプロジェクトマネージャーに電話で

直接質問をしてくることが多いです。そこでうまく対応・回答できなければ「きちんと管理できていないのでは？」

と心証を悪くしてしまう可能性があります。

　このため、上場準備の窓口となるプロジェクトマネージャーは、会社全体を理解している方でないと難しいと

言えます。

　収益拡大や研究開発が優先されがちなベンチャー企業においては、社内に候補者がおらず、社外からプロ

ジェクトマネージャーを招くケースが多いです。

2│プロジェクトマネージャーに求められる資質について

　管理担当取締役が不在の場合は、社内外で候補者を探しつつ、社長や他の役員がプロジェクトリーダーを兼

任して上場プロジェクトを進めるのが一般的です。

　ただし、社長などの他の役員が上場プロジェクトリーダーを兼任するのは、管理担当取締役が見つかるまで

の暫定的な措置であり、早い時期に兼任状態を解消する必要があります。仮に兼任状態が長期化した場合は、

上場時期が変更となる可能性もあることに留意が必要です。

　社内に管理担当取締役候補者がいない場合は、社外から新たに取締役候補者を探すことになります。

　取締役は多くの権限と責任を有していることから、不適当な方を取締役に選任してしまった場合、上場準備

室体制だけではなく企業全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

　このため、取締役候補者は知識や経験を有するだけではなく、信頼できる人物であることが極めて重要であ

り、社外から新たに取締役候補者を探す場合は慎重に判断することが必要です。

　一方で、上場プロジェクトの当初から管理担当役員が取締役であることは求められておりません。このため、

上場準備の実務では、取締役候補者は当初は従業員として入社し、入社後の貢献や業務態度などを吟味した上

で、管理担当取締役として選任するケースがあります。なお、このようなケースでは、管理担当取締役の具体的

な選任のタイミングについて、あらかじめ主幹事証券と協議しておくことが必要であることに留意してください。
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　株式上場を行うためには、経営管理組織の確立や定款を含めた各種規程、マニュアル類の整備・運用、上

場申請書類の作成、監査法人や主幹事証券、取引所といった各機関への対応、資本政策の立案など、必要と

される業務は多岐にわたります。また、上場準備の過程においては会社組織の変更やシステムの導入なども

必要となることも想定されます。

　このため、プロジェクトメンバーの選定にあたっては、管理部門および事業部門などの部門間の連携が取れるよ

う、特定の部署や部門だけではなく、関係部門からもプロジェクトメンバーを選定することが望ましいと言えます。

　上場準備の業務量は極めて多いことから、上場準備室は専属メンバーで構成した方が望ましいです。ただ

し、兼任の場合と比較してコストがかかるデメリットがあります。このため、専属メンバーによる上場準備室を

設置するのは、規模の大きい企業やビジネスモデルが複雑な企業に多いです。

　一方で、ビジネスモデルがシンプルで、人員等の企業規模がコンパクトな場合は、既存部署からメンバーを

選定し、兼任制の上場準備室を設置するケースが多いです。兼任制を採用する場合は、既存業務への影響や

メンバー個人への業務負荷が重くなることから、所属部署との調整や個人負担の配慮が必要となります。

　メンバーにIPO経験者がいることが望ましいですが、必ずしも必須ではありません。また、一般的には法務と

経理知識がある方をメンバーに選定されることが望ましいですが、基礎的な知識を有していれば対応可能で、

高い専門性までは必須ではありません。

専門性の高い業務の進め方について
　上場準備においては、ビジネスモデルの法的整理や労務体制の整理、上場会社決算のルーチン化等の専

3│プロジェクトメンバーについて

PwC IPO 
上場準備室体制について

　上述した実務的な資質については、候補者の経歴や資格等によって判断でき、選定にあたって多くの企業

が重要視しているポイントかと思います。

　しかしながら、実務においては人格等の一般的な資質を軽視した結果、上場プロジェクトが破たんしてしま

うケースが珍しくありません。

　上場準備の実務では、給与体系の見直しや組織変更、人員の再配置など、組織の根本から整理・再構築し

ていくケースが多く、他部署との交渉や調整、説明・意見交換会の実施などを行う局面が多いです。

　このため、社外からプロジェクトマネージャーを招くにあたって人格等の一般的な資質・能力は、実務的な

資質と同じかそれ以上に重視すべきポイントであると言えます。

実際にあった失敗例
・マネージャー個人は優秀であるものの、必ず自分と同じ水準の成果や能力を部下や他部署に要求してしま

い、上下間ならびに他部門との間で深い軋轢が生じてしまった。その結果、プロジェクトへの協力が得られ

ずに、プロジェクトが進まなくなってしまった。

・上場の課題について、証券会社などの外部関係者へ相談せずに、マネージャー個人の主観や経験則によっ

て判断した結果、対応方法や対応時期を誤り、上場時期が後倒しになった。
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　今回は、上場準備室体制について解説いたしました。	

　一般的には、優秀な方を上場準備室に配置すれば、プロジェクトは軌道に乗せられると思われている方が多

いかと思います。

　しかしながら、上場準備の業務範囲はあまりにも多岐にわたるため、個人プレーだけでは絶対に達成するこ

とができません。私の実体験からコメントいたしますと、「いかに社内外の関係者と円滑な協力関係を築ける

か？」が、プロジェクトを成功させるにあたって最も重要なポイントであると思っています。

　今後、上場準備室の構築や見直しの際に、参考にしていただければ幸いです。

4│おわりに

門性の高い業務が発生します。しかし、これらの業務については社内のメンバーだけで対応するのは困難な

ケースが多く、実務においては弁護士や社会保険労務士などの専門家と連携して、専門性の高い業務に対応

するのが一般的です。

　このため、上場準備室の整備にあたっては、メンバーの選定だけではなく、各種専門家とのネットワークを

構築することが必要となります。

　なお、上場準備における業務は、特殊なケースや業務量が多いため、企業の顧問弁護士や顧問社労士で

は対応できない場合があります。

　このような場合は、主幹事証券の公開引受部や監査法人に相談すれば、上場準備に強い各種専門家を紹

介いただけるケースが多いです。

樽見 伸二 （たるみ しんじ）

PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部 マネージャー
大手監査法人において会計監査に従事後、IPO事業会社にIPOプロジェク
トリーダーとして入社。
同社の大証JASDAQ上場、東証2部上場、東証1部上場を成功させ、執行
役員管理部長に就任。IPO、IR活動、資金調達等の豊富な実績を有する。
メールアドレス：shinji.tarumi@pwc.com
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PwC税理士法人
ディレクター　荒井 優美子

2017年度税制改正の概要

1 2017年度税制改正大綱の概要

2017年度税制改正大綱は、米国における政権交代や英
国の EU離脱などの国際政治環境の激変や、世界経済では
需要の低迷、成長の減速リスクが懸念される状況下におい
て、「働き方改革」と「イノベーション」の実現により日本全体
の成長力を底上げしていくための税制支援を盛り込んでい
ます。

経済社会の構造変化を踏まえ「働き方改革」を推進する個
人所得課税改革の第1弾として、就業調整を意識しなくて済
む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控
除の見直しが行われています。

デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置としては、「第４
次産業革命」への対応に向けての、競争力強化のための研
究開発税制の見直し、賃上げを促すための所得拡大促進税
制の見直しのほか、「攻めの経営」を促進するためのコーポ
レートガバナンス改革・事業再編の環境整備のための税制
措置が盛り込まれています。

アベノミクスの推進による持続的な経済成長の実現には、
海外成長市場の果実の日本国内の成長への取込みも重要
であるため、日本企業の健全な海外展開を支えつつ、国際
的な租税回避には効果的に対応できるよう、BEPSプロジェ
クトの合意事項を引き続き着実に実施するとともに、租税回
避防止に向けた国際的な取組みを主導することとしていま
す。

地域経済に好循環をもたらすため、「ローカルアベノミク
ス」への取り組みとして、2015 年度税制改正に引き続き、
中堅・中小事業者の投資促進の拡充・創設、地方拠点強化
税制の拡充による地方創生の推進も盛り込まれています。

消費税率引き上げについては 2016年 11月28日に成立
した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な
改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の
一部を改正する法律」等により適用期限を延期することとさ
れましたが、2017年度税制改正大綱では、2020年度の基

はじめに
　米国における政権交代や英国のEU離脱などの国際政治
環境が激変する一方で、世界経済では需要の低迷、成長の
減速リスクが懸念される状況において、日本全体の成長力
を底上げしていくための、「働き方改革」と「イノベーション」
を税制が後押しすべく、2016年12月22日に平成29年度税
制改正の大綱（以下「2017年度税制改正大綱」）が閣議決定
されました。改正の内容としては、「働き方改革」を推進する
個人所得課税改革として配偶者控除・配偶者特別控除の見
直しが行われ、企業の生産性を抜本的に向上させるために、
「攻めの投資」を後押しするとともに、コーポレートガバナン
スの強化を促すための施策が盛り込まれています。また、持
続的な経済成長の実現のため、日本企業の健全な海外展
開を支えつつ、国際的な租税回避には効果的に対応できる
よう、「BEPSプロジェクト」の勧告を踏まえた国際課税制度の
見直しも行われています。
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礎的財政収支黒字化目標の達成のため、2019年 10月1日
に消費税率10％への引上げを確実に実施することが謳われ
ています。

2 法人税関連（組織再編税制以外）

（1）研究開発税制の見直し【図表1】

研究開発税制は 2015年度税制改正で見直され、総額型
の控除上限率の改正と、オープンイノベーション型の控除
率の大幅な拡充が行われました。競争力強化のために研究
開発投資を増加させるインセンティブを強化する観点から、
2017年度税制改正では、

①総額型の控除率を試験研究費の増加率に応じた仕組みへ
の見直し

②IoT、ビッグデータ、人工知能等を活用した新たなビジネス
開発を後押しするため、「第４次産業革命型」のサービス開
発のための試験研究を新たに対象化

③オープンイノベーション型の利用促進を図るための対象費
目の拡大等の要件の緩和

を盛り込み、研究開発税制の抜本的な見直しが行われてい
ます。具体的には以下の改正が盛り込まれています。

・ 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控
除率（現行では試験研究費割合に応じ8～10％）を試験研

究費の増減割合に応じた税額控除率（10％を上限とする）
とする制度に見直されます。

・ 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除の選択適用
制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を廃止
して高水準型のみとし、適用期限が2年延長されます。

・ 2年間の時限措置として、以下の措置が設けられます。

1）総額型の税額控除率の上限を 10％から14％に引き上
げる。

2）中小企業技術基盤強化税制（中小企業者等に適用される
総額型）について、試験研究費の増加割合が 5％を超える
場合には、税額控除率（現行は 12％）に5％を超える増加
割合の 30％を上乗せして最大 17％の控除率とし、控除
税額の上限に当期の法人税額の 10％を上乗せして35％
とする（高水準型の上乗せ措置との選択適用とする）。

3）総額型または中小企業技術基盤強化税制に係る控除税
額の上限に、当期の法人税額に試験研究費割合から
10％を控除した割合を２倍した割合（10％を上限とす
る）を乗じて計算した金額を上乗せする（高水準型の上乗
せ措置との選択適用とする）。

・ 試験研究費の範囲について、対価を得て提供する新たな役
務の開発に係る試験研究のために要する一定の費用（新
サービス開発の費用）が加えられます。

・ 特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係
る相手方が支出する費用で自己が負担するものについて、
現行では原材料費、人件費、旅費、経費及び外注費に限定

恒久措置 上乗せ措置（時限措置）

試験研究費の総額に係る税額控除（総額型） 特別試験研究費に係る税額控除（オープンイノベー
ション型）

試験研究費の額が増加した場合等の税額控除

青色申告法人の 2015年 4月1日以後開始事業年度（解散事業年度を除く）において損金算入される試験研
究費の額がある場合に、特別試験研究費の控除とそれ以外の試験研究費を別枠化して法人税額から控除
する

