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日本版スチュワードシップコードに続き、コーポレートガバナンス・コードが適用さ
れるなど、企業と投資家との間での中長期の企業価値創造に資する建設的な対
話が期待されています。しかし、一方で、社会からの信頼を揺るがすような会計
の不祥事が後を絶たず、会計監査を実施する公認会計士ならびに監査法人のあ
り方が問われています。そうしたなか、PwCあらた監査法人では、公認会計士に
対する信頼の回復と社会の期待に応えるための監査のあり方とは何か、また、そ
のあり方を実現するための監査制度および監査環境の整備・充実に必要な施策
は何か、公認会計士の魅力と社会における認知向上のために何をすべきか、を
テーマにパネルディスカッションを開催しました。その模様をリポートします。

公認会計士の魅力と
監査のあり方を考える

巻頭イベントレポート

モデレーター
PwCあらた監査法人
執行役　齊藤 剛

～社会的な信頼を取り戻すために私たちが今すべきこと～
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2006年に旧中央青山監査法人から
700人、他からも100人が参加して
800人の有志が集い、あらた監査法人

（当時）を立ち上げました。日本の公
認会計士による監査の信頼性が世界
中から問われていた当時、世界第二位

（当時）の経済力を誇る日本の監査が
そのような状況でいいわけがない、自
分たちの手で信頼される監査をせね
ば、ということで設立に至ったわけで
す。設立後は皆でがむしゃらに働き、
PwCのグローバルから厳しいチェッ
クを受け続けてきたのですが、そこで
痛感したのが、監査の品質というの
は、ただがむしゃらなだけでは十分に
確保できないということでした。同じ
監査法人のなかで、全員が同じ意識を
共有することができて初めて法人とし
ての監査品質は保てるのです。

とりわけ難しい局面では、正しいこ
とは何かについて組織の末端まで理
解が共有されていないと法人として
判断を誤ってしまいます。そこで、全
パートナーと個別に１時間ずつ、議論
を繰り返し、考え方の共有を図ったこ
ともあります。

おかげさまで現在はPwCあらた監
査法人も2,300 ～ 2,400人という規
模にまで成長することができました。
しかし規模が大きくなっても、組織と
しての風通しの良さを保ち続けること
が、監査品質の維持、向上に寄与する
と考えています。監査の現場で働い
ているスタッフまでこうした意識が浸
透していることが、監査の品質維持に
は大切です。

もう一つ、設立以来重点を置いてい
るのが、グローバル標準を100％順守
するよう努めることです。新たな取り
組みにおいては、PwCグローバルのや
り方を基準にして日本に適合させるよ
うに追加することはあっても、グロー
バル標準以下にすることはないという
方針を続けています。現場の一部か
らは、なぜここまでやるのか、日本の
基準ではここまで求めていないといっ
た声もありましたが、世界に通用する
監査をやろうと覚悟を決めて始めた
法人なので、グローバル標準に合わせ
る覚悟を皆で持とうと呼び掛けながら
取り組みを進めてきました。

興味深いのが、そうして2 ～ 3年経
つと、われわれと同じレベルまで日本
もやらなければいけないという流れに
なることです。そうした経験を何度も

重ねてきました。いよいよ日本の監査
でも、本気度や覚悟の程度が問われる
時代になってきたのだと実感している
ところです。

PwCあらた監査法人10 年の歩みを振り返り
改めて日本の公認会計士に問われる姿勢を考える
PwCあらた監査法人
代表執行役　木村	浩一郎

モデレーター
PwCあらた監査法人
執行役　齊藤 剛
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監査の品質管理として特に留意し
ているのが、監査は他人が作ったもの
をチェックする作業なので、職業的懐
疑心を十分に発揮して、重要な問題や
不正を全て発見しなければいけない
ということです。では、職業的懐疑心
をどう発揮するのか。単なる他人を疑
う猜疑心ではなく、自分の懐に向かっ
て問い続ける行為ですから、独りよが
りになってしまってはいけません。第
三者との目線を合わせるという点にも
注意が必要です。

とりわけ難しい監査を手掛ける場
合、監査チームやパートナーがいつで
もどこでも同じ判断を下せるようにす
るというのが、品質管理にとって大き
なチャレンジとなります。規模の大き
い監査をする場合、クライアントは大
きな組織ですから、監査チームも一人
で対峙するとリスクを抱え込むかもし
れません。そうならないよう、いかに
組織力で監査現場を支えられるかが
問われていると考えています。

私が検査官から投げ掛けられた印

象深い言葉に、「監査報告書を提出す
る予定日を何が何でも守らねばいけ
ないと思い込んでいないか？」という
ものがありました。検査官の方々に言
わせれば、たとえ期日どおりであって
も十分な証拠が集まっていないので
あれば、当然延長するだろうというわ
けです。予定日を守ろうというのは大
切な心掛けだが、その一方で、自分た
ちがどこに立って監査をしているのか
よく考えねばならない、黒いものを白
と言ってしまっては絶対にいけないと
いうことなんですね。

齊藤 剛（モデレーター）
──この10 年間PwCあらた監査法人
は、規制当局からの処分がゼロだった
というのも、監査の品質に対する厳し
い対応があったからであろうかと思
われます。それと、先ほど、井野さん
の方から、職業的懐疑心の発揮という
話がありましたが、このためには、監
査チームを代表する監査パートナー
が、相当に深く、企業のビジネスや経
営環境などの理解に努めていく必要
があるかと考えます。企業の経営者と
どのようなディスカッションを繰り広

げればいいのかなど、知識や経験の横
展開を図りながら、監査チームにおけ
るビジネスに対する洞察力を磨いて
いく必要があり、われわれクライアン
トマーケット担当も、品質管理本部と
連携しながら進めていきたいと思っ
ています。

実行中の具体的な取り組み

監査品質の向上については、具体的
な取り組みを複数進めています。ま
ず、先程目線を合わせる努力をしてい
るという話がありましたが、努力する
ようただ周知徹底するだけではダメ
で、ちゃんとできているのか常に確か
める行為が伴わねばなりません。

PwCのグローバルチェック「 GAQR 」
その一つが、毎年実施されるPwC

のグローバルチェックである「GAQR」
です。PwCのグローバルな監査品質
チェックチームは母国で最新の検査
経験を携えて来日します。「母国で指
摘される事項が、日本ではどう対応さ
れているか」という視点で厳しく問わ
れます。突然、無理な指摘を受けるこ
ともありましたが、基準の文言はどう
あれ、リスクにはきちんと対応してお
かねばならないのです。この要請に応
えるため、クライアントにも理解と協
力を求めながら監査証拠を集める作
業を進化させてきました。「どうして
自分たちの事務所だけがここまでやら
ねばいけないのか」といった監査現場
からの悲痛な叫びを聞きながらも、そ
こまでやった努力があるからこそ、今
があるのかなとも感じています。

監査現場での監査の品質向上への取り組みについて
PwCあらた監査法人
執行役　井野	貴章
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現場における適時な自主点検
（ Hot Review ／ Chief Auditor ）

品質管理本部のOBやOGがチーフ
オーディターとして一緒に現場の解
決策を考える仕組みを採用していま
す。企業のリスク要素を一覧的に評価
し、現在進行形の監査ファイルの自主
的なレビューなども実施することで、
現場のスタッフにとって大事な学びや
気づきが得られています。

思い立ったら一斉調査、
リーチアウト活動

ITを使った短いアンケートを何回
も繰り返すことで、現場に行動を促せ
るのではと信じて取り組んでいるのが
リーチアウト活動です。PwCグロー
バルからもベストプラクティス事例と

いて考える必要が生じます。新しい企
業報告のなかでは、財務報告を中心と
しながら、サステナビリティーやコー
ポレートガバナンスの情報なども収
斂していくという流れにあるのです。

これにより、企業のステークホル
ダーに有効な情報が提供できるよう
になるでしょう。これからはそのよう
な新しい企業報告へと収斂していく
ことで、ステークホルダーへの説明責
任が果たせる時代に変わろうとしてい
るのだといえるでしょう。

二 .ITを利用した未来の監査

2015年12月に、日本公認会計士
協会のIT委員会から「 ITを利用した
未来の監査へのアプローチ」という研
究報告が公表されました。この報告で

は、今後見込まれるITの技術進歩に
伴う実務の変化に対応すべく、監査も
また変わらないといけないということ
で、未来の監査のあり方が示されてい
ます。

具体的には、進化したITのフレーム
ワークのなかで、これからは全データ
を対象にチェックする監査をやらねば
いけないといった内容になります。そ

して昨年取り上げてもらえました。

時間との戦いのなかで
勇気を持てる仕組みとは

監査チームを一人にしない法人運営
悩みを抱えた監査チームがいれば、

朝まで付き合うこともあります。まず
は私たちのもとに来て相談してくださ
いと常に呼び掛けています。監査パー
トナーとして、クライアントを失うか
もしれないという恐怖心があるのはよ
く分かります。だからこそ、そこで方
向性を見誤ってはいけない。正しい姿
勢を貫くことの価値を、法人として強
く示せるよう法人トップから心掛けて
いるのです。

監査役／投資家との対話
（リスクとの対話 ）

監査チームに勇気を与える存在は、
監査役や投資家ではないかという考
えに基づいて新しく実施していく施策
があります。監査の価値をきちんと受
け止めてもらえる方々と、監査リスク
にどのように対処したのかについての
情報を共有していく取り組みです。監
査リスクに関する対話のなかで、正し
くリスクを捉えて対処するためには
どういう組織・チームが必要で、どん
なKPI（ Key Performance Indicator ）
で経営努力を監視し、その結果をどの
ように外部に開示するべきか。監査法
人のガバナンスコード適用等により変
わっていく監査法人経営の姿として社
会的に理解されていくと感じています。

コーポレートガバナンスの強化やテ
クノロジーの進化など、時代は大きく
変わってきています。そうしたなかで
PwCあらた基礎研究所では、10年後
の監査のあり方やそこでの公認会計士
の役割とはどのようなものなのかを研
究テーマに据えて、内部だけでなく外
部からも有識者を招いて研究会を主催
しています。そこで得られた知見から
三点に絞って紹介したいと思います。

一 .新しい企業報告

世界的に監査の対象となる領域が
変化していて、今までのような財務報
告から企業報告へ、さらには統合報告
へという大きな流れが起きています。
そこでわれわれとしては、これらの信
頼性を担保するアシュアランスにつ

未来の監査の潮流について考える
監査の未来に関する三つの知見
PwCあらた基礎研究所
所長　山口	峰男
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うなってくると、ITはもとより、統計
的手法を活用した分析──今はやりの
言葉だと「ビッグデータ分析」が必要
となってきます。すなわち、統計的手
法にも大きく比重を置いた監査が、10
年後には欠かせなくなるのではないで
しょうか。

より分かりやすくするために、研究
報告のなかで「継続的監査」について
説明されているのでこれを例にしま
す。期末に向かって監査を進めてい
き、最も忙しくなるピークが期末に来
る、というのが現在の一般的な監査の
姿です。しかし、「継続的監査」になっ
てくると、期中においてもいつ繁忙期
がやってくるか分からないといった状
況が想定されるわけです。