青色申告法人の2017年3月31日までの間に開始す
る各事業年度（解散事業年度を除く）において損金
算入される試験研究費の額がある場合に、増加試
験研究費等の要件を満たすときは、恒久措置とは
別枠で①の高水準型と②の増加型のいずれかを法
人税額から控除
→増加型を廃止し、2019年3月31日まで延長

【控除額】
①（試験研究費の額－平均売上金額× 10％）× 控
除率（（試験研究費割合－10%） × 0.2）
②増加試験研究費の額×控除率（5～30%）

（増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5％
を超え、試験研究費の額が基準試験研究費の額を
超える場合）

【控除上限】
法人税額の10%

【試験研究費の範囲】特別試験研究費を除く
→新サービス開発の費用を追加

【控除率】8～10%
→ 試 験 研 究 費 の 増 減 割 合に応じた税 額 控 除 率

（10％を上限）に改組し、2 年間のみ 14％に上限を
引上げ

【控除上限】法人税額の25%　
→ 2年間のみ試験研究費割合から10％を控除した
割合を2倍した割合（10％を上限とする）を上乗せ

【特別試験研究費の範囲】
中小企業からの知財権使用料等を含む
原材料費、人件費、旅費、経費及び外注費に限定
→研究に要した費用に拡大

【控除額】
特別試験研究費×20%（企業間等）又は30%（大学・
特別試験研究機関等との共同・委託研究）　

【控除上限】　
法人税額の5%　

【法人住民税】
中小企業者等について適用中小企業技術基盤強化税制

【控除率】12％
→2年間のみ5％を超える増加割合の30％を上乗せ

（上乗せ後は17％を上限）
【控除上限】中小企業者等の場合は2年間のみ35％
【法人住民税】

中小企業者等について適用

図表1
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現行制度
改正後

大法人 中小企業者等

要件①
 雇用者給与等支給増加額

 基準雇用者給与等支給額 
≥ 5%（中小企業者等は3%）

要件② 雇用者給与等支給額 ≥ 比較雇用者給与等支給額（前事業年度）

要件③
平均給与等支給額
> 比較平均給与等支給額

 平均給与等支給額−比較平均給与等支給額
 比較平均給与等支給額 

≥ 2% 平均給与等支給額 > 比較平均給与等支給額

税額
控除

雇用者給与等支給増加額の
10%（法人税額の 10%（中小企
業者等は20%）を限度）

雇用者給与等支給増加額の10%、
比較雇用者給与等支給額からの増加額の
2%分を上乗せ（合計12%）

（法人税額の10%を限度）

雇用者給与等支給増加額の10%
（法人税額の20%を限度）

大法人に係る改正後の適用要件③を
満たす場合に、比較雇用者給与等支給額からの
増加額の12％分を上乗せ（最大22%）

されている費用の限定を廃止して研究に要した費用とされ、
さらに対象費用の追加・変更の柔軟化や手続きの簡素化が
図られます。

（2）所得拡大促進税制の見直し

企業収益の拡大が雇用の増加や賃金上昇につながり、そ
れが消費や投資の増加に結び付くという経済の「好循環」を
強化する必要があることから、企業に更なる賃上げインセ

ンティブを与える機能を強化し、高い賃上げを行う企業を
支援する改正が行われます。特に中小企業に対しては大企
業を上回る支援の強化が行われます（図表2）。

なお、外形標準課税における付加価値割の所得拡大促進
税制及び中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した
場合の税額控除制度（所得拡大促進税制の適用要件を満た
す場合には、雇用者給与等支給増加額を外形標準課税の
付加価値割の課税標準から控除する）についても、上記の
改正に伴い見直しが行われます。

現行制度 改正事項

以下の要件を満たす役員給与（退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務
役員の使用人給与等を除く）について損金算入が認められる

① 退職給与で利益その他の指標（勤務期間及び既に支給した給与を除く）を基
礎に算定されるもののうち利益連動給与の損金算入要件を満たさないもの

② 新株予約権による給与で事前確定届出給与又は利益連動給与の損金算入
要件を満たさないもの

は全額損金不算入とする

① 定期同額給与
 支給期間が 1カ月以下の一定の期間毎の給与で、当該事業年度の各支給時

期における支給額が同額であるもの

・税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える

② 事前確定届出給与
 役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支

給する給与（譲渡制限付株式によるものは事前確定届出を不要とする）

所定の時期に確定した数の株式（注1）を交付する給与を対象に加える
・ 所定の時期に確定した数の新株予約権（注 1）を交付する給与を対象に加え、

一定の新株予約権による給与についての事前確定の届出を不要とする
 （注 1）市場価格のある株式又は市場価格のある株式の取得の基因となるも

ので、役務の提供を受ける法人又はその法人の発行済株式の 50％超を直接
若しくは間接に保有する法人が発行したものに限る

・ 利益その他の指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡
制限付株式による給与を対象から除外する

③ 利益連動給与
 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利

益連動給与（支給額の算定方法が、当該事業年度の利益の状況を示す指標
（有価証券報告書に記載されるものに限る）を基礎とした客観的なものであ

ること等の要件を満たすもの）

・ 同族会社のうち非同族法人との間に完全支配関係がある法人（非同族の同族
法人）の支給する給与を対象に加える（算定方法についてその非同族法人の
報酬委員会における決定等の手続を経てその法人の株主総会又は取締役会
において決議し、その非同族法人の有価証券報告書等で開示されていること
とする）

・ 給与の算定指標の範囲について、株式の市場価格の状況を示す指標及び売
上高の状況を示す指標を加えるとともに、当該事業年度後の事業年度又は
将来の所定の時点若しくは期間の指標を用いることができることとする

・ 利益の状況を示す指標又は上記の追加された指標（以下「業績連動指標」）を
基礎として算定される数の市場価格のある株式を交付する給与で確定した数
を限度とするものを対象に加える

・業績連動指標を基礎として算定される数の新株予約権を交付する給与で確
定した数を限度とするもの及び業績連動指標を基礎として行使できる数が算
定される新株予約権による給与を対象に加える（行使により市場価格のある
株式が交付されるものに限る）

図表3

図表2

税務／法務

34 PwC’s View — Vol. 07. March 2017



（3）役員給与及び株式報酬の見直し

コーポレートガバナンス強化の税制支援として、2016年
度税制改正では役員給与の規定の見直しと譲渡制限付株
式を交付した場合の費用の帰属事業年度の特例規定の創
設が行われました。2017 年度税制改正では、経営陣に中
長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付
与することができるよう、業績に連動した報酬等の柔軟な活
用を可能とする制度への見直しが図られています（図表3）。

退職給与で利益その他の指標（勤務期間及び既に支給し
た給与を除く）を基礎に算定されるもののうち利益連動給与
の損金算入要件を満たさないもの、新株予約権による給与
で、事前確定届出給与又は利益連動給与の損金算入要件
を満たさないものは、いずれも全額損金不算入とされます。

譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰
属事業年度の特例について、次の見直しが行われます。

・ 役務の提供を受けた法人以外の法人が交付するものを対
象に加える

・ 譲渡制限付株式を対価とする費用について、原則として、
譲渡制限が解除されることが確定した日（現行は譲渡制限
が解除された日）の属する事業年度の損金の額に算入する

・ 非居住者に対して交付された場合には、その者が居住者で
あったとした場合に給与所得等が生ずることが確定した日
において役務の提供を受けたこととする

上記の改正の適用関係は以下の通りです。

退職給与、譲渡制限付株式による
給与、新株予約権に係る給与に係
る改正

左記以外の給与に係る改正

2017年10月1日以後に支給又は交
付に係る決議（その決議がない場
合には、その支給又は交付）をす
る給与について適用

2017年 4月1日以後に支給又は交
付に係る決議（その決議がない場
合には、その支給又は交付）をす
る給与について適用

（4）確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に
申告書を提出すべきこととされていますが、会計監査人の
監査その他の理由により2月以内に決算が確定しない常況
にあると認められる場合には、申請により申告書の提出期限
を1月間延長することが認められています。

コーポレートガバナンスを強化すべく、企業と投資家の対
話の充実を図るため、上場企業等が株主総会の開催日を柔
軟に設定できるように、法人税等の申告期限の延長可能月
数の拡大が措置されます。改正により、会計監査人を置い
ている法人が、定款等の定めにより各事業年度終了の日の
翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されな
い常況にあると認められる場合には、4月以内（各事業年度
終了の日から6月以内）の確定申告書の提出期限の延長が
認められることになります。法人事業税の確定申告書の提
出期限についても同様の見直しが行われます。

　

3 組織再編税制

（1）スピンオフ税制の整備【図表4、5】

i）スピンオフ税制の創設
企業の経営戦略に基づく先を見据えた機動的な事業再編

を促進するため、特定事業を切り出して独立会社とするスピ
ンオフ等の円滑な実施を可能とする税制の整備が行われま
す。

①単独新設分割型分割
現行の組織再編税制においては、法人を新設する分割型

分割が適格分割型分割となるのはグループ法人間で分割を
行う場合か、共同で事業を営むための複数新設分割型分割

①事業部門のスピンオフの場合（分割型分割） ②完全子会社のスピンオフの場合（現物分配）

A社

A社 B社
B事業

一般株主
一般株主

会社分割と
同時に
A社がB社株を
現物配分

会社分割

一般株主の
みなし配当課税

B社に移転する
資産に対する
譲渡損益課税

適格要件を
満たせば対象外

適格要件を
満たせば繰延べ

A社

A社

B社

B社

A社がB社株を
現物配分

一般株主の
配当課税

B社株式に対する
譲渡損益課税

適格要件を
満たせば対象外

適格要件を
満たせば繰延べ

図表4

出所：経済産業省　平成29年度税制改正資料
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図表5

の場合に限られ、多数の一般株主が存在する法人の単独新
設分割型分割は非適格分割となります。改正により、支配
株主がいない法人による特定事業のスピンオフで一定の要
件を満たすものを適格分割型分割として扱う措置が設けら
れます。

②現物分配
現行の組織再編税制においては、現物分配が適格現物

分配となるのは、完全支配関係のある法人間で行われる現
物分配（子法人が親法人に対して現物分配を行う）の場合に
限られ、多数の一般株主が存在する法人が行う現物分配は
非適格現物分配となります。特定事業のスピンオフが子会
社株式を分割対価とする現物分配で行われる場合もあるた
め、一定の要件を満たす 100％子法人株式を対価とする現
物分配を適格現物分配として扱う措置が設けられます。

現物分配法人の株主は、旧株（現物分配法人の株式）のう
ちその交付を受けた子法人株式に対応する部分の譲渡を
行ったものと見なされ、100％子法人株式の現物分配が適
格現物分配の要件を満たさない場合にはみなし配当課税を
受けることになります。ただし、持株数に応じて子法人株式
のみが交付される場合には、旧株の譲渡損益課税は繰り延
べられます。100％子法人株式の現物分配が適格現物分配
の要件を満たす場合は、現物分配法人における子法人株式
の譲渡損益を計上されません。

ii）スピンオフ税制の創設に伴う再編後の完全支配関係継続
要件の見直し

現行の組織再編税制では、分社型分割や現物出資が行
われた後に、分割法人と分割承継法人、又は現物出資法人
と被現物出資法人の完全支配関係の継続が見込まれない
場合には非適格となります。

上記のスピンオフ税制の整備に伴い、完全支配関係の継
続の見直しが行われます。すなわち、単独新設分社型分割
又は単独新設現物出資の後に、分割承継法人株式又は被
現物出資法人の株式を分割法人又は現物出資法人の株主
に交付する上記の適格現物分配を行うことが見込まれてい
る場合には、当該単独新設分社型分割又は単独新設現物出
資に係る適格要件のうち完全支配関係継続要件について、
その現物分配の直前の時までの関係により判定することとさ
れます。

iii）100%子法人株式の外国法人又は非居住者株主への現物
分配

内国法人である現物分配法人が 100％子法人株式の全
部を分配する現物分配を行い、子法人株式の交付を受けた
外国法人又は非居住者である株主について、分割型分割と
同様に取り扱うための以下の措置が設けられます。

・ 事業譲渡類似の株式等の譲渡益課税について、子法人株
式その他の資産が交付される場合の適用要件の整備が行
われます。

・ 内国法人である現物分配法人の外国法人株主の持株数に
応じて外国子法人株式のみが交付される場合には、旧株

（内国法人である現物分配法人の株式）の譲渡益が法人税
法上の国内源泉所得に該当するものについて課税されま
す。なお、譲渡益課税については、外国法人株主が日本に
有する恒久的施設において旧株を管理する場合には、適用
されません。当該外国法人株主がその交付を受けた外国子
法人株式をその交付の時にその恒久的施設において管理
しなくなったときは、その交付の時に外国法人株主の恒久
的施設と本店等との間の内部取引があったものとして、恒
久的施設帰属所得に係る所得が計算されることになります。

①分割型分割 ②現物分配

対価要件 分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式のみ
が交付されるもの（按分型交付）

現物分配法人の株主の持株数に応じて子法人株式のみが交
付されるもの（按分型交付）

非支配株主の存続要件
分割法人の分割前に他の者による支配関係がなく、分割承
継法人が分割後に継続して他の者による支配関係がないこ
とが見込まれていること

現物分配法人が現物分配前に他の者による支配関係がなく、
子法人が現物分配後に継続して他の者による支配関係がな
いことが見込まれていること。

主要な資産・負債の移転要件 分割法人の分割事業の主要な資産及び負債が分割承継法人
に移転していること －

従業者の継続従事要件 分割法人の分割事業の従業者のおおむね80％以上が分割承
継法人の業務に従事することが見込まれていること

子法人の従業者のおおむね 80％以上がその業務に引き続き
従事することが見込まれていること

事業継続要件 分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き行わ
れることが見込まれていること

子法人の主要な事業が引き続き行われることが見込まれて
いること

特定役員要件 分割法人の役員又は重要な使用人が分割承継法人の特定役
員となることが見込まれていること

子法人の特定役員の全てがその現物分配に伴って退任をす
るものでないこと
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（2）スクイーズアウト関連税制の整備

i）スクイーズアウト関連税制の創設
少数株主が存在する子会社を完全子会社化する手法とし

ては、吸収合併や株式交換の他に全部取得条項付種類株
式、株式併合、株式売渡請求等の方法が活用されていま
す。改正により、全部取得条項付種類株式の端数処理、株
式併合の端数処理及び株式売渡請求による完全子法人化
についても、株式交換と同様に、組織再編税制の一環とし
て位置づけ、下記のようなスクイーズアウト税制の整備が行
われます。

・ 企業グループ内の株式交換等と同様の適格要件を満たさ
ないスクイーズアウトにより、完全子法人となった法人が、
非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時
価評価制度等の対象に含められます。

・ 企業グループ内の株式交換と同様の適格要件を満たすスク
イーズアウトにより、完全子法人となった法人を連結納税
の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価
制度の対象から除外するとともに、その完全子法人となっ
た法人の連結納税の開始等の前に生じた欠損金額がその
個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控
除の対象に加えられます。

ii）スクイーズアウト関連税制の創設に伴う対価要件の見直し
吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関

する要件について見直しが行われます。合併法人又は株式
交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の
発行済株式の 3分の 2以上を有する場合におけるその他の
株主に対して交付する対価を除外して判定されます。即
ち、少数株主に再編対価として株式以外の資産が交付され
た場合も、税制適格の判定に影響を及ぼさないことになり
ます。

iii）スクイーズアウトに係る株主のみなし配当課税の見直し
現行では全部取得条項付種類株式の取得決議反対株主

が取得価格の価格決定申立てをし、発行法人から金銭の交
付をうけた場合にはみなし配当課税が非適用とされていま
す。一方で、全部取得条項付種類株式に係る定めを設ける
旨の定款変更に反対する株主が買取請求を行い、発行法人
から金銭の交付を受けた場合にはみなし配当課税が課され
ます。改正により定款変更に反対する株主からの買取請求
に基づく取得についても、みなし配当が生ずる事由となる自
己の株式の取得が除外されます。なお、買取請求は、株主
がその全部取得条項付種類株式の取得決議に係る取得対
価の割当てに関する事項を知った後に行った場合で、買取
請求をしないとすれば端数となる株式のみの交付を受ける

こととなる場合に行ったものに限られます。

上記の改正は、2017年 10月１日以後に行われる組織再
編成について適用されます。

（3）組織再編税制の適格要件等の見直し

・ 現行の組織再編税制では、企業グループ内の分割型分割
が行われた場合は、分割後に親法人（支配法人）と分割法
人及び分割承継法人との間の支配関係継続の見込みが適
格の要件とされています。改正により、親法人（支配法人）
と分割承継法人との間の支配関係継続の見込みとされ、親
法人（支配法人）と分割法人の支配関係継続の見込みは不
要とされます。

・ 共同事業を行うための合併、分割型分割、株式交換及び株
式移転に係る適格要件のうち株式継続保有要件について、
被合併法人等の発行済株式の 50％超を保有する企業グ
ループ内の株主がその交付を受けた合併法人等の株式の
全部を継続して保有することが見込まれていること（現行：
株主数 50人未満の場合に限り、交付を受けた合併法人等
の株式の全部を継続して保有することが見込まれている株
主の有する被合併法人等の株式の数が発行済株式の80％
以上であること）とする。

・ 当初の組織再編成の後に他の組織再編成が行われること
が見込まれている場合の当初の組織再編成の適格要件に
ついて、所要の見直しが行われます。

上記の改正は、2017年 10月１日以後に行われる組織再
編成について適用されます。

（4）組織再編に係る欠損金の繰越控除制限措置等に係る
見直し

・ 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度
のうち支配関係がある法人間でみなし共同事業要件を満た
さない適格合併等が行われた場合における欠損金の制限
措置及び特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度
について、支配関係発生日の属する事業年度開始の日から
支配関係発生日の前日までの間に生じた特定資産の譲渡
等損失額が制限の対象に加えられます。

・ 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡
等損失額の損金不算入制度について、特定支配関係が生
じた事業年度において一定の事由が生じた場合のその事
業年度開始の日から特定支配関係発生日の前日までの間
に生じた特定資産の譲渡等損失額が損金不算入の対象に
加えられます。

・ 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制
限措置について、他の者による完全支配関係がある法人が
特定支配関係が生じた日以後に解散し、残余財産が確定し
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た場合が制限の対象に加えられます。

（5）その他

非適格株式交換又は非適格株式移転（以下「非適格株式
交換等」）に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制
度及び連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う
資産の時価評価制度では、資産の価額とその帳簿価額との
差額が完全子法人等の資本金等の額の 2分の 1又は 1,000
万円のいずれか少ない金額に満たない場合に、時価評価
対象資産から除外されています。改正により、当該資産時
価評価の対象となる資産から、帳簿価額が 1,000万円未満
の資産が除外されます。

上記の改正は、2017年 10月１日以後に行われる組織再
編成について適用されます。

現行では、事業年度の中途で事業の用に供した営業権以
外の減価償却資産の償却限度額の計算は、月割計算により
行いますが、営業権については5年間の均等償却で行うこと
とされています。改正により、営業権の償却方法について、

取得年度の償却限度額の計算は月割計算を行うこととされ
ます。資産調整勘定及び負債調整勘定の減額についても同
様とされます。

4 中小法人関連 

（1）地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
及び活性化に関する法律」の改正を前提に、青色申告書を
提出する法人が、同法の改正法の施行の日から2019 年 3
月 31日までの間に、その法人の特定承認地域中核事業計
画に係る地域未来投資促進法（仮称）の同意地域中核事業
促進地域（仮称）内において特定地域中核事業施設等を新
設し、又は増設した場合に、その特定地域中核事業施設等
を構成する一定の資産の取得等をして地域中核事業（仮称）
の用に供したときは、資産に係る税制優遇措置（特別償却と
税額控除の選択）が創設されます。法人税の特別償却は法
人住民税及び法人事業税に、税額控除は中小企業者等に
係る法人住民税にも適用されます（図表6）。

対象法人 特定承認地域中核事業計画の認定を受けた青色申告法人

適用対象資産
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の改正法施行日から2019年 3月31日までの間に、特定

地域中核事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等（合計で 2,000万円以上）をして、その
地域中核事業（仮称）の用に供したとき

税制優遇措置 40％（建物・附属設備、構築物は20％）の特別償却と4％（建物・附属設備、構築物は2％）の税額控除（法人税額の20％を上限）の選択適用
（取得価額100億円を限度）

中小企業投資促進税制−通常措置 中小企業投資促進税制−上乗せ措置
（改正後は中小企業経営強化税制）

対象設備

【現行】
機械・装置（1台160万円以上）
器具・備品

電子計算機（複数台計120万円以上）
デジタル複合機（1台120万円以上）
試験又は測定機器（複数台計120万円以上）

測定工具及び検査工具（複数台計120万円以上）
ソフトウェア（複数台計70万円以上）
貨物自動車（車両総重量3.5ｔ以上）
内航船舶

【改正案】
器具・備品を対象から除外

【現行】
通常措置の対象資産のうち、生産性向上設備ないしは収益力強化設
備に該当するもの

【改正案】
対象資産を、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物
附属設備及びソフトウェアで、生産性向上設備ないしは収益力強化設
備に該当するものに拡充

税制優遇措置

資本金3千万円以下 特別償却：30％
税額控除：7％ 資本金3千万円以下 特別償却：即時償却

税額控除：10％

資本金3千万円超1億円以下 特別償却：30％
税額控除：無し 資本金3千万円超1億円以下 特別償却：即時償却

税額控除：7％

図表6

図表7
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（2）中小企業向け設備投資促進税制（中小企業投資促進税
制、特定中小企業者等の経営改善設備取得税制）の拡充

中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上
等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除

（7％）又は特別償却（30％）の適用を認める措置ですが、先
端設備や生産ライン等の改善に資する設備（生産性向上設
備及び収益力強化設備）への投資については、税制優遇の
上乗せ措置（税額控除 10%又は即時償却）が設けられてい
ます。

改正により、上乗せ措置の制度を中小企業経営強化税制
として改組し、全ての器具備品及び建物附属設備を対象とし
て、適用期限が2年延長されます。上乗せ措置以外の中小企
業投資促進税制については、対象資産から器具備品が除外
され、適用期限が2年延長されます（図表7）。 

2013年度税制改正で創設された、特定中小企業者等の
経営改善設備投資促進税制（商業・サービス業・農林水産業
活性化税制）では、商業・サービス業等を営み、青色申告書
を提出する中小企業者等が、2017年3月31日までに経営改
善設備を取得等した場合に、取得価額の30％特別償却又は
7％税額控除を受けることができます。改正により、適用期限
が2年延長されます。

中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、特定中
小企業者等の経営改善設備投資促進税制のそれぞれの税
額控除の合計が法人税額の 20％を上限とする整備が行わ
れます。

（3）中小企業向け租税特別措置の対象の縮減

中小企業向け租税特別措置は、現行では資本金額のみを
基準に適用の有無が判断される仕組みとなっていますが、
売上げや所得金額では大法人と同列に位置する法人も存在
します。改正案では、2019年４月１日以後に開始する事業
年度から、法人税関係及び法人住民税関係の中小企業向け
の各租税特別措置（措置法規定の軽減税率、政策減税等）
について、平均所得金額（前３事業年度の所得金額の平均）
が年 15億円を超える事業年度の適用を停止する措置が講
じられます。法人税法に規定される中小企業特例（法人税法
に規定する軽減税率、欠損金の繰越控除等）の適用につい
ては従前どおりです。