このような未来の監査へと向かうた
めには、監査人の側も、これまでの監
査のあり方に基づいた監査基準のあ
り方や、必要なデータの入手の仕方な

どを変えていく必要があるでしょう。
監査証拠の概念にしてもどのように監
査論上、位置づけるかが検討され、根
本的に監査のやり方が変わってくる可
能性もあります。つまり、10年後の
監査に合わせて、監査のやり方を変え
ていかねばならないわけです。

三 . 監査の新潮流に対応した人材

10年後の監査に対応する人材につ
いて考える際に参考になるのが、最近
PwC USが監査人のエボリューション
として公表している意見内容です。そ
こでは、未来の監査人には三つの専門
性が問われると書かれています。一つ
目はITの専門性で、二つ目は統計学の
スキル、そして三つ目はクリティカル
シンキングということで、いわば論理
学のような分野での専門性になります。

われわれもこれら三つの専門性を
持った人材が、10年後の監査の世界

では求められてくると考えています。
もちろん、監査の制度について十分に
理解していることといった専門性も大
事なわけですが、監査法人としても多
様な人材を揃えていかねばいけない
時代になるといえるでしょう。

ただし、監査の新しい潮流を見てい
ると、変わることがある一方で、変わ
らない本質もあるのだと強く感じてい
ます。そしてわれわれの競争力の源泉
はそこにあるのだと信じています。例
えば、「ゲートキーパー」という言葉を
金融危機後によく耳にするようになっ
ていますが、金融市場における「ゲー
トキーパー」とはどういうことなのか、
各時代に応じて、そして10年後を想
定して意味を考えていかないといけ
ません。 そうした姿勢にこそ、PwC
の競争力の本質があるのではないで
しょうか。

将来の公認会計士像
会計士にも多様な人材が求められていく
PwCあらた監査法人
パートナー　関根	愛子

会計士にも
多様な人材が求められる

公認会計士や監査を行う者には、よ
り多方面の能力が求められるように
なりつつあると感じています。世間一
般では、公認会計士に対してある一定
のイメージがあり、最近マスコミ等で
は、AI（人工知能）の進化によって将
来なくなる職業の一つに公認会計士
が挙げられていますが、決してそんな
ことはないと考えています。むしろ、
監査の仕事の広がりや重要性を考え
ると、非常に多様性のある仕事となっ
て、その重要性はますます高まってい

くのではないでしょうか。とはいえ、
現状はマスコミ等でそのようには見ら
れていないので、まず公認会計士に対
する世間のイメージを変えていくこと
が大事だと考えています。

未来の公認会計士に求められる資
質についてより具体的に言うと、豊富
で多様な経験や知識を踏まえて判断
して、経営者にしっかりと意見を言え
る力量を持つことが重要になると考え
ています。そのためには、会計士一人
一人が、自分はプロフェッショナルだ
という気概を持って、真正面を向いて
正々堂々と仕事をする必要があると
強く感じています。

また、公認会計士の業務が多様化
し、社会に貢献し活躍する場も広がっ
ているなかにあって、そうしたさまざ
まな分野での公認会計士の活躍が、監
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査の信頼性をまた支えていくものと考
えています。

しかしながら現実に目を向ければ、
日本の公認会計士試験の受験者数は
減少しており、現場がますます疲弊し
ていくという問題も抱えています。私
は、いい仕事というのは余裕を持たな
ければできないと考えていますので、
より多くの人々に会計士になることを
目指してもらうにはどうすればいいの
か──というのはとても重要な課題と
認識しています。

公認会計士の仕事の魅力を
もっと積極的に
発信していくべき

そのために必要なことの一つは、公
認会計士の魅力をもっと積極的に社

会に伝えていくことではないでしょう
か。公認会計士の仕事には実にたくさ
んの魅力がありますが、そうした魅力
が多くの人々に見えていない、伝わっ
ていないのではないかと思います。そ
こをもっとアピールしていく必要があ
るでしょう。

なかでも力を入れたいのが女性の公
認会計士の活用です。公認会計士の
多様化が求められているにもかかわら
ず、現在のところ公認会計士全体の女
性の割合は14％と決して多くはありま
せん。公認会計士試験受験者の女性の
割合は17 ～ 20％ ですが、20年前に
20％に達してから全く増加していない
のです。このまま女性の志願者が増え
ない職業であっては大きな問題と考え
ています。女性の公認会計士を増やし
ていくために、まず、受験という入り

口のところから働き掛けを行っていか
ねばと考えています。

また、公認会計士というのは、国際
的な活躍の場が数多くある仕事なの
だと理解している人は意外と少なく、
あるアンケートでは、ドメスティック
なイメージが強いという結果も出てい
ます。このようなイメージでは、将来
的に国際的な仕事がしたいと望んで
いる若者にとって、公認会計士は選択
肢に入っていないのではないかと危
惧しています。もちろん、実際には公
認会計士は世界で活躍できるチャン
スがたくさんあります。これからます
ますグローバル化が進んでいくなか、
そうした実際の公認会計士の姿を、よ
り多くの人々に知ってもらうようにし
ていきたいですね。

おわりに
関根パートナーから本日のパネルディ

スカッションのまとめがありました。
『 最初のパートで木村さんから、2006

年にあらた監査法人（当時 ）を設立し
た当初の熱い思いを胸に、監査の品質
を保つために何を進めてきたのかの
紹介がありました。全員が同じ意識
を共有することが必要と感じ、全パー
トナーと個別に議論を繰り返し、そし
て、規模が大きくなっても、組織とし
ての風通しの良さを保ち続けること、
グローバル標準を100％順守するよう
努めることで、その覚悟を持とうと呼
び掛けながら取り組みを進めてきたと
のことで、お話しされていたように、
日本も同様の流れになり、日本の監査
でも本気度や覚悟の程度が問われる
時代になってきたと思います。
次に、井野さんが品質管理の責任者の
立場から、監査は他人が作ったものを
チェックする作業なので、職業的懐疑

心を十分に発揮し、重要な問題や不正
は全て発見しなければいけないが、職
業的懐疑心の発揮に当たっては、独り
よがりになってしまってはいけない、
組織力で監査現場を支えるかが問わ
れると考えてといった話がありまし
た。そして、実行中の取り組み、時間
との戦いのなかで勇気を持てる仕組
みの紹介があり、監査チームを一人に
しない法人運営や、監査の価値をきち
んと受け止めてもらえる方々と、監査
リスクにどのように対処したのかにつ
いての情報を共有していくといった印
象深い話がありました。
さらに、山口さんからは、新しい企業
報告やITを活用した未来の監査の紹
介の後、こうした今後の監査の潮流
に対応した人材の育成が重要である
という話がありましたが、続けて私か
ら、公認会計士にも多様な人材が求め
られており、公認会計士の仕事の魅力

をもっと積極的に発信していくべき
という話をしました。お話ししまし
たように、公認会計士が、わが国経済
の健全な発展にいかに貢献している
かを継続的に広く紹介し、認知度向
上と魅力の訴求を積極的に行い、優
秀な人材の関心を高め、業界の発展
を促す必要があると思います。こう
した優秀で多様な人材がこの業界に
身を投じるようにすることがまた、公
認会計士の魅力を高め、社会的な信
頼を取り戻し、さらなる発展につなが
るのではないでしょうか。』
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企業会計基準委員会は、税効果会計制度の見直しに着手しており、

2015年（平成27年）12月に「繰延税金資産の回収可能性に関する適用

指針」が公表され、2016年（平成28年）3月に「税効果会計に適用する

税率に関する適用指針」が公表されました。企業会計基準委員会では、今

後も引き続き税効果会計の見直しの議論を実施する予定とされています。

税効果会計は、企業会計と税務会計の差を捉えて、その差がもたらす

将来の課税計算への影響を考慮した資産もしくは負債を認識するとい

う、一般の人には分かりにくい会計基準であり、将来の担税力を前提に

見積もり計算を行い、かつ業績の悪化や急回復を増幅させる効果をもた

らす可能性を有するものとして、実務的にも難しい領域として認識され

ているところかと思います。

本号では、「税効果会計の見直しについて」を特集テーマといたしまし

た。先に公表された「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」お

よび「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の解説をするとと

もに、今後の税効果会計の見直しに関して議論することと予想される論

点を抽出し、その主要な議論について「税効果会計に関する基準の見直

し 今後検討が想定される論点について」で紹介いたします。

特集

税効果会計の見直しについて

なお、本特集は2016年（平成28年）3月15日現在の会計基準等に基づいて解説しています。
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PwCあらた監査法人
第3 製造・流通・サービス部　
パートナー　加藤	達也

企業会計基準適用指針第26号
「 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
の公表について

1 改正の経緯

2013年12月、基準諮問会議より企業会計基準委員会に
対して、日本公認会計士協会が公表する税効果会計に関す
る会計上の実務指針および監査上の実務指針（会計処理に
関する部分）を移管し新たな適用指針作成の要否を審議す
ることが提言され、これを受けて、企業会計基準委員会で
は、税効果会計専門委員会を設置し2014年2月から審議を
開始しました。

税効果会計については、冒頭でも紹介した繰延税金資産
の回収可能性の判断を定めた監査委員会報告第66号に対す
る問題意識が高いことから、他の論点に先行して、繰延税金
資産の回収可能性に関する適用指針を開発することとしま
した。

具体的な課題として、監査委員会報告第66号は企業会計
の実務に既に定着してはいるものの、その適用が画一的、硬
直的であり、過去の事象が重視されすぎていて、結果、企業
の実態を適切に表していない場合も生じているのではない
かという指摘や、監査委員会報告第66号のなかでも整合性
が図られていない部分があるのではないかという指摘、さら
には、監査委員会報告第66号が国際財務報告基準との会計
基準間差異をもたらしているのではないか、という指摘が
挙げられ、これらの課題認識を踏まえ議論が行われました。

その結果、繰延税金資産の回収可能性については、監査委
員会報告第66号、監査委員会報告第70号の他、日本公認
会計士協会会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表にお
ける税効果会計に関する実務指針」、同第7号「個別財務諸
表における税効果会計に関する実務指針」、日本公認会計士
協会会計制度委員会「税効果会計に関するQ&A」などにも
定めがあることから、これらを引き継いだ上で、必要と考え
られる見直しを行い、2015年12月に回収可能性適用指針
として公表されました。

これを受けて2016年1月に監査委員会報告第66号や監
査委員会報告第70号は廃止されました。今後、その他の税

はじめに
　2015年 12月28日、企業会計基準委員会（以下「 ASBJ」と
いう）より企業会計基準適用指針第 26号「繰延税金資産の
回収可能性に関する適用指針」（以下「回収可能性適用指
針」という）が公表されました。本適用指針は、従来、繰延
税金資産の回収可能性の判定を行うに当たって実質的な
拠り所になっていました日本公認会計士協会監査委員会報
告第 66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監
査上の取扱い」（以下「監査委員会報告第 66号」という）や
同第 70号「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減
損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取り扱い

（以下「監査委員会報告第 70号」という）等をベースとして、
会計基準として新たに開発したものです。
　本稿では、回収可能性適用指針の公表に至る経緯、回
収可能性適用指針の主要な内容を監査委員会報告第 66号
等と比較をしながら解説します。
　なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、
法人としての見解ではないことをあらかじめ申し添えます。

特集：税効果会計の見直しについて
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効果会計に関する実務指針については、継続して審議の上、
企業会計基準適用指針として公表されることが予定されて
います。

2 適用指針の対象

回収可能性適用指針は、企業会計審議会「税効果会計に
係る会計基準」（以下「税効果会計基準」という）が適用され
る連結財務諸表および個別財務諸表について適用されます

（回収可能性適用指針2項）。

3 主な改正点

１．用語の整理

回収可能性適用指針で用いられている用語は、基本的に
税効果会計基準や各種実務指針の用語をそのまま踏襲して
いますが、一部、その意味が複数に解釈されていた用語につ
いて整理しました。

具体的には、個別税効果実務指針などにおいて、「課税所
得」という用語は、当期末に存在する一時差異の額を加減算
する前の金額として使用している場合と、全ての項目につ
いて加減算した後の金額として使用されている場合がそれ
ぞれ存在していましたので、回収可能性適用指針では、こ
れを明確に区別し、課税所得と「一時差異等加減算前課税所
得」を分けて定義しています（回収可能性適用指針3項（ 7）

（9））。

２．企業の分類

監査委員会報告第66号では、企業における繰延税金資産
の回収可能性を、その過去の実績等から「例示区分」として
五つのグループに分け、それぞれのグループの属性に応じ
て回収可能性のルールを定めていました。

回収可能性適用指針では、この考え方を踏襲し、（分類１）
から（分類５）の五つのグループに区分して回収可能性の判
断を行うこととしていますが、五つのグループに区分する
際の具体的な要件等については、監査委員会報告第66号の
ルールを一部変更しました。なお、これらの要件をいずれ
も満たさない企業は、各分類の要件からの乖離度合いが最
も小さいと判断されるものに分類することとしています（回
収可能性適用指針16項）。

具体的には表 1で示すように、その表現は異なるものの、
おおむね監査委員会報告第66号の例示区分の考え方を踏襲
しています。以下に特徴的な変更点を列挙します。

（１）判断に用いる指標の統一
監査委員会報告第66号においては、例示区分２の判定お

よび例示区分３の判定に当たって、「経常的な利益（損益）」、
すなわち企業会計上の利益（損益）を要件に含めていました
が、他の分類要件との整合性を図る観点から、繰延税金資
産の回収可能性の判断は収益力に基づく一時差異等加減算
前課税所得に基づくこととしたことを踏まえ、「課税所得」
に基づく要件に統一しました（回収可能性適用指針69項）。

（２）（ 分類２）（ 分類３）における要件の追加
（分類２）（分類３）においては、過去（ 3年）および当期の

いずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じ
ていないことを分類の要件として追加しました。これは、（分
類４）に係る分類の要件との重複を回避するための追加です

（回収可能性適用指針72項、80頁）。

（３）（分類４）（分類５）における繰越欠損金残高要件の削除
監査委員会報告第66号では、例示区分４では期末におけ

る重要な繰越欠損金の存在等、例示区分5においては、債務
超過の状況または資本の欠損の状況を分類判断に当たって
の要件に含めていましたが、このような残高ベースでの分
類要件を含めると他の区分との連続性が失われる恐れがあ
るため、回収可能性適用指針では、このような残高ベース
の判定要件を削除しました（回収可能性適用指針86項、94
項）。

（４）（ 例示区分４）但し書きの見直し
監査委員会報告第66号においては、例示区分４に該当す

る場合であっても、例えば事業のリストラクチャリングや法
令等の改正などによる非経常的な特別の原因により発生し
たものを除けば課税所得を毎期計上している会社に該当す
る場合には、一般的に「例示区分4但し書き」という例外的
な例示区分として回収可能性を判断することとしていまし
た。

回収可能性適用指針においても、過去（ 3年）または当期
において重要な税務上の欠損金が生じたことにより（分類
４）に該当するとしながらも、例外的に繰延税金資産の回収
が見込まれる場合の定めを置いています。

具体的には、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期
計画、過去における中長期計画の達成状況、過去および当期
の課税所得または税務中の欠損金の推移等を勘案して、将
来の一時差異等加減算前課税所得の十分性を企業が合理的
な根拠をもって説明する場合には、その見積もった期間に
基づき（分類２）または（分類３）に該当するものとする取
り扱いを設けました（回収可能性適用指針88項から92項）。

特集：税効果会計の見直しについて
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特集：税効果会計の見直しについて

3．回収可能性判断の基本的な考え方

上記２で示した（分類１）から（分類５）までの回収可能
性判断については、表 2に掲げるとおりであり、基本的な考
え方としては監査委員会報告第66号を踏襲しつつも、部分
的に見直しを行っています。以下、特徴的な見直し事項を
列挙します。

（１）（ 分類３）における5 年超の見積可能期間における回収
可能性の定めの新設

監査委員会報告第66号では、例示区分３に該当する場合

には、将来の合理的な見積可能期間（おおむね5年）以内の
課税所得の見積額を限度として繰延税金資産の回収可能性
を認めてきましたが、一律に5年を限度とする取り扱いは企
業の実態を適切に反映しない場合があるとの意見を踏まえ、
5年超の見積可能期間においてスケジューリングされた一時
差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が
合理的な根拠をもって説明する場合には当該繰延税金資産
は回収可能性があるものとする取り扱いを設けています（回
収可能性適用指針82項から85項）。

表１（ 例示区分 /分類 ）の判断要件

監査委員会報告第 66 号 回収可能性適用指針

（ 例示区分１）
期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会
社等

・期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期（当期及びお
おむね過去3年以上 ）計上している。

・その経営環境に著しい変化がない場合

（ 分類１）
次の要件をいずれも満たす企業

・過去（ 3年 ）及び当期のすべての事業年度において、期末における将来減算一
時差異を十分に上回る課税所得が生じている。

・当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。
 （回収可能性適用指針17 項 ）

（ 例示区分２）
業績が安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの
課税所得がない会社等

・当期及び過去（おおむね3年以上 ）連続してある程度の経常的な利益を計上し
ている。

（ 分類２）
次の要件をいずれも満たす企業

・過去（ 3年 ）及び当期のすべての事業年度において、臨時的な原因により生じ
たものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、
安定的に生じている。

・当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。
・過去（ 3年 ）及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の繰越欠損

金が生じていない。
 （回収可能性適用指針19 項 ）

（ 例示区分３）
業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課
税所得がない会社等

・過去の業績が不安定、すなわち、経常的な損益が大きく増減している。

（ 分類３）
次の要件をいずれも満たす企業

・過去（ 3年 ）及び当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税
所得又は税務上の欠損金が大きく増減している。

・過去（ 3年 ）及び当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金が
生じていない。

ただし、以下の要件に該当する場合を除く
（ a） 過去（ 3年 ）において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実

がある。
（b ） 当期末において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれる。

 （回収可能性適用指針 22項 ）

（ 例示区分４）
通常、将来の課税所得の発生を合理的に見積ることが困難と判断される、以下
のいずれかに該当するような会社

・期末において重要な税務上の繰越欠損金が存在する。
・過去（おおむね3年以内）に重要な税務上の繰越欠損金の繰越期限切れとなっ

た事実がある。
・当期末において重要な税務上の繰越欠損金の期限切れが見込まれる。
・過去の経常的な利益水準を大きく上回る将来減算一時差異が期末に存在し、

かつ、翌期末において重要な繰越欠損金の発生が見込まれる。
 但し、上記の分類の要件に該当する場合で、以下に該当する会社は、取り扱

いが異なる。
・重要な税務上の繰越欠損金や過去の経常的な利益水準を大きく上回る将来減

算一時差異が、例えば、事業のリストラクチャリングや法令等の改正などに
よる非経常的な特別の原因により発生したものであり、それを除けば課税所
得を毎期計上している会社

（ 分類４）（ 原則）
以下（ a）から（ c ）のいずれかに該当し、かつ、翌期において一時差異等加減算
前課税所得が生じることが見込まれる企業

（ a） 過去（ 3年 ）または当期において、重要な税務上の欠損金が生じている。
（b ） 過去（ 3年 ）において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実

がある。
（ c ） 当期末において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれる。

 （回収可能性適用指針 26 項 ）

（（ 分類４）だが（ 分類２）または（ 分類３）として取り扱う場合 ）
上記の分類の要件（ 原則 ）に該当する場合であっても、以下を勘案して、将来
の一時差異等加減算前課税所得の十分性を合理的な根拠をもって企業が説明
する場合には、一時差異等加減算前課税所得が生じると考えられる期間に基づ
き、（ 分類 2）または（ 分類 3）として取扱う。

・重要な繰越欠損金が生じた原因
・中長期計画
・過去における中長期計画の達成状況
・過去（ 3年 ）及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移、等
 （回収可能性適用指針 28 項、29 項 ）

（ 例示区分５）
通常、将来の課税所得の発生を合理的に見積ることができないと判断される、
以下のいずれかに該当するような会社

・過去（おおむね3年以上 ）連続して重要な税務上の欠損金を計上し、かつ、当
期も重要な税務上の欠損金の計上が見込まれる。

・債務超過の状況にある、または資本の欠損の状況が長期にわたっており、か
つ、短期間に当該状況の解消が見込まれない。

（ 分類５）
次の要件をいずれも満たす企業。

（ a） 過去（ 3年 ）および当期のすべての事業年度において、重要な税務上の欠損
金が生じている。

（b ） 翌期においても重要な税務上の欠損金が生じることが見込まれる。
 （回収可能性適用指針 30 項 ）
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（２）（ 分類４）だが（ 分類２）または（ 分類３）として取り扱
う場合の定めの新設

上記２に記載のとおり、監査委員会報告第66号における
例示区分「例示区分4但し書き」に代わるものとして、（分類
４）に該当するが、重要な税務上の欠損金が発生した原因や
中長期計画等を総合的に勘案して繰延税金資産の回収が見
込まれると判断される場合の定めが新設されています。一
定の要件を満たす場合にはそれぞれ（分類２）もしくは（分
類３）に該当するものとして取り扱うこととなりますので、
それぞれの分類に応じた回収可能性判定がなされることと
なります。なお、この定めに従い（分類３）に該当するもの
とする場合、5年超の期間においても繰延税金資産を計上で
きるものとする上記（１）の定めは適用できないこととして
います（回収可能性適用指針89項）。

4.各項目における一時差異

（１）スケジューリング不能な将来減算一時差異の取り扱い
スケジューリング不能な将来減算一時差異については、

監査委員会報告第66号の考え方を基本的に踏襲しており、
回収可能性適用指針の適用における（分類１）においては繰
延税金資産の回収可能性はあるとしながらも、（分類２）か