（4）その他

中小企業者等に係る軽減税率の特例（年 800 万円以下
の所得については15％）の適用期限が２年延長されます。

中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画
に基づき、中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係
る固定資産税の課税標準の特例措置（2016年7月1日から
2019年3月31日までに取得した資産に適用）について、地
域・業種の見直しと、その対象資産の拡充が措置されます。

　 

5 国際課税関連

（1）外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）の
総合的見直し

わが国の現行の外国子会社合算税制の仕組みは、2010
年度税制改正により導入された、従前の法人単位の課税（エ
ンティティアプローチ）に資産性所得課税制度を取り入れた
ハイブリッド型（法人単位の課税制度をベースに所得種類に
よる課税を取り込む）といえるものです。2010 年度税制改
正後は、適用除外やトリガー税率に係る改正が行われてき
ました。2017年度税制改正では、BEPS最終報告書の勧告
を踏まえて、現行制度の骨格は維持しつつ、外国子会社の
所得の種類等に応じた合算課税により重心をおいた制度と
する大幅な改正が行われています。

改正案による制度では、合算課税の所得を、①会社単位
の合算制度、②特定の外国関係会社に係る会社単位の合算
課税制度、③一定所得の部分合算課税制度、の 3つに区分
して計算し、納税者の事務負担軽減措置として、①～③の
適用においては、子会社の居住地国の租税負担割合の基準
を設けています。改正後の制度は、外国関係会社の 2018
年4月１日以後に開始する事業年度から適用されます。

i）合算対象とされる外国法人（外国関係会社）の判定方法
現行の制度から以下（図表8）の見直しが行われます。

ii）会社単位の合算課税制度
現行の制度から以下（図表9）の見直しが行われます。

保有割合 外国関係会社の判定上、間接保有割合の判定においては、内国法人等との間に 50％超の株式等の保有を通じた連鎖関係
がある外国法人が有する、判定対象となる外国法人に対する持分割合等に基づいて算定

残余財産の請求権による判定 居住者又は内国法人がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求することができる等の関係がある場合におけるその
外国法人

トリガー税率（租税負担割合基準） 廃止（トリガー税率による判定なし）

図表8
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会社単位の合算課税の
対象となる外国関係会社
の判定

以下の経済活動基準（現行制度の適用除外基準に相当）のうちいずれかを満たさない外国関係会社

① 事業基準
航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうち、本店所在地国における事業の実体要件を満たすものについては、事業
基準を満たすものとする

② 実体基準及び管理支配基準
保険業を営む一定の外国関係会社（「保険委託者」）からその免許の申請等の際に保険業に関する業務を委託するものとして申請
等をされた者で一定の要件を満たす者（「保険受託者」）が実体基準又は管理支配基準を満たしている場合には、その外国関係会社

（保険委託者）は実体基準又は管理支配基準を満たすものとする

③ 所在地国基準
製造業を主たる事業とする外国関係会社のうち、本店所在地国において製造に主体的に関与していると認められるものの所在地国
基準の判定方法について、所要の整備を行う

④ 非関連者基準
（イ）非関連者との間で行う取引対象資産・役務提供が、関連者に移転又は提供されることがあらかじめ定まっている場合には、そ

の非関連者との間の取引は、関連者との間で行われたものとみなす
（ロ）保険委託者と保険受託者の間で行う取引は関連者取引に該当しないものとする
（ハ）航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社については、非関連者基準を適用する

当局の職員が、外国関係会社が経済活動基準を満たすことを明らかにする書類等の提出等を求めた場合に、期限までに提出等が
されないときは、その外国関係会社は経済活動基準を満たさないものと推定される

適用対象金額の計算 適用対象金額から控除する受取配当に係る持分割合要件（25％以上）について、主たる事業が化石燃料採取事業である外国法人に
ついては10％以上とする（租税条約締結国に化石燃料の採取場所を有する外国法人に限る） 

適用免除 外国関係会社の当該事業年度の租税負担割合が20％以上である場合には、会社単位の合算課税の適用を免除

会社単位の合算課税の対
象となる外国関係会社の
判定

①～③のいずれかに該当する外国関係会社

① 次に掲げる要件のいずれも満たさない外国関係会社
（イ）その主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有している（保険業を営む一定の外国関係会社にあっては、

これらを有している場合と同様の状況にある場合を含む）こと
（ロ）その本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている（保険業を営む一定の外国関係会社にあっては、

これらを自ら行っている場合と同様の状況にある場合を含む）こと。

当局の職員が、上記の（イ）又は（ロ）の要件を明らかにする書類等の提出等を求めた場合に、期限までに提出等されないときは、そ
の外国関係会社は（イ）又は（ロ）の要件を満たさないものと推定される

② 総資産の額に対する有価証券、貸付金及び無形固定資産等の合計額の割合が 50％を超える外国関係会社で、総資産の額に対
する部分合算所得（⑪の超過利潤を除く）の合計額の割合（注）が30％を超えるもの

（注）金融子会社等における割合は、金融子会社等に係る部分合算課税対象所得（⑤の超過利潤を除く）による

③ 租税情報の交換に非協力的な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店等を有する外国関係会社

適用対象金額の計算 ii) の会社単位の合算課税制度における適用対象金額の計算と同様とする

適用免除 上記①～③の外国関係会社の当該事業年度の租税負担割合が30％以上である場合には、会社単位の合算課税の適用を免除する

図表9

図表10

iii)	特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度
新たに、以下（図表 10）のような特定の外国関係会社に係

る会社単位の合算課税制度が設けられます。

iv）一定所得の部分合算課税制度
一定所得の部分合算課税制度として、以下（図表 11、12）

の制度が設けられます。

ｖ）財務諸表等の確定申告書への添付要件
以下の外国関係会社については、財務諸表等を確定申告

書に添付することとされます。

① 租税負担割合が20％未満の外国関係会社
② 租税負担割合が 30％未満の外国関係会社（特定の外国関

係会社に係る会社単位の合算課税制度の対象法人のうち、
適用免除とならない法人）

6 消費税関連

（1）仮想通貨に係る課税関係の見直し

資金決済に関する法律の改正により仮想通貨が支払いの
手段として位置づけられること等を踏まえ、資金決済に関す
る法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税が非課

税務／法務
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金融子会社等以外の部分合算課税

部分合算課税の対象所得

①利子
（注）次の利子については、対象から除外
（イ）本店所在地国においてその役員又は使用人が金銭の貸付け等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従

事していること等の要件を満たす外国関係会社が関連者等に対して行う金銭の貸付けによって得る利子
（ロ）上記（イ）の要件を満たす外国関係会社の関連者等である他の外国関係会社が上記（イ）の要件を満たす外国関係会社に対して

行う金銭の貸付けによって得る利子
（ハ）本店所在地国の法令に準拠して貸金業を営む外国関係会社で、本店所在地国においてその役員又は使用人が貸金業を的確に

遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件を満たすものが金銭の貸付けによって得る利子
（ニ）外国関係会社が行う事業に係る業務の通常の過程で得る預金利子

②配当等
（注）持分割合25％以上等の要件を満たす法人から受ける配当等は対象から除外

③有価証券の貸付けの対価

④有価証券の譲渡損益
（注）持分割合25％以上等の要件を満たす法人の株式等に係る譲渡損益については、対象から除外

⑤デリバティブ取引損益
（注）次のデリバティブ取引損益については、対象から除外
（イ）ヘッジ目的で行われることが明らかなデリバティブ取引等に係る損益
（ロ）商品先物取引業を行う外国関係会社で、本店所在地国においてその役員または使用人がこれらの事業を的確に遂行するため

に通常必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件を満たすものが行う事業から生ずる商品先物取引等損益

⑥外国為替差損益
（注）外国関係会社が行う事業の通常の過程で生ずる外国為替差損益については、対象から除外（外国為替相場の変動によって生ず

る差額を得ることを目的とする事業を除く）

⑦上記①から⑥までに掲げる所得を生ずべき資産から生ずるこれらの所得に類する所得
（注）ヘッジ目的で行われることが明らかな取引に係る損益については、対象から除外

⑧有形固定資産の貸付けの対価
（注）次の対価については、対象から除外
（イ）主として本店所在地国において使用に供される有形固定資産等の貸付けによる対価
（ロ）本店所在地国においてその役員又は使用人が有形固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全

てに従事していること等の要件を満たす外国関係会社が行う有形固定資産の貸付けによる対価

⑨無形資産等の使用料
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る使用料については、対象から除外

⑩無形資産等の譲渡損益
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る譲渡損益については、対象から除外

⑪外国関係会社の当該事業年度の利益の額から上記①から⑩までに掲げる所得種類の所得の金額及び所得控除額を控除した残額
に相当する所得

（注）上記の所得控除額は、外国関係会社の総資産の額、減価償却累計額及び人件費の額の合計額に 50％を乗じて計算した金額と
する

部分適用対象金額の計算

当該事業年度の次に掲げる金額の合計額

①利子、配当等、有価証券の貸付の対価、有形固定資産の貸付の対価、無形資産等の使用料、及び上記（部分合算課税の対象所
得）⑪に掲げる所得の金額の合計額

②有価証券の譲渡損益、デリバティブ取引損益、外国為替差損益、無形資産の譲渡損益、上記（部分合算課税の対象所得）⑦に掲げ
る所得の金額の合計額（当該合計額が零を下回る場合には、零）

部分適用対象金額に係る
欠損金の繰越控除

外国関係会社の当該事業年度開始の日前７年以内に開始した各事業年度において生じた上記（部分適用対象金額の計算）②に掲
げる金額が零を下回る部分の金額に相当する金額がある場合には、当該事業年度の上記②に掲げる金額の計算上、控除する

適用免除

①外国関係会社の当該事業年度の租税負担割合が20％以上である場合には、部分合算課税の適用を免除

②部分合算課税に係る少額免除基準のうち金額基準を2,000万円以下（現行：1,000万円以下）に引き上げる

③部分合算課税の少額免除に係る適用要件について、少額免除基準を満たす旨を記載した書面の確定申告書への添付要件及びそ
の適用があることを明らかにする資料等の保存要件を廃止

図表11

税務／法務

税とされます。
上記の改正は 2017年 7月1日以後に国内において事業者

が行う仮想通貨の取引について適用されます。なお、改正前
に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入税
額控除を計算する場合の仕入れ区分は、「課税資産の譲渡等
にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとされます。

事業者が 2017年 6月30日に100万円（税抜き）以上の仮

想通貨（国内において譲り受けたものに限る）を保有する場
合において、同日の仮想通貨の保有数量が2017年6月1日
から2017年 6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数
量の平均保有数量より増加したときは、その増加した部分
の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適
用を認めないこととされます。
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コンサルティング会社、監査法人勤務後、米国留学を経て1996年より現
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7 納税環境整備

（1）届出書等

納税地や本店等所在地の異動に係る届出書（法人税・消
費税の納税地の異動届出書、連結子法人の本店等所在地
の異動届出書）については、改正により異動後の納税地の
所轄税務署長への提出が不要とされます。法人の設立届出
書等について、登記事項証明書の添付が不要とされます。

（2）その他

外国税額控除制度及び研究開発税制等について、その
適用に係る申告要件につき、納税者の立証すべき事項、及
び当初申告の要否が明確化され、要件を満たす場合には税
額控除額を変更できることが明らかにされます。これを受
け、税務署長が増額更正をする場合には連動的に税額控除
額を増加できるものとされます。地方税の外国税額控除制
度、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）及び付加価値
割の所得拡大促進税制等について、地方団体の長が増額
更正をする場合も同様とされます。

金融子会社等※の部分合算課税

部分合算課税の対象所得

①金融子会社等の異常な水準の資本に係る所得

②有形固定資産の貸付けの対価
（注）次の対価については、対象から除外
（イ）主として本店所在地国において使用に供される有形固定資産等の貸付けによる対価
（ロ）本店所在地国においてその役員又は使用人が有形固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全