ら（分類５）においては原則として繰延税金資産の回収可能
性はないものとしています。

ただし、（分類２）に属する企業においては、企業の実態
を回収可能性の判断により反映させるため、スケジューリ
ング不能な将来減算一時差異のうち、税務上の損金の算入
時期を個別に特定できなくても、当該将来の税務上の損金
の算入時点における課税所得が当該スケジューリング不能
な将来減算一時差異の額を上回る見込みが高いことにより、
企業が合理的な根拠をもって回収可能であることを説明す
る場合は回収可能性があるものとする定めが新たに設けら
れています（回収可能性適用指針21項）。

（２）回収可能見込年度が長期にわたる将来減算一時差異の
取り扱い

回収可能見込年度が長期にわたる将来減算一時差異、具
体的には退職給付引当金や減価償却超過額については、監
査委員会報告第66号において、その企業の例示区分ごとに
回収可能性の考え方が定められていました。回収可能性適
用指針においては、監査委員会報告第66号の考え方を踏襲
しています（回収可能性適用指針35項）。

特集：税効果会計の見直しについて

表２（ 例示区分 /分類 ）ごとの回収可能性判断

監査委員会報告第 66 号 回収可能性適用指針

（ 例示区分１）
一般的に、繰延税金資産の全額について、その回収可能性があると判断できる。

（ 分類１）
繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。

（回収可能性適用指針18 項 ）

（ 例示区分２）
一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、それに係る繰延税金資産は回
収可能性があるものと判断できる。

（ 分類２）
一時差異等のスケジューリングの結果に基づく繰延税金資産について回収可能
性があるものとする。

（回収可能性適用指針 20 項 ）

（ 例示区分３）
将来の合理的な見積可能期間（ おおむね5年 ）内の課税所得の見積額を限度と
して、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、それに係
る繰延税金資産を計上している場合には、回収可能性があるものと判断できる。

（ 分類３）
将来の合理的な見積可能期間（ おおむね5年 ）以内の一時差異等加減算前課税
所得の見積額に基づいて、当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリング
の結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるも
のとする。

（回収可能性適用指針 23項 ）
5年超の見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延
税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、
当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。

（回収可能性適用指針 24 項 ）

（ 例示区分４）
原則として、翌期に課税所得の発生が確実に見込まれる場合で、かつ、その範
囲内で翌期の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、それに係る繰延
税金資産を計上している場合には、回収可能性があると判断できるものとする。
但し書きの会社については、将来の合理的な見積可能期間（おおむね5年 ）内の
課税所得の見積額を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジューリング
の結果に基づき、それに係る繰延税金資産を計上している場合には回収可能性
があるものと判断できる。

（ 分類４）
翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、翌期の一時差異等の
スケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合には、回収可能性がある
ものとする。（回収可能性適用指針 27 項 ）

（（ 分類４）だが（ 分類２）または（ 分類３）として取り扱う場合 ）
・将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じる

ことを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、（ 分類 2 ）に該当するもの
として取り扱う。

・将来においておおむね3年から5年程度は一時差異加減算前課税所得が生じ
ることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、（ 分類 3 ）に該当するも
のとして取り扱う。

 （回収可能性適用指針 27 項、28 項 ）

原則として回収可能性はない。 （ 分類５）
原則として回収可能性はない。

（回収可能性適用指針 31項 ）
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4 適用時期等

１．適用時期

回収可能性適用指針は、2016年4月1日以後開始する連
結会計年度および事業年度から適用されることとしていま
すが（回収可能性適用指針49項（ 1））、一方で、2016年3
月31日以後終了する連結会計年度および事業年度からの早
期適用を選択することが認められています。

早期適用を行う場合には、適用初年度となる年度の四半
期決算、中間決算では新適用指針の適用はできませんので、
年度末の決算から、その事業年度の期首に遡って新適用指
針を適用することになります（回収可能性適用指針49項

（ 2））。そのため、早期適用を行うと、翌期の四半期財務諸
表作成過程においては、回収可能性適用指針が期首から適
用されていたと仮定した場合に作成される比較情報（ 2.に
記載の（ 1）～（ 3）を反映したもの）としての四半期財務諸
表を別途作成する必要が生じるものと考えられます。

２．経過的な取り扱い（ 適用初年度 ）

回収可能性適用指針は、従来の監査委員会報告第66号の
考え方を踏襲しながら表現を変更している部分と、取り扱
いそのものを変更している部分が混在しています。その点
で、この回収可能性適用指針の適用による影響を、「会計基
準等の改正に伴う会計方針の変更」ととらえるか、「会計上
の見積もりの変更」ととらえるか複数の見方があり、それに
よって新規適用による影響についての会計上の取り扱いが
異なります。

この問題を解消するために、回収可能性適用指針では「会
計方針の変更」といえる部分の範囲を限定しています。具
体的には、以下に関連する変更は「会計方針の変更」として
扱うこととしています（回収可能性適用指針49項（3））。
（ 1）（分類２）に該当する企業において、スケジューリン

グ不能な将来減算一時差異について回収できることを企業
が合理的な根拠をもって説明する場合（Ⅳ４（ 1）但し書き
に該当する場合）
（ 2）（分類３）に該当する企業において、おおむね5年を

明らかに超える見積可能期間においてスケジューリングさ

れた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であること
を企業が合理的な根拠をもって説明する場合（３（１）に該
当する場合）
（ 3）（分類４）の要件に該当する企業であっても、将来に

おいて5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定
的に生じることを企業が合理的な根拠をもって説明する場
合（３（２）の（分類２）として取り扱う場合）

回収可能性適用指針適用による影響のうち、上記以外の影
響は「会計基準等の変更による会計方針の変更」としては取
り扱わず、「会計上の見積方法の変更」として、適用初年度の
損益としてその影響を反映させることとなります。

なお、上記（1）（ 2）（ 3）による影響額であっても、その他
の包括利益累計額に関連する繰延税金資産および繰延税金
負債に関連する影響額の場合は、その差額は、期首剰余金
を調整するのではなく、期首時点のその他の包括利益累計
額（評価・換算差額等）を調整することになります。

３．適用初年度における会計方針の変更の注記

企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の修正に関
する会計基準」（以下「過年度遡及会計基準」という）では、
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の際に、所定の注
記を求めています（表 3参照）。

しかしながら、改正前の監査委員会報告第66号に代えて
改正後の回収可能性適用指針を適用した場合の影響額を網
羅的に把握することが困難であることを考慮し、適用指針
では、注記すべき「影響額」を限定しています（回収可能性
適用指針49項（5））。

表 3　会計方針の変更に関する注記の記載事項

過年度遡及会計基準で求められる影響額注記 本適用指針で求められる影響額注記

・影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額

・1株当たり情報に対する影響額

・表示されている財務諸表のうち、最も古い期間の期首の純資産の額に反映さ
れた、表示期間より前の期間に関する会計方針の変更による遡及適用の累積
的影響額

期首における以下への影響額
①繰延税金資産
②利益剰余金
③その他の包括利益累計額（ 評価・換算差額等 ）

出所：筆者作成
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PwCあらた監査法人
アカウンティング・サポート部
シニアマネージャー　井上	雅子

「 税効果会計に適用する
  税率に関する適用指針」について

はじめに
　2016年 3月 14日、企業会計基準委員会（ ASBJ）より、企
業会計基準適用指針公開草案第 55号「税効果会計に適用
する税率に関する適用指針」（以下「税率適用指針」という）
が公表されました。ここでは、税効果に適用する税率の考
え方が大きく変わる提示がなされています。
　従来、税効果会計に適用する税率は、「繰延税金資産又
は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見
込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。」（税効
果会計に係る会計基準（以下「税効果会計基準」という）第
二　二 2）と定められており、具体的には、「決算日現在にお
ける税法規定に基づく税率による」とされてきました（会計制
度委員会報告第 8号「個別財務諸表に係る税効果会計に関
する実務指針」（以下「個別税効果実務指針」という）18項）。
また、税率の変更があった場合には、「過年度に計上された
繰延税金資産および繰延税金負債を新たな税率に基づき
再計算するものとする」（税効果会計基準注解（注 6））とされ
ており、具体的には、税制改正などにより税効果会計に適
用される税率が変更された場合には、「改正税法が決算日ま
でに公布されており、将来の適用税率が確定している場合
には改正後の税率を適用する」ことが示されています（個別
税効果実務指針 37項）。
　しかしながら、この取り扱いについては、年度末直前に行
われる税制改正による税率確定のタイミングの遅延等によ
る実務上の課題が指摘されており、ASBJでは、この課題を
解消することを目標として税率適用指針の開発を検討してお
り、このたびこの適用指針の公表に至りました。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、法
人としての見解ではないことをあらかじめ申し添えます。

1 概要

1．検討の経過

これまで、税効果会計については、企業会計審議会によ
り公表された税効果会計基準および同注解、ならびに日本
公認会計士協会（ JICPA）で公表している実務指針等に基づ
き財務諸表の作成実務は行われてきました。これについて、
2013年12月に開催された企業会計基準委員会において、
基準諮問会議により、これまで、JICPAで公表してきた税効
果会計に関する実務指針等（会計に関する部分）をASBJに
移管すべく審議を行うことが提言されました。これを受け
て、ASBJで審議を進めていくなかで、監査委員会報告第66
号「繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の取扱い」に
対する問題意識が特に強く聞かれたことから、繰延税金資
産の回収可能性に関する適用指針を先行して開発すること
とし、2015年12月に「繰延税金資産の回収可能性に関する
適用指針」が公表されました。その後、引き続き、JICPAに
おける税効果会計に関する実務指針全体の移管について検
討されるなかで、税効果会計に適用する税率に関する実務
上の課題についても税効果会計に関する実務指針全体の移
管作業から切り離して早急に対応すべきとの財務諸表作成
者からの強い意見が寄せられたことを受けて、他の論点に
先行して税率適用指針を開発することになりました。

2．税率適用指針公表の背景

わが国においては、通常、年度単位で定期的な税制改正
が行われます。具体的には、毎年12月下旬に「税制調査会」
より税制改正大綱が公表され、3月末までに当該税制改正大
綱に沿った税制改正案が国会での議論を経て可決され、改
正税法が公布された上で、4月1日から施行されるという流
れになります。ここ数年、改正税法の成立および公布が3月
末日の直前に行われるという事態が毎年発生しています。

そのため、それに関連して、実務上、以下のようなことが
懸念されてきました。
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（ 1）わが国の税効果に関連する会計基準では、税率の変更
は改正税法が公布された時点で認識することとされて
いる。そのため、3月末直前で改正税法が成立する場合、
公布の有無を確認するまで待って税効果会計の適用税
率を決定することになるため、3月決算会社における決
算業務や業績予測等の実務に支障をきたしている。

（ 2）地方自治体行政の改革の議論を踏まえ、地方税に係る
課税のスキームが年々変化しており、繰り返し地方税
法の改正およびその税率を規定した条例の改正が行わ
れている。そのなかで、上記のとおり、3月末直前で改
正地方税法が成立・公布される場合があるため、いく
つかの地方自治体では、地方税の税率の見直しを行う
条例の改正が年度内に間に合わず、その改正年度に差
し掛かってしまい、税効果会計の適用の実務が混乱し
ている。

（ 3）そもそも、決算日後に確定した税制の改正（税率の変更
も含む）は修正後発事象に該当するのではないかとい
う議論がある。

これらの懸念を踏まえ、ASBJでは、税効果会計に適用す
る税率の考え方を整理し、実務上の問題を解決すべく、この
たび税率適用指針を公表しました。

2 適用指針のポイント

１．税率適用指針の概要

税率適用指針では、税効果会計基準および同注解、ならび
に個別税効果実務指針および連結財効果実務指針に記載さ
れている、税効果会計に適用する税率に関する取り扱いを
確認した上で、以下のポイントについて見直しが提示され
ています。
● 改正された税率の適用時期
● 住民税および事業税に関する税率

以下では、これらのポイントについて、それぞれ説明を行
います。

２．改正された税率の適用時期

ポイント：「公布日」基準から「成立日」基準へ

前述のとおり、これまで、税効果会計に適用する税率は、
改正税法が決算日現在で公布されており、将来の適用税率
が確定している場合には改正後の税率を適用する、いわゆ
る「公布日基準」によることとされていました（個別税効果
実務指針18項）。

しかしながら、国会での成立から公布までに数日間の時間
を要し、例年、改正税法の公布が3月末日直前に行われてい

るという事態が、「公布日基準」の適用を実務上煩雑なもの
としていました。

そこで、税率適用指針では、税効果に適用する税率につい
て、従来の「公布日」基準に替えて、「成立日」基準、すなわち、
国会で法律の改正が成立した日をもって改正税法に規定さ
れている税率を適用することとしています。これにより、決
算業務や次年度計画策定業務において改正法律の公布を待
たずして、税効果会計に適用する税率を確定することがで
きるようになります。

なお、国際財務報告基準（ IFRS）においても、報告期間の
末日までに実質的に制定されている税率を適用することとさ
れているため、この適用指針により、IFRSの取り扱いと整合
することになるものと考えられます。

３．住民税および事業税に関する税率

ポイント：住民税および事業税の改正条例が成立していない場合の 
 取り扱いを明確化

住民税（法人税割）および事業税（所得割）（以下「住民税
等」という）の税率については、一般的に、地方税法で定め
る「標準税率」に、地方公共団体が独自に「超過税率」を上
乗せする形で税率が決められます。また、地方税法では、地
方公共団体で独自に上乗せできる「超過税率」の上限となる

「制限税率」も定めています。
この住民税等の地方税に係る税率の設定については、決

算日直前で行われる税制改正により税率が変更される場合、
その取り扱いがこれまでも議論になっていました。すなわ
ち、地方税法の改正が3月末までに国会で成立する一方で、
地方税法の改正を受けた条例等の改正については、各地
方公共団体の会議等での成立が3月末までに間に合わない
ケースがあったからです。

そこで、税率適用指針では、各地方公共団体における条例
等で税率が確定していない場合であっても、税率改正を含
んだ改正地方税法等が国会で成立しているのであれば、そ
れに規定される税率を税効果会計に適用する税率とするこ
とを明らかにしています（税率適用指針6項）。その上で、
改正地方税法が成立していて、かつ各地方公共団体で税率
改正の条例が成立していない場合の取り扱いについては、
税率適用指針では、それぞれの法律、条例の成立状況に合
わせた取り扱いを明らかにしています（ 表 1参照）。なお、
この取り扱いは、税率適用指針で新たに提示されたもので
はなく、これまでの実務上の取り扱いを踏まえた方法であ
るため、当該取り扱いが、過年度の財務諸表との比較可能性
を損ねるものではないと考えられます。

地方税法を改正するための法律が成立しているものの、
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改正税法を受けての条例の改正が未成立の場合には、地方
税法の改正を前提として、各地方公共団体が適用する税率
を過去の実績等を基礎として見積もることになります。

表１にあるように、例えば、地方自治体が、改正前の条例
において「標準税率で課税する」こととしているのであれば、
改正地方税の適用後も、同様に標準税率を適用することの
蓋然性が高いと考えられます。また、「超過税率で課税する」
こととしているのであれば超過税率を適用することになる
だろうと想定できます。その場合の超過部分の見積方法に
ついて、税率適用指針では、「超過税率による税率が改正直
前の地方税法等の標準税率を超える差分を考慮する」方法
をとして、以下の二つの方法が紹介されています（税率適用
指針第8項）。ただし他の合理的な方法を妨げるものではな
いとしています（税率改正適用指針21項）。
●  超過税率の部分をそのままスライドさせる方法（税率適

用指針8項（1））
● 標準税率に対する超過税率の上乗せ割合をそのままスラ

イドさせる方法（税率適用指針8項（2））

3 実務上の対応課題

1.  税率適用指針最終化の影響
税率適用指針は、平成28年3月末から適用する（詳細は

「 4 適用時期等」を参照）こととなります。

上記 2 の2.で説明した「改正された税率の適用時期」につ
いては、改正する法律が決算日までに成立したが、公布が決
算日後になったというようなイレギュラーな場合にその影
響が明確に現れます。

3月末までに、国会で地方税法等を改正するための法律が
成立している場合であっても、これを受けての各地方公共
団体における税率を定める条例の改正が3月末までに間に

合わない場合には、上記2 の3.で説明した「住民税および事
業税に関する税率」の取り扱いが適用されることになります
ので、そのための準備も必要となります（詳細は「２．『平成
28年度税制改正』での適用」参照）。

　
２．「 平成 28 年度税制改正 」での適用

2015年12月に税制調査会より公表された、「平成28年
度税制改正大綱」では、法人税の税率が段階的に引き下げら
れることとともに、法人事業税、住民税の税率引下げも盛り
込まれています。また、地方特別法人税の廃止が盛り込ま
れています（表 2参照）。

上記のように、平成28年度税制改正大綱では、税率ととも
に税制の体系そのものも大きく変わっていることから、上記
2の3.で説明した「超過税率による税率が改正直前の地方税
法等の標準税率を超える差分を考慮する」方法が、実態とか
い離するおそれがあります。そのため、仮に地方税法を改
正する法律が成立しているが、それを受けた各地方公共団
体における改正条例が成立していない場合において、当該

表 1　地方税の適用税率についての取り扱い（ 税率適用指針 7 項より）

決算日における国会の状況 決算日における地方公共団体の議会の状況 税率適用指針での取り扱い

地方税法を改正するための法律が未成立 決算日において成立している地方税法を基礎とした税率（すなわち改正前の税率 ）

地方税法を改正するための
法律が成立

改正税法を受けての条例の改正が成立 決算日において成立している地方税法を基礎とした税率（すなわち改正後の税率 ）

改正税法を受けての条例の改正が未成立 ①改正前の条例において標準税率で課税することが規定されているとき→改正後の
標準税率

②改正前の条例において超過税率で課税することが規定されているとき→改正直前
の超過税率分を考慮した税率（ 改正後の税率ベース）

出所：税率改正適用指針7項より筆者が作成

表 2　平成 28 年度税制改正で盛り込まれている税率改正（ 税効果関連部分のみ ）

改正前
改正案

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

法人税 23.9% 23.4% → 23.2％

事業税所得割（ 年 800 万円超の所得 ）* 6.0%（ 3.1％） 3.6%（ 0.7％） → →

制限税率割合 1.2 倍 2.0 倍 → →

地方特別法人税所得割（ 資本金1億円超の普通法人 ） 93.5% 414.2％ （ 廃止 ）

都道府県民税法人税割 3.2％ → 1.0% →

制限税率 4.2% → 2.0% →

市町村民税法人税割 9.7％ → 6.0％ →

制限税率 12.1% → 8.4％ →

地方法人税 4.4％ → 10.3％ →
＊下段のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率

出所：平成28年度税制改正大綱より筆者作成

特集：税効果会計の見直しについて
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特集：税効果会計の見直しについて

地方自治体が改正前の条例で超過税率を使用することとし
ている場合には、税効果に適用する税率の見積もり方法に
ついて、事前に検討しておくことが必要と考えられます。

なお、税制改正が税制改正大綱どおりに成立しますと、法
定実効税率は30％を割る水準になることになり、これに伴
い2016年3月期に、税率変更による繰延税金資産の取り崩
しが行われることになると考えられます。また、財務諸表上
税率変更に関する注記が必要になるものと想定されます。

3.税法そのものが変更された場合の取り扱い
「平成28年度税制改正大綱」では、繰越欠損金の控除限

度額の計算方法についても一部見直しが行われています。
そのため、繰延税金資産の回収可能性の評価における将来
減算一時差異等のスケジューリングにおいては、2016年度
税制改正における繰越欠損金制度の見直し部分を考慮する
か否かを検討する必要があります。

これまで会計基準等においては、税法そのものの改正を
税効果会計にどの時点で反映させるべきかという点を明示
したものはなく、実務においては、税効果会計の適用に当た
り、税率の改正と同様、公布日基準で改正税法の影響を反映
させるか否かの判断を行ってきたものと考えられます。今
回の税率適用指針では、あくまでも、現行の規定の範囲での
移行が想定されているため、この点については、これまでと
同様に判断が必要になるものと考えられます。

4 適用時期等
この税率適用指針は、「平成28年度税制改正大綱」に対応

した決算実務に間に合わせることを想定して、2016年3月
31日以後終了する連結会計年度および事業年度の年度末に
係る連結財務諸表および個別財務諸表から適用することと
されています（税率適用指針11項）。

井上	雅子	（いのうえ	まさこ）
PwCあらた監査法人
アカウンティング・サポート部  シニアマネージャー
2001年公認会計士登録。アシュアランス業務部門において、国内はも
とより米国SEC登録企業の監査に従事後、現在は、法人内での日本基準
およびIFRSの適用に関する相談業務に従事している。
メールアドレス：masako.inoue@jp.pwc.com
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1 税効果会計に関する会計基準等の体系

わが国の税効果会計に関する会計基準の基礎となるのは、
1998年に企業会計審議会が公表した「税効果会計に係る
会計基準」および同注解です。また、同年、税効果会計を
適用するに当たっての実務上の指針として、日本公認会計
士協会会計制度委員会より「連結財務諸表における税効果
会計に関する実務指針」「個別財務諸表における税効果会計
に関する実務指針」「中間財務諸表における税効果会計に関
する実務指針」などが公表され、また、繰延税金資産の回収
可能性の判断に関しては、日本公認会計士協会監査委員会
より「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の
取扱い」が公表されています。その他、「税効果会計に係る
Q&A」などにおいて、その後の会計基準等の改正などにあ
わせた実務上の取り扱いが、その度ごとに公表されていま
す。

一方、2000年に、わが国の会計基準設定主体として企業
会計基準委員会が発足し、連結納税制度の導入に合わせて
2002年に「連結納税制度を適用する場合の税効果会計の適
用に関する当面の取扱い（その1）」「連結納税制度を適用す
る場合の税効果会計の適用に関する当面の取扱い（その2）」
が公表されています。