てに従事していること等の要件を満たす外国関係会社が行う有形固定資産の貸付けによる対価

③無形資産等の使用料
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る使用料については、対象から除外

④無形資産等の譲渡損益
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る譲渡損益については、対象から除外

⑤金融子会社等以外の部分合算課税の⑪の所得

部分適用対象金額の計算

当該事業年度の次に掲げる金額のいずれか大きい金額

①金融子会社等の異常な水準の資本に係る所得

②有形固定資産の貸付けの対価、無形資産等の使用料、無形資産等の譲渡損益（当該金額が零を下回る場合には、零）、上記（部分
合算課税の対象所得）⑤の金額の合計額

部分適用対象金額に係る
欠損金の繰越控除

金融子会社等の当該事業年度開始の日前７年以内に開始した各事業年度において生じた上記④（無形資産等の譲渡損益）の金額
が零を下回る部分の金額に相当する金額がある場合には、当該事業年度の上記④に掲げる所得の金額の計算上、控除する

適用免除 金融子会社等以外の部分合算課税の場合と同じ

※ 金融子会社等とは、本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業または保険業を営む外国関係会社で、本店所在地国においてその役員または使用人がこれらの事業を的確に遂行す
るために通常必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件を満たすものを言う

図表12
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はじめに
　2000年後半の世界的金融危機を踏まえ、欧州委員会は
監査人の役割を見直すため、2010年に公表した討議文書
（いわゆる「グリーンペーパー」）の中で、監査事務所の強制
ローテーションを提案しました。その後、EU加盟国間で議論
を重ねた結果、2014年6月にローテーションを制度化する
EU規則（No.537/2014）が発効となり、2016年6月から適用
が開始しました。これは、従来の同一監査事務所内の監査
責任者の交代ではなく、監査事務所そのものの交代となる
ため、監査人および被監査会社への影響は大きいと言えま
す。
　また、EU規則の適用と時を同じくして、2016年6月には英
国がEUからの離脱を決した国民投票が行われましたが、こ
のブレグジットが監査事務所の強制ローテーションに関する
EU規則にどのように影響するのか関心が寄せられています。

PwCあらた有限責任監査法人
第2製造・流通・サービス部　
ディレクター　五代 英紀

英国における監査事務所の強制ローテーションの
最新動向とブレグジットによる影響

1 EU規則による制度の概要

監査事務所の強制ローテーションは EU規則として EU加
盟国全体に適用される包括的な制度です。その概要は以下
のとおりです。
• 10年ごとに監査事務所を強制的に交代（ただし、EU加盟国

の選択により、10年経過時に競争入札する場合さらに10
年の延長が可能（最長 20年）、あるいは共同監査の場合さ
らに14年の延長が可能（最長24年））

• 合併の場合や競争入札が完了していない場合などの特別
なケース（exceptional circumstances）では、被監査会社の
求めに応じて、2年間の延長が可能（最長12年）

• 対象企業はEU市場の上場企業、金融機関など、EUにおけ
る社会的影響度の高い事業体（PIE：Public Interest Entity）

• 2016年6月から適用開始。ただし、経過措置として移行期
間経過後、最短で2020年から強制ローテーションが開始

（監査人の過去の関与年数により開始時期が異なる）
• その他、非監査サービスの同時提供禁止の厳格化や非監

査サービスの報酬上限（グループ監査報酬の70％を限度）
などが定められている
なお、ローテーションの年数（周期）や同時提供禁止の非

監査サービスの対象などの細部については、EU加盟国に選
択肢が認められており、EU加盟国間で運用が異なるため、

図表1

EU規則 英国競争・市場局 規則 英国コーポレートガバナンス・コード

適用開始時期 2016年6月17日 2015年１月 2012年ガバナンス・コード

分類 ローテーション（原則10年）
→強制

入札（10年）
→強制

入札（10年）
→Comply or Explain

対象会社 EU PIE FTSE 350※1 FTSE 350※1

適用時期の
経過措置

［監査関与期間※2］
20年超：2020年に最初のローテーション
11年～19年：2023年に最初のローテーション
11年未満：複数の選択肢が与えられている

［監査関与期間※2］
20年超：2020年に最初の入札
11年～19年：2023年に最初の入札
11年未満：2016年 6月から起算して10年以
内（2026年）に最初の入札

2000 年以降の入札の有無に応じて入札の
タイミングを決める（英国財務報告評議会

（FRC）の助言）
→英国競争・市場局 規則の発効によりこの
助言は取り下げ（2015年）

※1 ロンドン証券取引所株式指数（上位350銘柄）
※2 2014年6月14日（制度成立日）から起算して、過去の監査関与年数を算定

海外
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海外

各国の状況を確認する必要があります。

2 英国の状況

英国では監査事務所のローテーションの導入のほかに、
監査事務所の入札による選定が求められています。このた
め、英国では、監査人変更について図表 1のとおり、３つの
異なるルールが並存した複雑な構造となっています。

このように、英国における監査事務所のローテーションお
よび入札（テンダー）による選定は、移行期間を経て最短で
2020年から義務化されます（現在は英国コーポレートガバ
ナンス・コードに基づき入札が推奨されており、入札を行わ
ない場合には理由の表明（Explain）が求められている）。以
後、10年ごとの入札の結果、現任監査人が再任されればさ
らに 10年の任期延長が可能となり（最長任期は 20年）、ま
た共同監査の場合にはさらに14年の任期延長が可能となり
ます（最長任期は24年）。

このように、ローテーションおよび入札の義務化は少し先
となりますが、英国においては、近年、自社のコーポレート
ガバナンス強化の一環として、過去長期間にわたり監査人
変更を行っていなかった大手企業における、入札による監
査人変更（英国コーポレートガバナンス・コードに基づく自
主的な入札による監査人変更）が増えています。これは、将
来の義務化の流れを先取りした動きとも考えられます。

最近の英国上場企業の監査人変更例※

変更年 企業名 業種 旧監査人 新監査人

2016年 Schroders 資産運用 PwC EY

2015年 HSBC 銀行 KPMG PwC

2014年 Vodafone 通信 Deloitte PwC

2014年 Unilever 消費財 PwC KPMG

2014年 Royal Dutch Shell エネルギー PwC EY

※ PwCが関与した監査人変更例のみ掲載

3 ブレグジットが監査人ローテーションに
及ぼす影響

EU規則である監査事務所の強制ローテーションはブレグ
ジットによってどのような影響を受けることになるでしょうか。

英国は、EU加盟国として多岐にわたる EU規則の適用を
受けてきましたが、EU離脱に伴い基本的に EU規則の適用
を受けなくなります。その代わりに、英国は EU規則と同等
の内容とするか、変更するかなどを判断の上、英国法として
自国の法律に置き換えることになります。EU規制の英国法
への置き換えは、今後の英国とEUとの離脱交渉によってそ
の方向性が決まると考えられますが、すでに英国の社会・経

済に広く浸透しているEU規制について、これら全てをゼロ
ベースで法制化することは現実的ではないため、離脱に向
けた時間軸や社会・経済への影響度、作業負担等を考慮し
て決めていくことになると考えられます。

EU規則である監査事務所の強制ローテーションについ
て、ブレグジットによりどのような影響を受けることになる
か、現段階で正式な見解は表明されていません。しかしなが
ら、少なくとも短期的・中期的には、監査人ローテーション
はブレグジットによる影響を受けることはないというのが英
国での大方の見方です。英国では、監査人ローテーションを
含む監査の制度変革を自国のフレームワークとして確立し
ていますが（上述「 2 英国の状況」参照）、英国財務報告評
議会（FRC）は、このフレームワークを変えることはないこと
を確認しています。なお、長期的には英国の監査制度のフ
レームワークが変わる可能性もあり得ますが、その場合で
あっても、EU域内の証券市場へのアクセスを維持するため、
EU規則の取り決めはできるだけ残すことになると予想され
ます※3。

4 日本企業への影響

監査事務所のローテーションはEU市場への上場企業など
の会社（PIE）に適用されるため、日本企業への影響は限定
的と考えられます※ 4。また、現在のところ、日本において、
監査事務所のローテーションを導入するルールはありませ
ん。しかしながら、金融庁主催の「会計監査の在り方に関す
る懇談会」※ 5にて、日本における監査事務所のローテーショ
ンの導入の可能性について議論されており、今後の欧州で
の制度運営の動向が将来のわが国の監査制度に影響を与
える可能性があるため、その動向には注意が必要です。

※3 「Accountancy Age」-The impact of Brexit on EU audit reform-Written by Gilly Lord, 
head of audit strategy and transformation, PwC 08 July 2016

※4 EU加盟国に所在し、かつ、EUの規制市場に上場（株式のほか社債を含む）している会社
等がPIEとなりローテーションの対象となる。実際にPIEに該当する在英日本企業は数社
に限定される。

※5 今後の会計監査の在り方について、経済界、学者、会計士、アナリストなど関係各界の
有識者からの提言を得るための会合。全4回開催（2015年10月6日（第1回）、2015年11
月20日（第2回）、2016年1月27日（第3回）、2016年3月8日（第4回））

五代 英紀 （ごだい ひでき）

PwCあらた有限責任監査法人
第2製造・流通・サービス部 ディレクター
国内外のグローバル企業の監査統括業務を長年担当。US基準、IFRS基準
の会計アドバイザリー業務、内部統制導入支援、株式上場支援等の各種
アドバイザリー業務に従事。2014年から2016年までPwC英国に駐在し、
日系企業の監査、会計サポートを含む、現地ジャパンデスクの主要窓口と
して日系企業の英国ビジネスをサポート。日本帰任後はBrexit Advisory 
Teamに参画。
メールアドレス：hideki.godai@pwc.com
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PwC’s View編集部

公認会計士 トピックス
第3回 魅力ある職業へ

～公認会計士の人材確保への取り組み

1 公認会計士の志望者を取り巻く状況

2016 年 11月に公認会計士試験の論文試験の合格者発
表が行われましたが、第 1回、第 2回の短答式試験、そして
論文式試験を経てたどり着いた 2016年度の試験の最終的
な合格者は 1,108人、それに対する願書提出者は 10,256
人で、合格率は10.8％の狭き門です。

論文試験合格者は実務補習の修了、業務補助経験を経て、
晴れて公認会計士登録することになりますが、ここ数年は公
認会計士市場も売り手市場といわれ、主な就職先となる監査
法人はあの手この手で、合格者の勧誘に余念がありません。

一方で、志望者数（出願者数）は2010年をピークに、最近
まで減少が続いていました。これには、2006年以降の試験
制度の改革で合格者を大幅に増やした結果、監査法人へ就
職できない人があふれた影響が出ていると指摘されていま
す。また、企業の会計不祥事が相次ぎ、公認会計士への風
当たりが強くなっていることも背景にあると見られています。

さらに合格者の大都市への偏在も指摘されています。

はじめに
　第3回となる今号では、公認会計士の人材確保の取り組
みをご紹介します。試験制度改革や景気動向などにより、公
認会計士の志望者数や合格者数は変動してきましたが、企
業のグローバル化や公認会計士業務の多様化を踏まえ、有
望な人材の確保が喫緊の課題となっています。JICPAも若
い世代や女性などより幅広い層からの人材登用を目指し、
多方面でプロフェッショナルとして活躍できる職業としての
魅力をPRしています。
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図表1：公認会計士試験　出願者数と合格率の推移

出所：金融庁

その他
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その他

2015年 12月31日現在の会員数（準会員を含む）で見ると、
東京だけで22,000人と公認会計士全体の 6割以上を占め、
東海、近畿の三大都市圏も含めるとほぼ 9 割近くになりま
す。また、女性が論文試験合格者に占める割合も20％弱
と、弁護士など他の資格職に比べると相対的に低いまま、伸
び悩んでいます。