このような歴史的な経緯から、税効果会計に関する会計
基準等の体系は少々複雑なものとなっています（表1参照）。
今回の税効果会計の見直しにより、日本公認会計士協会の
公表する各種公表物などを企業会計基準委員会の適用指針
に置き換えていく作業が進められ、この体系が幾分整理され
ることになると考えられます。また、法人税等に係る会計処
理全体を明らかにする会計基準の開発も検討されています。

前述のとおり、まずは、実務上の対応要請の強い「繰延税
金資産の回収可能性」と「税率」に関する議論が先行してな
され、それぞれ独立した適用指針の開発が進められていま
すが、いずれは、残された論点をクリアにしていくことにな
るものと考えられます。

はじめに
　わが国の税効果会計の適用に関しては、制度化から15
年以上が経過しようとしていますが、企業活動の国際化、不
確実性の高まりへの対応、税法の体系の変化等を背景に、
税効果会計に関する制度のあり方についていくつかの課題
が議論されています。
　2013年 12月には、企業会計基準委員会において、基準
諮問会議により税効果会計に関する実務指針について審議
を行うことが提言され、これを受けて、実務上の対応要請
の声が多く寄せられていた繰延税金資産の回収可能性に
関する議論、税率に関する議論が先行して行われています。
2015年 12月には、その皮切りとして企業会計基準適用指
針第 26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」

（以下「回収可能性適用指針」という）が企業会計基準委員
会（ ASBJ）より公表され、企業会計基準適用指針第 27号「税
効果会計に適用する税率に関する適用指針」（以下「税率適
用指針」という）も2016年 3月に公表されています。
　今後、引き続き ASBJにおいて税効果会計に関する残さ
れた議論についての検討が始まるものと考えられますが、
本稿では、今後どのような議論がなされていくことが考えら
れるのかを、想定される実務への影響も併せて解説いたし
ます。
　なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、
法人としての見解ではないことをあらかじめ申し添えます。

PwCあらた監査法人
名古屋製造流通サービス部
パートナー　市原	順二

税効果会計に関する基準の見直し
今後検討が想定される論点について

特集：税効果会計の見直しについて

20 PwC’s View — Vol. 02. May 2016



特集：税効果会計の見直しについて

2 検討が想定される論点

１．概要

現行のわが国における税効果会計においては、いくつか
の課題が提起されており、今後これらの課題について議論
が進められることになると考えられます。現時点で考えら
れている課題としては、主として以下の項目が挙げられて
います。
①税効果会計に関する開示
②未実現利益の消去に関する考え方
③連結納税と企業結合に係る税効果会計の整合性
④子会社の投資に係る税効果の取り扱いの整合性
⑤繰延税金資産の支払可能性

以下、それぞれについて解説をいたします。

２．税効果会計に関する開示

現行の税効果会計に関する注記事項は、「税効果会計に係
る会計基準」で以下の四項目が挙げられています（税効果会
計に係る会計基準　第四）。

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
2.税引前当期純利益又は税金等調整前当期純利益に対する法人税等

（法人税等調整額を含む。）の比率と法定実効税率との間に重要な
差異があるときは、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

3.税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正さ
れたときは、その旨及び修正額

4.決算日後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響

しかしながら財務諸表の利用者からは、とりわけ繰延税
金資産の回収可能性に関する情報、繰延税金資産および繰
延税金負債の変動に関する情報の開示の充実を求める声が
聞かれています。繰延税金資産の回収可能性の判断が、主

として将来の課税所得の見積もりを基礎として行われ、不
確実性を常にはらんでいるものであること、その判断の変
化が企業の業績に与える影響が決して小さいものではない、
ということがその背景にあると言えます。また、国際財務報
告基準においてはわが国の会計基準よりも多くの開示項目
が求められている状況でもあり、会計基準のコンバージェ
ンスの促進の観点からも開示レベルの引上げが議論の対象
となっています。

開示項目の充実は情報の透明化を一層進めるものではあ
りますが、特に連結ベースで考えた場合の開示情報の収集
プロセスの整備等、実務的な対応も求められますので、議論
の経過を注視することが必要と考えます。

３．未実現利益の消去に関する考え方

わが国の会計基準では、原則として「資産負債法」の考え
方をとっていながら、未実現利益の消去に関しては、例外的
に「繰延法」の考え方をとっています（「資産負債法」「繰延
法」については表２参照）。これは、連結会社間の取引によ
り生じた利益の課税は売却側で既に終了していることを論
拠にするもので、会計上の税金等調整前の損益と税金費用
とを対応させることを主眼に置いて適用されます。

この考え方に基づけば、既に未実現利益に対応して納付
された税金の額は確定しているため、将来に税率が変更さ
れたとしても税効果の額は変わることがなく、また、未実現
利益による繰延税金資産はいわば「前払税金」としての性格
を有するので、将来の担税力とは無関係に資産認識される
ことになります。

しかしながら、この取り扱いが資産負債法の例外になって
おり、国際財務報告基準では例外なく資産負債法によって
いることを踏まえると、このまま例外を残す形でいいのか、
というのが論点となっています。

これを見直すとした場合、未実現利益に関しては、購入者

表 1　税効果に関する公表された会計基準等

【 企業会計審議会 】
税効果会計に係る会計基準・同注解

【日本公認会計士協会 】
連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針

（ 会計制度委員会報告第 6 号 ）
個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針

（ 会計制度委員会報告第10 号 ）
中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針

（ 会計制度委員会報告第11号 ）
繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い

（ 監査委員会報告第 66 号 ）*
その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る
税効果会計の適用における監査上の取扱い

（ 監査委員会報告第70 号 ）*
税効果会計に関するＱ＆Ａ
など

【 企業会計基準委員会 】
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

（ 企業会計基準適用指針第26 号 ）
税効果会計に適用する税率に関する適用指針

（ 企業会計基準適用指針第27号 ）
連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関す
る当面の取扱い（その1）

（ 実務対応報告第 5号 ）
連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関す
る当面の取扱い（その2）

（ 実務対応報告第7号 ） 
など

＊2016年1月に廃止
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側における未実現利益を含んだ資産に係る一時差異とみる
ことになりますので、将来減算一時差異の場合は、他の繰延
税金資産と同様、購入者側の繰延税金資産の回収可能性の
検討対象となりますし、税率が変更された場合には変更後
の税率で繰延税金資産および繰延税金負債を評価すること
になります。

この見直しが行われた場合、未実現利益に係る税効果の
調整のために、過年度において納税を行った際の税率情報
を保持し続ける必要がなくなるという実務上のメリットは
ありますし、他の一時差異と同様に扱うことができるので考
え方としてはより明確にはなりますが、一方で、未実現利益
に係る一時差異についてのスケジューリングの考え方の整
理が改めて必要になるものと考えられます。

４．連結納税と企業結合に係る税効果会計の整合性

本論点は、かねてより会計基準間の不整合が指摘されて
いた事項です。「企業結合及び事業分離等に係る会計基準の
適用指針75項では、取得企業の税効果会計の取り扱いとし
て、企業結合による影響が企業結合年度より反映されるも
のとしていますので、企業結合される前の被取得企業での
税効果会計の適用に当たっては、企業結合されることを前
提とした回収可能性の判定は行わないことが求められてい
ます。

しかし一方で、「連結納税制度を適用する場合の税効果
会計の適用に関する当面の取扱い（その1）」Q12-2および
Q13では、新規適用・加入・離脱の際に、各々の意思決定
がなされ、実行される可能性が高いとされた時点等より、繰
延税金資産の回収可能性の判断に際し、その適用・加入・
離脱の影響を反映するものとしています。すなわち、子会
社株式の追加取得が行われて連結納税に加入する際には、
その意思決定の時点から、被取得企業の税効果会計の適用
に当たって回収可能性の判断にその影響を反映させること
となります。

このように両者の考え方が整合していない、という点の解

消が検討論点になります。

５．子会社への投資に係る税効果の取り扱いの整合性

税効果会計の適用に当たっては、個別財務諸表における
適用と連結財務諸表における適用がそれぞれ別の実務指針
で定められていましたが、子会社への投資に係る税効果に
ついては、その両者の取り扱いに整合性がみられないので
はという指摘があります。

具体的には、個別財務諸表においては、子会社投資に係る
減損などについて、特に他の一時差異と区分することなく、
当該会社の回収可能性の分類に従って回収可能性を判定す
ることになりますので、例えば回収可能性適用指針におけ
る（分類1）の企業であれば、子会社株式の減損損失に係る
一時差異も回収可能性ありとして繰延税金資産を認識する
ことになります。

しかし一方、連結財務諸表では、子会社の投資に係る留保
利益に係る将来加算一時差異は原則として認識するとしつ
つ、配当に係る課税関係が生じない可能性が高い場合の将
来加算一時差異に関して、以下の要件を満たす場合には税
効果を認識しないこととされています（連結税効果実務指
針37項）。

•親会社がその投資の売却を親会社自身で決めることができる
•予測可能な将来の期間に、その売却を行う意思がない

　この考え方は、子会社投資に係る一時差異は自社でコン
トロールできるものであるため、企業にその一時差異を解
消する意思がないのであれば税効果を考慮しない、という
ことを意図しています。

このように、子会社の投資に係る税効果の考え方につい
て個別財務諸表と連結財務諸表とで取り扱いが異なる場合
があり、特に回収可能性適用指針の（分類1）の企業ではそ
の取り扱いの相違が顕在化している状況です。

表 2　資産負債法と繰延法の比較

資産負債法 繰延法

考え方 会計上の資産又は負債の金額と税務上の資産又は負
債の金額との間に差異があり、会計上の資産又は負
債が将来回収又は決済されるなどにより当該差異が
解消されるときに、税金を減額又は増額させる効果
がある場合に、当該差異（ 一時差異 ）の発生年度に
それに対する繰延税金資産又は繰延税金負債を計上
する方法である。

会計上の収益又は費用の金額と税務上の益金又は
損金の額に相違がある場合、その相違項目のうち、
損益の期間帰属の相違に基づく差異（ 期間差異 ）に
ついて、発生した年度の当該差異に対する税金軽減
額又は税金負担額を差異が解消する年度まで貸借
対照表上、繰延税金資産又は繰延税金負債として計
上する方法である。

認識する会計と税務の差額 一時差異 期間差異

適用する税率 一時差異が解消される将来の年度に適用される税率 期間差異が発生した年度の課税所得に適用された税
率

回収可能性との関係 一時差異解消時点での回収可能性が問題となる 既に納付された事実を基礎として税効果会計を行う
ので、あまり問題にならない

（出所：個別税効果実務指針をもとに筆者加筆）

22 PwC’s View — Vol. 02. May 2016



特集：税効果会計の見直しについて

６．繰延税金負債の支払可能性

個別税効果実務指針では、「事業休止等により、会社が清
算するまでに明らかに将来加算一時差異を上回る損失が発
生し、課税所得が発生しないことが合理的に見込まれる場
合」（個別税効果実務指針24項）を繰延税金負債の支払可
能性がない場合の例として挙げています。しかしながら、こ
の例は非常に例外的であり、将来加算一時差異を認識した
場合にはほぼ自動的に繰延税金負債を認識している、とい
う実務が定着しているという見方があります。