2 試験制度改革と志望者の伸び悩み

公認会計士の資格は、監査業務を実施することができる
唯一の国家資格です。公認会計士の人数（日本公認会計士
協会（JICPA）の個人会員数）は 2000年頃まで、なだらかに
増えてきましたが、2005年頃から、内部統制監査や四半期
決算のレビュー制度の導入などの制度対応、その後の国際
財務報告基準の導入議論の高まりなどから急速に需要が増
大し、公認会計士の人材不足が指摘される状況となりまし
た。これに対応して、2006年より、合格者の質を下げること
なく、社会人を含めた多様な人材が受験しやすくすることで
受験者数を増やし、その結果合格者を増加させることを目
的として、試験制度が改革されました。

具体的には、公認会計士の受験資格（旧試験では、2次試
験で 4 年生大学の教養課程を修了していることが第 2 次試
験の受験資格となっていた）が撤廃され、また旧制度におけ
る7科目の合計点のみで合否を判定する制度から、科目別
に合格科目を積み上げることのできる制度に変更されまし
た。このような試験制度改革により受験者数が増加し、ま
た、新たに導入された内部統制監査制度などへの対応ニー
ズから一時的に合格率が引き上げられた結果、試験合格者
は急速に増加しました。新試験制度への移行前の合格者
は、年によりますが 600人から1,200人程度（合格率は 6％
から8％）であったのが、2006年以降の合格者は 3,000人
から4,000人へと一気に増加し、合格率も20％近くまで上
昇しました。改革により、合格者の中には、一度社会に出て
から勉強し直したビジネスパーソンや、何度目かの挑戦で
合格した主婦など、多様な人材も加わり、人材登用の裾野
は一時的に拡大し、試験制度改革は成功したかに見えまし
た。しかしながら、内部統制監査対応の一巡化と、リーマン
ショックによる急激な景気の冷え込みなどを背景に、監査法
人の求人数は激減、その結果試験に合格しながら監査法人
に就職できない就職難民を多く生み出し社会問題にもなり
ました。この時期に公認会計士の就職難のイメージが広
がったことも事実です。

その結果、志願者数は2010年度をピークに減少に転じま
したが、さらに合格者の質の低下を避けるため、合格者数
が 2009年から10％前後に絞られたこともあって、ますます

志願者が減る状況になりました。
近年は相次ぐ会計不祥事で監査業界への批判が高まった

ことや、人材不足に悩む監査法人の若手職員の労働環境の
悪化が指摘されるなどにより、公認会計士試験の志願者数
は低迷が続いています。

3 JICPAの課題認識と最近の取り組み

「市場の番人」である公認会計士の仕事は、会計・監査の
プロフェッショナルとして応用範囲が広く、本来は経済社会
のあらゆるシーンで力を発揮できるものです。医療法人や
社会福祉法人への会計監査の義務化など、公認会計士の活
躍するフィールドが広がる一方で、志願者数が増えていか
ない現状に危機感をもった JICPAは、将来有望な若い人た
ちに公認会計士の門戸をたたいてもらうべく、仕事の魅力の
PRに乗り出しています。

具体的には、グローバルな世界での活躍を目指す若い世
代に対して、積極的に国際会計人材の必要性・魅力を説く
RP冊子の作成、大学などの教育機関への PR活動、公認会
計士という職業を広く知らしめるための TVコマーシャルの
作成、放映、すでに国際的なステージで活躍している公認
会計士のホームページ上での紹介なども行っています。さら
には、中高生を対象に公認会計士の社会的役割や監査の重
要性を伝える職業紹介アニメやスマートフォン用のアプリを
作成するなどの取り組みを行っています。

男女の構成の観点で見ると、公認会計士の女性会員の割
合は、諸外国、他の士業と比較して低い水準にあるため、
JICPAは女性の公認会計士のための活躍推進プロジェクト
チームを作り、その検討結果に基づき、ライフステージの変
化に応じてより多くの優秀な女性が生涯を通じて活躍し続け
ることを支援する「女性活躍促進協議会」という組織を立ち
上げています。

公認会計士の活躍の場という観点で見ると、現状は、大
半が監査法人や会計事務所などに勤務している状況です。
企業の中で公認会計士としてのスキルを発揮して社会に貢
献していく機会の増加が、公認会計士の活躍のステージを
広げる可能性の一つであるとの認識から、JICPAでは「組織
内会計士」としての公認会計士の活動を推奨する活動も併
せて行っています。

こうした努力もあって、2016年の公認会計士試験では久
しぶりに志願者数が増加し、女性の合格者に占める割合も
21.3％と過去最高になりました。JICPAでは、多様化しつつ
ある公認会計士業務の実情に合わせ、今後も新しいスキル
や多様な能力をもつ人材の登用を目指し、人材確保と定着
の取り組みを進めていく考えです。
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“Inform” へようこそ

IFRSに関するPwCの総合情報サイト
http://inform.pwc.com

Informの詳細はPwC's View第4号48、49ページを参照ください

My	bookshelfに追加したいコンテンツ
	 	をクリック（*有料会員限定機能）

Informの便利機能Bookshelfを紹介します。
●	 Inform上の全てのコンテンツを、種類ごとに一覧で表示しているページです。
●	有料会員の方は＋ Add to my bookshelfのボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、
Home画面の右下のMy	bookshelfにコンテンツを追加できます（最大5つまで）。よく使うコンテン
ツを追加することで、Home画面から直接コンテンツにアクセスでき、非常に便利です。

❷

　『Bookshelf』をクリック
❶
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PwCネットワークの一員として戦略コンサルティングサービスを提供するStrategy&は、書籍Strategy	That	Worksを2016年
にグローバルで発行しました。本書はStrategy&がかねてより、その解を追求してきたテーマ、「企業がどのようにすれば競争
優位を実現できるのか」、具体的には、戦略と実行の間に生じるギャップはどこから来るのかという問題に関する研究の最新版
です。Strategy&では、その前身である世界で最も古い戦略コンサルティングファームであるブーズ・アンド・カンパニーの時
代から、実行される戦略、利益に結びつく戦略立案および支援を、「Sleeves	rolled	up」（腕まくりして）という標語の下で実践
してきました。2014年のPwCネットワーク入りも、戦略と実行に連続性をもたせるという視点に立って行われたものです。この
たび日本語版『なぜ良い戦略が利益に結びつかないのか－高収益企業になるための5つの実践法』が発行されました。その
内容の紹介とともに、日本企業への意味合いについてご紹介します。

なぜ良い戦略が
利益に結びつかないのか
─高収益企業になるための5つの実践法

書　名 ： なぜ良い戦略が利益に結びつかないのか
  －高収益企業になるための5つの実践法
出版社 ： ダイヤモンド社
定　価 ： 2,000円（税抜き）
訳 ： PwC Strategy&
仕　様 ： 四六判／ハードカバー／ 344ページ
発行日 ： 2016年12月8日

最新刊

戦略と実行のギャップを克服する第1章

自社の独自性を貫く第2章

戦略を日常業務に落とし込む第3章

自社の組織文化を活用する第4章

成長力を捻出するために
コストを削減する第5章

将来像を自ら作り出す第6章

大胆に、恐れずに第7章
企業の戦略と実行との間に大きなギャップが生じがちであると
いう問題意識から、高収益企業をケイパビリティという点から
分析し、これらの企業において共通に有効であった5つの行動
様式を紹介する内容となっております。 

書籍紹介
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書籍紹介

Strategy 高収益企業になるための

5

│1│自社の独自性を貫く

│2│戦略を日常業務に落とし込む

Strategy&ではかねてから戦略と実行のギャップの克服
を研究してきました。本書籍において著者らは前著 The 
Essential Advantageにおいてその問題を解くカギは企業
が幾つかのフォーカスされた事業領域において自社の価値
提供や商品・サービスのラインアップと、整合した固有のケ
イパビリティを保有していることと論じました。ただし、その
ような固有ケイパビリティのシステムを各社がどのように設
計・構築・展開してきたかについては扱われていませんで
した。その点について行動様式という観点からあらためて研
究したものが今回出版した本書です。これらの行動様式を
備えることで、良い戦略が利益を生む確度を飛躍的に高め
ることができるのです。

成功した会社の事例研究からベストプラクティスを抽出
する帰納法的アプローチを採る研究はこれまでも多くのコ
ンサルタントやコンサルティングファームから出版されてき
ました。本書の特徴として著者らは、コンサルタントの仮説

著者らは独自性＝アイデンティティの課題を冒頭に語りま

す。著者らはアイデンティティを価値提供、独自のケイパビ

リティ体系、製品／サービスポートフォリオと定義し、社員が

一丸となって一貫性を維持して急速に変化する世界の中を

進むことを説きます。近年の多くの日本企業における課題

は、ここに多く存在するのではないでしょうか。本業事業の

周辺領域へにじみ出るように多角化を行い、あたかも増築に

増築を重ねた温泉旅館かのごとく事業ポートフォリオを増や

した結果、自分たちがもはや何者かを見失っている状態にあ

る企業は多くあります。独自性・アイデンティティまでいかな

くとも、顧客への提供価値を再考する必要は大いに存在する

でしょう。

ここでは全力を注いで日常業務を通じて築き上げる必要の

あるケイパビリティについて語られます。重要なことは組織や

予算編成の枠組みを横断したレベルで必要なケイパビリティ

を定義し、その重要度の優先順位をつけることにあります。ま

た、結果として単一のケイパビリティに依存するのではなく、

複数の重要ケイパビリティの組み合わせとして差別化された

ケイパビリティシステムが構築されるべきです。この文脈に

おいて、日本企業は「ものづくり」を頼るべきケイパビリティと

して強調することが多いですが、それ一つで戦うことは難しい

と認識する必要があります。

先行とならないようMITの教授らと共同で成功企業の事例
抽出と調査を実施しました。その企業の選択にあたって、
地域や産業に関する多様性を考慮しつつ選ばれたものが
本書で紹介する数々の企業です。残念ながら日本企業は含
まれておらず、日本人からすると一見なじみのない会社も
多く含まれているかもしれませんが、いずれも著名なグ
ローバルカンパニーであり、書籍でご紹介するエピソード
の一つ一つは興味深いものですので、ご一読いただければ
幸いです。

こうした並はずれて優れたケイパビリティを有する企業の
調査から、持続的な成功をもたらしやすくする戦略のための
アプローチとして、従来の枠にとらわれない 5つの行動様式
が明らかになりました（図表 1）。ここで著者らが提唱するこ
の 5つの行動様式を日本企業へのコメントとともに簡単に紹
介します。

5つの行動様式

That Works
つの
実践法
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│3│自社の組織文化を活用する

│4│成長力を捻出するためコストを削減する

│5│将来像を自ら作り出す

一般には容易には変えがたい組織文化について、成功企業

は最大の資産と見なして、うまく活用しています。社員が自社

に対し強い誇りをもち、他社がまねすることが難しい集団的

な達成感を醸成しています。従来の日本企業では、昭和の高

度成長期での事業モデルに最適化された新卒採用・終身雇

用の均一な人材からなる色濃い組織文化が強みでもありまし

たが、今日の事業環境変化の中ではこの組織文化が変化に抗

う方向に働いてしまっています。本書の文脈で言うと、組織文

化は容易には変えられないものであるため、現状をどう生か

すかという視点での工夫が重要となります。

ここで著者らは、コスト削減の際に「ぜい肉は落としながら

筋肉は残す」だけでなく、同時に減らしたコストで筋肉を強く

するための方法論について語っています。これらの企業はコス

ト管理を戦略と切り離して扱うことはせず、コスト管理自体を

アイデンティティや方向性について重大な選択を行う手段とし

て活用しています。また、一律のコスト削減を行うことはなく、

戦略的優先分野への投資を増大させるような方法を見いだし

ています。日本企業で誤解されがちなのは、選択と集中の概

念です。本来、選択と集中とは、非注力領域のコストや投資を

徹底的に削減しながら伸びる事業領域に資源を集中投資する

ことが目的ですが、現実の日本企業においてはコスト削減の

ための単なる掛け声となっている場合が多いのです。

調査企業の多くは、自社のケイパビリティをより広範にわた

る課題の克服やより高い目標の達成のために適用し、顧客の

ニーズ・ウォンツに応え、結果として業界をリードしたいとい

う高い志・願望をもっているのが特徴であるということが語ら

れています。ここで重要なのは、自社のケイパビリティシステ

ムの進化の方向について、単に追従するのではなく創造する

ことにあり、行動様式1の独自性とセットで考えられることで

す。この分野は米国をはじめとする海外企業の独壇場のよう

にも思いますが、当然ながら日本企業でも革新的な将来像を

作り出しリードしている企業は存在します。

従来型の通念 従来型の通念がもたらす残念な結果 従来型とは異なる代替的な行動様式

成長へのフォーカス
成長を目指すも空回り
勝ち目がないのに複数の市場機会を追いかける

自社の独自性を貫く
得意な分野を明確化し、差別化により成長を達成する

機能面でのエクセレンスの追求
全分野で世界レベルを目指すが、
何も極められない
外部ベンチマークに近づけば成功できると考える

戦略を日常業務に落とし込む
複数の機能にまたがってケイパビリティを連携させ、
戦略的意図を実現させる

組織再編による変革の推進
組織再編を何度も繰り返す
行動を変革するにはいたらず、リストラだけに頼る

自社の組織文化を活用する
組織文化の強みを強調し、活用する

リーン化
一律にコスト削減を実施する
重要なケイパビリティ向けの資金が絞られ、
重要性の低い事業や機能へは必要以上に投資される

成長力を捻出するためにコストを削減する
重要性の低い分野は「間引き」して、
重要分野への投資資金を増やす

機敏さと対応力の強化
市場変化に受動的に対応しつづける

「よく耳を澄まして、迅速に行動すれば生き残れる」
という間違った方針へと転換する

将来像を自ら作り出す
自社のケイパビリティを再定義し、需要を創出し、
自社に有利な形で業界構造を再編する

図表1 : 従来型の枠にとらわれない5つの行動様式

出所：Strategy That Works
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このような海外事例についてしばしば耳にするのは、海外
と日本では内外の経営環境も会社の動かし方も異なり参考
にならないという次のようなコメントです。
「加速・減速を繰り返しながらも人口増加とともに成長を

続ける海外市場に対して、日本は縮小する一方です。本書
で扱われているようなグローバル市場でのチャンピオン企
業は、果たしてグローバル化の周回遅れにいる日本企業
や、国内市場をベースとせざるをえないサービス企業に対
しどの程度の示唆をもちうるのでしょうか？」
「会社運営においても欧米企業が事業戦略をトップダウ

ン・ポートフォリオとして捉えることが多いのに対し、日本企
業はコンセンサス重視・既存事業周辺の自力成長に頼りが
ちなケースが多く、行動様式も異なってしかるべきではない
だろうか？」

これらは正当な指摘である一方、日本企業を取り巻く経
営環境は海外 vs国内、トップダウン vsボトムアップという単
純な対比だけでは整理されなくなってきていることも事実で
す。グローバル化による外需獲得の重要性はもとより、国内
においてもIoTをはじめとするテクノロジーの進化による業
界間の垣根の消失・イノベーションへの対応、多様性ある
人材活用など、これまでの事業展開の行動様式を進化させ
る必要に迫られている状況にあります。「本業」の市場が急
速に減少し、そもそも自らの存在価値に危機感を有する大
企業も多く出始めています。ここで問われているのは自分た
ちの独自性は何か？ どのような将来像を目指し、そのため
にどのようなケイパビリティ、組織文化に投資すべきか？ と
いうことであり、それはまさに本書の行動様式で挙げられた
5項目を再考すべきということではないでしょうか？

例として日本企業のグローバル化を考えてみます。よくあ
りがちなパターンとしては、参入国の市場・競争環境の分
析に基づいて提携する相手を特定しM&Aや JV組成を行う
ものの、その後の事業運営において本社・海外支社の求心
力・遠心力のバランス、有望現地人材の採用・育成、海外
事業の管理方法（KPI管理）、カルチャーについての課題が
噴出し身動きが取れなくなるというパターンです。これもま
た単に海外での M&Aや JVが不慣れという問題ではなく、
問われているのは日本国内の本社による全社経営の考え方
であり、ここでもやはり本書で紹介する5つの項目をどうす
るかに立ち返るべきでしょう。

著者らはこれら5つの行動様式を選択的にではなく、包括
的に高めることの重要性を説いていますが、とはいえ、まず
日本企業として着手すべきものは何でしょうか。「いったい
自社は何者で、どこを目指しているのか？」をすでに見失っ

ているがゆえに、おそらく行動様式 1の独自性や行動様式 5
の将来像を描く、という項目が重要となってきます。もちろ
んこれは言うは易しであり、独自性をどのように見つける
か？ 将来像をどう作り出すか？ については一様に容易に結
論づけることはできないものの、社史を紐解きつつもはや
見失ってしまった自分探しを行うよりは、行動様式 5の新た
な将来を描くことで行動様式 1の独自性を再定義するという
方向が求められるのではないでしょうか。

提示されている 5つの行動様式の中には、アイデンティ
ティや文化への着目があることから、自社の伝統や歴史や
文化といった、ともすればかつての「古き良き日本企業」的
な側面も垣間見られ、ある種の意外性をもって受け取られ
る読者諸兄もおられることと思います。しかしながら、成功
企業についての地道な調査によって明らかとなってきたの
は、自社の顧客に対する敬意や思いやりであり、顧客ニー
ズに対する徹底的な探究・追求を行う姿勢であり、顧客やビ
ジネスパートナーの声に耳を傾ける組織としての謙虚さだっ
たのです。また、これが自らが進むべき道と見極めたなら、
その実現に向け自社に課す変革の重要性を社員に説明し、
実現しようとするリーダーとしての熱意であり勇気でもありま
した。ここには「一律何％カット」などという説明する手間も
ないような粗雑なコミュニケーションは存在しないのです。

人間が生活習慣を変えてもすぐに大成しないのと同様に、
本書の 5つの行動様式の実行が成功を保証するわけでは当
然ない上、各社によりとるべき細かな打ち手は高度にカスタ
マイズされる必要があり、本書で紹介されている事例をその
まま実施すれば良いわけではありません。

しかしながら、これら海外事例の当事者たちが日々悩み苦
しみながら何とか道半ばの形を作ってきたこれら事例が、皆
さまのアイデアの触発として何らかご活用いただけるのであ
れば幸いです。

日本企業が取り組むべきこと

瓜生田 義貴 （うりうだ よしたか）

PwCコンサルティング合同会社
ストラテジーコンサルティング（Strategy&）
ディレクター
国内外のクライアントへの成長戦略、海外戦略、中期経営計画などの立案
を海外オフィスメンバーと共に数多く支援している。近年は特に石油・ガ
ス・電力のアップストリーム～ダウンストリーム事業および関連機器・サー
ビスの領域に積極的に従事。
メールアドレス：yoshitaka.uriuda@pwc.com
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2009年2月の初版刊行から改訂を重ねてきました本書も、今回で第9版となりました。このたびの改訂にあたっては、連結計算
書類の開示例を充実させるべく、構成の見直しを行いました。これまで財務諸表や注記表の解説等は個別計算書類を主体とし
ていました。今回の改訂においては、第3章「貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書」、第4章「注記表」、第5章「附属
明細書」の3つの章に再編成し、それぞれの章で連結計算書類と個別計算書類の両方を取り扱っています。また、国際財務報
告基準（IFRS）の任意適用企業が増加する中、IFRS等を任意適用する企業の開示実務についても第3章第５節「IFRS等適用会
社の連結計算書類」において解説しています。さらに、会社法計算書類の実務に関連する最近の会計基準等の動きについて、
改正の概要とその影響を本書冒頭の特別トピックで解説しています。

会社法計算書類の実務（第9版）
─作成・開示の総合解説─
●	構成の見直しで、使い勝手がアップした最新版
●	連結計算書類の開示例がさらに充実

書　名 ： 会社法計算書類の実務（第9版）
  ─作成・開示の総合解説─
出版社 ： 中央経済社
編　者 ： PwCあらた有限責任監査法人
定　価 ： 5,500円（税抜き）
発行月 ： 2017年2月

最新版

会社法開示制度第1章

最近公表された新会計基準等特別
トピック

事業報告第2章

貸借対照表・損益計算書・
株主資本等変動計算書第3章

注記表第4章

附属明細書第5章

臨時計算書類第6章

純資産の部および
配当可能利益の計算第7章

監査報告書第8章

株主総会招集通知および公告第9章
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なぜ良い戦略が
利益に結びつかないのか
─高収益企業になるための5つの実践法

（2016年12月8日）
優れた企業は、従来型の常識とは異なる行動
様式をとり、あらゆる活動において戦略と実行
が自然と結びついています。自社を差別化す
るケイパビリティを経営の核に据え、独自の価
値を顧客に提供する高収益企業を分析して判
明した5つの実践法をご紹介します。

（ダイヤモンド社／ PwC Strategy&訳）

経営監査へのアプローチ
～企業価値向上のための総合的内部監査
　10の視点

（2016年12月26日）
本書は、従来の伝統的な内部監査の在り方に、
どのようなイノベーションを巻き起こし、どのよ
うに考え、どのように行動すれば、経営者や社
内外のステークホルダーの期待により一層応え
るようになるのかを考察します。これらの課題
解決につながるヒントを、10の切り口からご紹
介しています。

（清文社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

実務入門 IFRSの新リース会計
（2016年4月27日）

本書では、IFRS第16号「リース」を実務におい
て実際に適用する場面で想定される論点や、
実務における影響についても解説しています。
また、米国会計基準におけるリース会計の新
基準（Topic 842）についての概要を紹介する
他、IFRS第16号との主要な差異についても解
説しています。

（中央経済社／ PwCあらた監査法人編）

投資ストラクチャーの税務　
（八訂版）
（2016年2月25日）

投資ストラクチャーに関する税務上の取り扱い
を網羅した本書は2004年に初版を発行してお
り、本書はその八訂版となります。想定される
ファンド組成にかかわるストラクチャーを網羅
的に解説し、基本的考え方から実務上の留意
点まで収録しています。

（税務経理協会／ PwC税理士法人編）

退職給付会計の実務マニュアル
─基本・応用・IFRS対応

（2016年3月16日）
本書は「退職給付に関する会計基準」および同
適用指針に沿って基本的な会計処理や他の制
度への移行について解説する他、専門的な分
野である退職給付債務の計算や税務上の取り
扱い、内部統制についても解説しています。ま
た、IFRS対応として、IAS第19号「従業員給付」
に基づく退職後給付会計について解説し、日
本基準との違いやIFRS移行時の検討ポイント
にも触れています。

（中央経済社／ PwCあらた監査法人編）

 IFRS 「収益認識」
プラクティス・ガイド

（2016年12月14日）
本書は、昨年11月に第一法規㈱から出版した

「IFRS解説シリーズⅤ　 収益認識」に最新情
報を織り込んだ改訂版です。IFRS第15号「顧
客との契約から生じる収益」の概要、適用上の
諸問題および表示・開示等について、ケースス
タディーによる実務解説をしています。

（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

繰延税金資産の会計実務
─回収可能性適用指針からIFRSまで

（2016年4月22日）
本書は、主に「繰延税金資産の回収可能性に
関する適用指針」（適用指針）、連結および組
織再編の税効果、IAS第12号「法人所得税」を
取り上げて解説しています。また、ケーススタ
ディーにより日本基準およびIFRSにおける会
計基準間の差異を説明しています。2016年3
月の適用指針の改正、2016年3月公表の「税
効果に適用する税率に関する適用指針」までカ
バーしています。