一方で、前述５のとおり、連結財務諸表上の子会社の留保
利益に係る税効果においては、会社の意思によっては繰延
税金負債を認識しない場合もあり、繰延税金負債の認識に
関する考え方を改めて整理すべきでは、という問題認識に
基づく論点が提起されています。

3 今後の予定

今後、ASBJにおいて検討すべき論点を特定することにな
りますが、本稿の締切時点では、これら本稿で取り上げた論
点が議論されることになるのか、もしくは本稿で取り上げら
れていない論点が議論されることになるのかは明らかでは
ありません。

ASBJでは、検討すべき論点を明確にした上で、税効果会
計に関する適用指針の開発に着手するものと考えられます。
その際には、先行して検討している「税効果会計に適用する
税率に関する適用指針」を統合する形になることが想定され
ています（税率適用指針15項）。

市原	順二	（いちはら	じゅんじ）
PwCあらた監査法人
名古屋製造流通サービス部  パートナー
1994年公認会計士登録。2007年7月より3年間、企業会計基準委員
会に研究員として出向。
2010年帰任後は主として製造業の監査業務を担当。著書に「過年度遡
及の会計実務Q＆A」（中央経済社）など。日本公認会計士協会税効果会
計専門委員（現在）。
メールアドレス：junji.ichihara@jp.pwc.com
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はじめに
　本稿では、小売業界の取引のうち、返品権付販売、リベー
トが含まれる販売、商品陳列料の支払がある場合の収益認
識についてQ&A方式で解説します。なお、以下の質問では、
IFRS第 15号「顧客との契約から生じる収益」（以下「 IFRS15
号」）を適用すべき契約内容にフォーカスして検討していま
す。また、本文中の意見にわたる部分は筆者の私見である
ことをお断りします。

質問1　返品権付販売
小売店は、顧客に対して100個の商品を100円/個で販
売しています。当該商品の原価は50円で、顧客は購入後
180日間返品可能です。小売店は、同様の販売を反復継
続的に行っており、経験上、次の返品データを持ってい
ます。
・20%の確率で20個返品
・30%の確率で10個返品
・50%の確率で６個返品
従って、当取引から発生する返品数を次のように見積
もっています。

返品数の見積もり
=20%×20 個＋30%×10 個＋50%×６個

=10 個

　この場合、小売店はどれだけの収益を認識すべきで
しょうか。また、会計仕訳はどうすべきでしょうか。

小売店 顧客

商品販売
＠100円×100個

購入後180日間は
返品可能

回答
問題の所在

取引価格には、将来の事象の結果に左右される変動対価

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あらた監査法人　公認会計士
澤山	宏行

や条件付き対価の要素が含まれることがあります。将来返
品が見込まれる場合、当該部分は収益を認識すべきではな
い、という点はIFRS15号と現行のIAS第18号「収益」（以
下「 IAS18号」）とで差異はありませんが、両基準の要旨は
以下のとおりです。

【 IAS18 号 】 
（１） 返品に関する財政状態計算書（以下「 BS」）に関する

会計処理の明文規定なし
（２） 返品が見込まれる部分の収益を認識しない（ IAS18

号 10項、14項）
【 IFRS15 号 55 項、B20-B27 項 】 
（1-a） 返金負債の決済時に顧客から財の返還を受ける権利

について、資産を認識し、対応する原価を調整
（1-b） 払戻しに係る負債を認識する
（２） 返品が見込まれる部分の収益を認識しない

IAS18号とIFRS15号の潜在的な実務上の影響は以下が
考えられます。
■IAS18号：基準に定めがない
■IFRS15号：返金義務（負債）と返品資産に対する権利（資

産）とを相殺せず表示することを要求
=>返品資産に対する権利の認識など、BSに関する会計処

理の実務が統一される

検討のポイント 

対価が変動する場合には、「期待値」または「最も可能性の
高い金額」のうち、より状況を反映できるアプローチを用い
て見積もる必要があります。

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します。これに対して、
最も可能性の高い金額アプローチは、発生する可能性のあ
る金額の範囲のなかで最も発生する可能性の高い金額を表
します。

いずれのアプローチを採用するかは、会計方針の選択では

第 2 回 小売業界

会計／監査
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なく、より適切なアプローチを選択することになります。す
なわち、経営者は、契約条件に基づいて、また、合理的に利
用可能な情報の全てを考慮して、企業が受け取る権利を得る
対価の金額を最もよく予測できると見込んでいるアプローチ
を用いる必要があります。また、使用するアプローチは、契
約全体を通して首尾一貫して適用する必要があります。

考え方 

返品可能期間は180日と比較的長いですが、Ａ社は顧客
に対して同様の取引を反復継続的に行っており、同顧客か
らの返品データも有しています。そのため、期待値アプロー
チで見積もった返品数（ 10個）は返品可能期間が終了し不
確実性が解消した時点で、収益の重大な戻入れが生じない
可能性が非常に高いと考えられることから、売上に含める

（控除する）ことができます。
また、会計仕訳は次のようになります（消費税等は考慮し

ない）。

（単位：円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

売掛金 10,000
売上高（ *1） 9,000

返金負債  1,000

売上原価 4,500 棚卸資産（ *2） 4,500

返品権 500 棚卸資産 500
（*1）＠100円×（100個－返品10個）= 9,000円 
（*2）＠ 50円×（100個－返品10個）= 4,500円

質問2　リベートが含まれる販売
小売店は、顧客が20千円/個の商品３個を購入すると「無
料でさらに１個」もらえるキャンペーンを実施していま
す。このキャンペーンで追加の１個の商品を受け取るた
めには、顧客は葉書にて応募する必要があります（応募
期間は商品購入から３カ月以内）。小売店は、同様のキャ
ンペーンを過去に行ったことがあり、この経験に基づき、
顧客から75％の応募があると見込んでいます。
この場合、小売店はどれだけの収益を認識すべきでしょ
うか。

小売店 顧客

商品販売

支払＠20千円×3個

無料でさらに1個
もらえるキャンペーン

回答
検討のポイント 

３個の商品を購入した顧客は、「無料でさらに１個」追加

の商品を受け取る権利を有しています。当該権利が、顧客
が当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権
利を顧客に提供している場合には、企業は、当該追加的な商
品の提供を別個の履行義務として取り扱うことになります

（IFRS15号B40項）。
契約に複数の履行義務が存在する場合には、取引価格

を独立販売価格の比率で配分することが必要になります
（IFRS15号74項）。

考え方

「無料でさらに１個」追加の商品を受け取る権利が、同様
の製品を販売する同業他社が同様のオプションを提供して
いる、もしくは、業界慣行となっているなどに該当しない
場合には、顧客に重要な権利を提供していることになると
考えられます。顧客に重要な権利を提供している場合には、
顧客は実質的に追加で受け取る商品に対して、企業に前払
いをしている状況にあると考えられます。そのため、企業
は当該追加の商品の提供時に収益を認識することになるこ
とから、取引価格を無料で１個受け取る権利に配分するこ
とが必要になります。

質問２の設例では、まず、無料で１個受け取る権利の価値
（予想応募率考慮後の独立販売価格）を算定することが必要に
なります。顧客からの応募の確率が75％と見込まれているこ
とから15千円（20千円×75%）を計算の基礎とします。ここ
から、無料で１個受け取る権利の価格は12千円（60千円（20
千円×３個）×（ 15千円÷（ 60千円＋15千円）））と計算され
ます（ケース１）。従って、小売店は商品３個販売時に48千
円（60千円－12千円）の収益を認識し、また、12千円の収益
を繰り延べます。当該繰延収益は、応募券が利用されるか、
または、利用期限が到来したときに収益認識されます。

なお、仮に小売店が過去に同様のキャンペーンを行った
ことがなく顧客からの応募確率を見込むことができない場
合は、小売店は応募の確率を100％として、商品３個販売
時に15千円（ 60千円×（ 20千円÷（ 60千円＋20千円）））
の収益を繰り延べるとともに、45千円の収益を認識するこ
とになります（ケース２）。その上で、当該繰延収益は、応
募券が利用されるか、利用期限が到来したとき、または、見
積もることができるようになった段階で収益として認識さ
れることになります。

（単位：千円）

ケース 応募確率 独立販売価格 無料で１個受け取る権利の
価格

1 見積もることが
できる場合 20×75% =15 60×（15÷（60＋15））＝12

75%

2 見積もることが
できない場合 20×100%=20 60×（20÷（60＋20））＝15

100%
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（ ケース１）応募確率を75％と見積もることができる場合 
（単位：千円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

売掛金 60
売上高 48

繰延収益 12

（ケース２）応募確率を見積もることができない場合（100％） 
（単位：千円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

売掛金 60
売上高 45

繰延収益 15

質問3　商品陳列料
製造業者は、小売店に対して製品を８百万円で販売しま
した。同時に製造業者は、自社製品の陳列の便宜を図っ
てもらうことを目的に、払戻しのできない１百万円の前
渡金を小売店に支払いました。
この場合、製造業者はどれだけの収益を認識すべきで
しょうか。

製造業者 小売店
（顧客）

商品販売

支払 8百万円

商品陳列料
1百万円

回答
検討のポイント

小売店が商品陳列の便宜を図ること（商品陳列サービス）
が、製品販売とは別個の財またはサービスとして製造業者
と交換するものであると判断される場合には、前渡金は取
引価格から減額されず、例えば、販売促進費等として会計処
理することになると考えられます。しかし、商品陳列サービ
スが、製造業者の製品販売に寄与し、小売店による別個の財
またはサービスの提供ではないと考えられる場合には、製

品販売に関連して顧客に支払われる対価として会計処理す
ることになると考えられます。

顧客に支払われる対価については、顧客が企業に移転す
る別個のものである財またはサービスと交換によるもので
ある場合を除き、取引価格の減額として処理しなければな
りません（IFRS15号70項）。

考え方

本ケースでは、小売店は、製造業者との取引に関係なく、商
品陳列サービスを個別に販売していません。また、製造業者は、
当該サービスの便益を小売店への商品の販売によってのみ得
ることができるため、商品陳列に係るサービスは製品販売とは
区別できないものと考えられます。このため、製造業者は、商
品陳列サービスの対価として小売店に支払った前渡金１百万
円については、取引価格の減額として取り扱い、製品の支配が
小売店に移転したときに７百万円（製品の対価８百万円－前
渡金１百万円）の収益を認識することになります。

（単位：百万円）

（ 借方 ） （ 貸方 ）

前渡金 1 現金預金 1

売掛金 8
売上高 7

前渡金 1

税務研究会「週刊経営財務」（ 2015年2月16日号）掲載記
事より一部改編
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わが国の収益認識に関する
包括的な会計基準の開発に係る最新動向