（中央経済社／ PwCあらた監査法人編）

国際資産税ガイド
─国外財産・海外移住・国際相続を
　めぐる税務─（二訂版）

（2015年12月29日）
本書は、個人が国外財産を保有・運用すること
で生じる所得税、あるいはその相続・贈与にか
かるクロスボーダーな課税関係、また海外移
住やキャピタルフライトなどに伴う諸問題につ
いて、事例Q&A等を用いて分かりやすく解説
いたします。

（大蔵財務協会／ PwC税理士法人編）
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PwC Japanグループ調査／レポートのご案内
PwCでは、会計、税務、経営に関連するさまざまな調査レポートおよび海外拠点からの各種出版物を発行しています。
ここでは、その一部をご紹介します。

企業の未来とCDO
─最高デジタル責任者の５つの類型

（2016年9月）
企業がデジタル、さらに未来から取り残されるこ
とのないよう行動を起こす中、変革を実現する
リーダーが必要とされています。最高デジタル
責任者（CDO）がそのリーダーであるというケー
スが増えており、企業が適切な CDOを見つける
ために、本レポートでは進歩的思考型、創造的
破壊型、カスタマー志向型、革新的テクノロジス
ト型、ユニバーサリスト型というCDOの 5つの類
型をご紹介します。

デジタルM&Aにおける
プロポーズ

（2016年9月）
これまでデジタルと無縁だった多くの企業が、熱
心に市場に参入してきています。しかし、それに
より、従来型企業はこれまでにない課題にも直
面しています。デジタル M&Aを成功に導くには、
企業のリーダーは、適切な投資案件を選択する
だけでなく、買収を通じて実際に収益を上げて
いく方法も模索していく必要があるのです。

（2017年1月10日現在）

財務報告が全てではない
─投資家が語るESG投資の趨勢

（2016年11月）
PwCが IIRCと共同して実施した機関投資家に対
するインタビューであり、投資意思決定に際して
検討すべき要因が従来の財務情報からESG情報
に広がりを見せていることが読み取れます。

リスクカルチャーの醸成
─リスクカルチャーとコンダクトリスク管理─

（2016年11月）
本 稿 は 、コードオブコンダクト、リスクカ ル
チャー醸成の必要性および醸成に必要な要素を
解説しています。昨今対応の必要性が高まって
いるコンダクトリスクの概要およびその管理手段
としてのリスクカルチャー醸成について提言しま
す。

変わりゆく銀行業の姿
（2016年11月）

金融機関に対する規制や経営環境がますます複
雑になるなかで、規制当局は銀行の監査委員会
に対してこれまで以上に多くのことを期待してい
ます。本冊子では、監査委員会が果たすべき役
割について考察しています。

2016年度コンプライアンス調査
（2016年11月）

PwCの第 6回年次コンプライアンス調査（State 
of Compliance Survey 2016年度調査）では、グ
ローバル全体で約 800社にご協力いただき、各
社からの回答結果を基にレポートを作成してい
ます。本レポートは、倫理・コンプライアンス・
プログラムのさらなる高度化へ向けた指針を示
すことを目指しています。

REVIEW OF INVESTOR 
REPORTING TRENDS 
ASIA-PACIFIC 2016［英語］ 

（2016年12月）
PwCとアジア非上場不動産投資家協会

（ANREV）は、不動産ファンドの投資家
報告に関する報告書を作成しています。
報告書では、INREVガイドラインへの遵
守状況に加え、投資家報告の最新動向も
紹介しています。

デジタル時代における人材マネジメントの
新機軸「ピープルアナリティクス」
～2016年度人材データの分析活用度調査～

（2016年12月）
日本における人材データ分析の活用は、先進的
な企業とそうでない企業との二極化が進みつつ
あります。本レポートでは、人材データの分析活
用度調査結果と事例をもとに、日本企業の現状
と進むべき方向性を考えます。

PwC グローバルファイナンス
ベンチマークレポート 2015／2016

（2016年12月）
経営環境が多様化・複雑化し、グローバル競争
が激化する中で、CFOおよびファイナンス機能

（財務経理企画）に対する期待は高まっていま
す。本書では、ベンチマークデータに基づくトレ
ンドや先進事例について考察します。

PwCのダイバーシティの歩み
インパクトの創造、成果の実現

（2016年12月）
12 年前から開始した PwCにおけるダイ
バーシティ＆インクルージョンの歩みを
通じて確立されたアプローチと私たちの
経験を紹介しています。

PwC Japanグループ調査／レポートのご案内
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詳細はWebをご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html

ミャンマー投資ガイド
（Doing Business in Myanmar）
（2016年8月）

ミャンマー投資ガイドは、ミャンマー進出を検討
している皆さまを主な対象として、ミャンマーに
おける外国投資に関する規制、各種優遇措置、
会計監査制度、税制一般、人事・雇用法などの
情報についてまとめたものです。

RPAのガバナンスとセキュリティ
（2016年9月）

意図したとおりに動いていることを知る
には？規制について、何を考慮すべき
か？プライバシー保護、データ保護はど
うするか？本稿では RPAのガバナンスと
セキュリティについて検討します。

Cities of Opportunity 7
─世界の都市力比較2016

（2016年9月）
本報告書は2016年9月にPwC Globalが発表した

「Cities of Opportunity 7」をPwC Japanで抜粋・
翻訳し、一部の結果に対する分析を加えたもの
です。第 7 回となる今回の報告書では、30の都
市に対して、都市を活性化する主要素（都市力）
について10の領域・67の指標を用いて分析した
結果を、ランキング形式で公表しています。

2016年
グローバルインダストリー4.0調査
日本分析版

（2016年9月）
本レポートは、PwCが 2016年に世界 26カ国、約
2,000社を対象に実施したグローバルインダスト
リー4.0調査の日本分析版で、日本企業のインダ
ストリー4.0への取り組みの現状をドイツ／米国
企業との比較を通じて明らかにしています。

PwC Technology Forecast:
ブロックチェーンとスマートコントラクト
オートメーション

（2016年9月）
ブロックチェーンの概論および今後のブロック
チェーン進化を全 5 回のレポートでご説明しま
す。ブロックチェーンについて知りたい方はぜひ
レポートを読まれることをお勧めします。

China Economic Quarterly
─季刊シリーズ 中国経済

（2016年9月）
中国の主要経済指標、政策の最新情報、また最
新の時事問題の分析に関して、四半期に一回、
PwC中国のエコノミストによって執筆されたレ
ポートになります。

監査委員会
優れた実務シリーズ～内部監査の
価値を最大限に高めるためには

（2016年9月）
監査委員会が内部監査を実効的に監督するため
の着眼点を、内部監査部門の役割、モニタリン
グの方法、パフォーマンスの評価などの観点か
ら取り上げています。

電力・ガス小売市場
意識調査2016

（2016年10月）
PwCコンサルティングでは、全国の一般
家庭における消費者を対象に電力・ガス
小売市場についての意識調査を行いま
した。

インシュアランス・バナナ・スキン 2015
保険業界が直面する
リスクにかかわるCSFIサーベイ

（2016年10月）
インシュアランス・バナナ・スキン 2015は、隔年
調査であり、保険業界が直面しているリスクにつ
いて調査し、世界各国の保険業界の実務家およ
び保険業に近いオブザーバーにとって喫緊の課
題と思われるリスクを特定するものです。

Financial crimes observer:
SWIFT不正送金から得られた教訓
─1億米ドルの不正送金を防ぐために

（2016年10月）
本レポートは、2016年 2月に発生した SWIFT不
正送金事案をテーマに、今後金融機関に求めら
れるセキュリティ対策に関する PwCの見解をま
とめた報告書です。

PwC Japanグループ調査／レポートのご案内
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海外PwC日本語対応コンタクト一覧
PwCは、全世界157カ国、20万人以上のスタッフによるグローバルネットワークを生かし、クライアントの皆さまを支援していま
す。ここでは各エリアの代表者をご紹介いたします。

担当国・地域 写真 担当者名 電話番号 E-mail

アジア太平洋

中国（華北・華中） 高橋	忠利 Tadatoshi Takahashi +86-21-2323-3804 toshi.t.takahashi@cn.pwc.com

中国（華南・香港） 柴	良充 Yoshimitsu Shiba +852-2289-1481 yoshimitsu.shiba@hk.pwc.com

台湾 奥田	健士 Kenji Okuda +886-2-2729-6115 kenji.okuda@tw.pwc.com

韓国 山下	泰樹	 Taiki Yamashita +82-2-709-8577 tyamashita@samil.com

東南アジア全域 桂	憲司 Kenji Katsura +65-6236-5268 kenji.katsura@sg.pwc.com

シンガポール 西谷	和芳 Kazuyoshi Nishitani +65-6236-3318 kazuyoshi.nishitani@sg.pwc.com

マレーシア 杉山	雄一 Yuichi Sugiyama +60-3-2173-1191 yuichi.sugiyama@my.pwc.com

タイ・カンボジア・ラオス 魚住	篤志 Atsushi Uozumi +66-2-344-1157 atsushi.uozumi@th.pwc.com

ベトナム 安田	裕規 Hironori Yasuda +84-4-3946-2246（Ext. 1011） hironori.yasuda@vn.pwc.com

ミャンマー 大槻	玄徳 Motonari Otsuki +95-9-263-453-297 motonari.otsuki@mm.pwc.com

インドネシア 割石	俊介 Shunsuke Wariishi +62-21-521-2901 shunsuke.wariishi@id.pwc.com

フィリピン 東城	健太郎 Kentaro Tojo +63-2-459-2065 kentaro.tojo@ph.pwc.com

オーストラリア 屋敷	信彦 Nobuhiko Yashiki +61-4-0143-9686 nobuhiko.a.yashiki@pwc.com

インド 黒栁	康太郎 Kotaro Kuroyanagi +91-80-4079-4118 kuroyanagi.kotaro@in.pwc.com

欧州・アフリカ

英国 濱之上	昌二 Masaji Hamanoue +44-20-7804-4376 masaji.hamanoue@uk.pwc.com

フランス 猪又	和奈 Kazuna Inomata +33-1-5657-4140 kazuna.inomata@fr.landwellglobal.com

ドイツ 宗雪	賢二 Kenji Muneyuki +49-211-981-2267 kenji.muneyuki@de.pwc.com

オランダ 佐々木	崇 Takashi Sasaki +31-88-792-2761 sasaki.takashi@nl.pwc.com

ルクセンブルク 鈴木	伸也 Shinya Suzuki +352-49-4848-4096 shinya.suzuki@lu.pwc.com

ベルギー・中東欧全域 森山	進 Steve Moriyama +32-2-710-7432 steve.moriyama@be.pwc.com

トルコ 平沼	美佳 Mika Hiranuma +90-212-326-6794 mika.hiranuma@tr.pwc.com

チェコ 山崎	俊幸 Toshiyuki Yamasaki +420-251-152-343 toshiyuki.x.yamasaki@cz.pwc.com

ハンガリー 野村	雅士 Masashi Nomura +36-30-867-9514 nomura.masashi@hu.pwc.com

ポーランド 有田	幸弘 Yukihiro Arita +48-519-506-156 yukihiro.arita@pl.pwc.com

ロシア・CIS 糸井	和光 Masahiko Itoi +7-495-967-6349 m.itoi@ru.pwc.com

米州

カナダ 北村	朝子 Asako Kitamura +1-604-806-7101 asako.kitamura-redman@ca.pwc.com

米国 好田	健祐 Kensuke Koda +1-646-471-5967 kensuke.koda@pwc.com

メキシコ 江島	和弘 Kazuhiro Ejima +52-55-5263-8987 ejima.k.kazuhiro@mx.pwc.com

ブラジル 矢萩	信行 Nobuyuki Yahagi +55-11-3674-3724 nobuyuki.yahagi@br.pwc.com
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