はじめに
　2016年 2月 4日に、企業会計基準委員会（以下「ASBJ」）
は、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発について
の意見の募集」（以下「本意見募集文書」）を公表しました。
本意見募集文書は、2014年 5月 28日に、米国財務会計基
準審議会（以下「 FASB」）との共同プロジェクトの成果として、
国際会計基準審議会（以下「 IASB」）が公表した IFRS第 15号

「顧客との契約から生じる収益」（以下「 IFRS第 15号」）と同
様の内容をわが国における収益認識に関する包括的な会計
基準として「仮に」導入した場合に生じる適用上の課題や今
後の検討の進め方に対する意見を幅広く収集し、把握するこ
とを目的としています。
　本稿では、まず、ASBJが本意見募集文書を公表するに
至った背景や本意見募集文書を構成する第 1部「 IFRS第 15
号に関して予備的に識別している適用上の課題」および第 2
部「 IFRS第 15号の概要」について解説します。
　また、本稿では、IFRS第 15号を読み解くためのポイント
となる収益認識の会計処理を適用するための五つのステッ
プのモデルと簡易な取引事例にこの五つのステップを当て
はめた場合の考え方を解説します。
　損益計算書のトップラインに影響を与える基準開発に向
けた ASBJの意見募集と本意見募集文書に対する利害関係
者からのフィードバックの内容は、今後の基準作りに大きな
影響を与えるものと考えます。
　なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見である
ことをあらかじめお断りします。

1 本意見募集文書の公表の背景

①日本基準に基づいた収益認識に係る会計実務
ASBJは、従前より日本の金融資本市場への信頼性を確保

する観点から、IFRSとのコンバージェンスを進めるなど、日
本基準を高品質で国際的に整合性のあるものとする取り組
みを行っています。

しかしながら、日本基準には、収益認識に関する包括的な
会計基準は存在しません。実務対応報告第17号「ソフトウェ
ア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（ 2006
年3月30日）及び企業会計基準第15号「工事契約に関する
会計基準」（ 2007年12月27日）といった特定の取引に関
する個別の基準は存在していますが、これらの基準の対象
外となる取引については、「売上高は、実現主義の原則に従
い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに
限る」（企業会計原則第二 損益計算書原則三B）という実現
主義の原則に照らして会計処理されています。

② IFRS第15号に基づいた収益認識に係る会計実務
2014年5月にIASBがIFRS第15号を公表し、FASBもほ

ぼ同時に文言レベルでおおむね同一の基準をトピック606
「顧客との契約から生じる収益」（以下「トピック606」）と
して公表しています。このため、IFRSと米国基準とのいず
れかの基準により作成される財務諸表上の収益の金額は、
ほぼ同一の収益認識の基準に基づいて会計処理されること
となります。

③ IFRS第15号の内容を出発点とした検討
ASBJは、上述①および②を踏まえて、2015年3月20日

開催の企業会計基準委員会において、IFRS第15号を踏まえ
た収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討
に着手することを決定し検討を進めています。

この検討に当たって、IFRS第15号と同一の内容で会計基
準を導入した場合に適用上の課題が生じ得ることを、ASBJ
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は想定しています。しかしながら、以下の観点から、IFRS
第15号を踏まえた収益認識に関する包括的な会計基準の開
発を行うことは意義のあるものと考えています。
イ）日本基準の体系の整備
 収益認識に関する包括的な会計基準の開発は、会計基準

の体系の整備につながり、日本基準の高品質化に寄与す
ることが期待できます。

ロ）企業間の財務諸表の比較可能性の向上
 上述②のとおり、IFRS第15号とトピック606とは文言

レベルでおおむね同一の基準となっています。また、こ
の基準では、業種や取引の種類や形態にかかわらず、類
似の取引については同一のガイダンスを適用するものと
なっています。このため、日本基準による収益計上額に
係る企業間の比較可能性についても、業種横断的な観点
や国際的な観点からも改善されることが期待できます。

ハ）開示情報の拡充
　 IFRS第15号では、収益認識に関する開示要求が大幅に

拡充されており、同様の内容の規定に基づいて財務報告
が作成されることは、より情報利用者のニーズに合った
情報が提供されることが期待できます。

さらに、ASBJは、以下の観点から、本意見募集文書では、
IFRS第15号を出発点として検討するものとし、仮にIFRS
第15号と同一の内容で導入した場合に生じ得る論点を予備
的に識別し適用上の課題の分析を行っています。
• IFRS第15号の内容を出発点としない場合に、開発される基

準の内容について国際的な整合性を図ることが難しいこと。
• IFRS第15号の特徴である収益認識の五つのステップを

踏まえた体系を評価することが必要と考えられること。
• 指定国際会計基準や米国基準を適用して連結財務諸表を

作成する企業は、個別財務諸表においても同様の内容の
基準を用いることへのニーズが聞かれること。

④ 開発する日本基準の内容
ASBJは、過去、IFRS等の国際的な会計基準とのコンバー

ジェンスを図る観点から日本基準の開発を行う際に、必ず
しも内容や文言について同一のものとはしていません。こ
のため、今後の基準開発において、新たな日本基準の内容や
文言についてIFRS第15号との間でどの程度の整合性を図
るべきなのかなどは、本意見募集文書に寄せられるコメン
ト等を踏まえ、検討されることとなります。

また、本意見募集文書では、開発する日本基準の適用範囲
については、特段の制約は設けておらず、連結財務諸表およ
び個別財務諸表へ導入した場合に生じ得る論点を予備的に
識別し適用上の分析を行っています。

2 本意見募集文書の概要

① 構成
本意見募集文書は、公表の経緯および質問事項（図表 1参

照）などを含む前文に続いて、第1部「 IFRS第15号に関し
て予備的に識別している適用上の課題」と第2部「 IFRS第
15号の概要」で構成されています。

なお、IFRS第15号およびトピック606は、基準の導入実
務を支援するため、基準の一部について明確化を目的とし
た限定的な修正が検討されていますが、本意見募集文書は、
2014年5月28日に公表されたIFRS第15号を前提として
います。

② 第1部「 IFRS第15号に関して予備的に識別している適用
上の課題」
IFRS第15号の主な特徴の一つは、五つのステップを適用

して収益の認識を検討することにあります。このため、本意
見募集文書では、主にこの五つのステップに沿って、予備的
に識別している適用上の課題17項目の論点を取り上げ（図
表 2参照）ています。各論点の解説の冒頭で、その論点につ
いて影響を受けると考えられる具体的事例を示し、日本基準
における実務とIFRS第15号での取り扱い、財務報告数値の

図表 1　意見募集文書の質問事項

No. 質問内容

質問1 回答者の立場（ 財務諸表利用者、財務諸表作成者、監査人、学識経験者、その他 ）

質問2 わが国における収益認識に関する包括的な会計基準を開発するに当たって、IFRS第15号の内容を出発点として検討を行うことに対する意見

質問3 17の論点に対する意見
•「 予備的に識別した適用上の課題 」の内容の適切性に対する意見と、記載された課題以外に検討が必要と考えられる適用上の課題の内容
•「 影響を受けると考えられる取引例」の取引例の適切性に対する意見と、記載された取引例以外に影響を受けると考えられる取引
•その他

質問4 本意見募集で示した17の論点以外に、適用上の課題を識別している論点の内容

質問5 本意見募集で示したIFRS第15号で定められている注記事項について、特に有用と考えられるものと、取り入れることに特に懸念があるものに
ついて、その内容と理由

質問6 その他、わが国の収益認識に関する包括的な会計基準の開発に対する意見

会計／監査
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相違、予備的に識別した適用上の課題、影響を受けると考え
られる取引例を説明しています。そして、これらの説明を踏
まえて、冒頭で取り上げた具体的事例について、IFRS第15
号を仮に導入した場合に考えられる影響を解説しています。

③ 第2部「IFRS第15号の概要」
IFRS第15号の概要や収益認識の五つのステップに沿っ

た個別論点やその他表示や開示に係るガイダンスの概要を
解説しています。

3  IFRS第15 号を読み解くポイント

ここでは、ASBJが収益認識に関する包括的な会計基準の
開発において、出発点としたIFRS第15号を読み解くポイン
トについて解説します。

① IFRS第15号の目的
顧客との契約から生じる収益及びキャッシュフローの性

質、金額、時期及び不確実性に関する有用な情報を財務諸
表利用者に報告するために、企業が適用しなければならな
い原則を定めたものが、IFRS第15号です。　

この目的を達成するため、IFRS第15号では、「企業が収益
の認識を、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該
財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる
対価を反映する金額で描写するように行わなければならな
い。」という中心となる原則が定められています。

② 五つのステップのモデル
上述の中心となる原則に従って収益を認識するために、こ

の原則に含まれる構成要素をステップに分けたものが、以
下の五つのステップとなります。

ステップ1
（ 対象となる契約の範囲
を把握）

顧客との契約の識別
企業は、顧客と合意し、所定の要件を満たす契
約を識別します。

ステップ 2
（会計処理の単位を識別）

契約における履行義務の識別
企業は、契約に含まれる顧客との約束（ 履行義
務 ）が単一なのか複数あるのかを判断します。

ステップ 3
（ 対象となる契約に係る
収益の額を算定）

取引価格の算定
約束した財またはサービスの顧客への移転と交
換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金
額（ 取引価格 ）を算定します。

ステップ 4
（ 各履行義務に係る収益
の額を取引価格の配分に
よって算定）

取引価格を識別した履行義務へ配分
ステップ 2で複数の履行義務を識別した場合
に、取引価格を各履行義務へそれぞれの独立販
売価格の比率に基づいて配分します。

ステップ 5
（ 一時点又は一定期間に
わたり収益を認識）

企業が履行義務を充足するとき（または、充足
するにつれて）収益を認識
企業は、約束した財またはサービスを顧客に移
転する（ 顧客との約束を履行する ）ことにより
履行義務を充足します。このような履行義務の
充足は、一般的な商品の販売取引のように一時
点で充足される場合と、通常のサービス提供の
ように一定の期間にわたり充足される場合があ
ります。

③ 開示（注記事項）の拡充
IFRS第15号では、顧客との契約から生じる収益及び

キャッシュフローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸
表利用者が理解できるようにするために十分な情報を企業
が開示するため、収益に関する定量的・定性的な情報の注
記を要求しています。

④ 具体的な事例での検討
前述の五つのステップを具体的な取引に適用すると以下

のようになります。

図表 2　予備的に識別している適用上の課題

Ⅰ.主に収益認識の金額や時期に影響を与える可能性のある主要な論点

論点①（ステップ1）契約の結合 論点②（ステップ1）契約の変更 論点③（ ステップ 2 ）約束した財またはサービス
が別個のものか否かの判断

論点④（ ステップ 2 ）追加的な財またはサービスに
対する顧客のオプション

論点⑤（ステップ 2）知的財産ライセンスの供与 論点⑥（ステップ 3）変動対価（ 売り上げ等に応じ
て変動するリベート、仮価格等 ）

論点⑦（ステップ 3）返品権付き販売 論点⑧（ステップ 4 ）独立販売価格に基づく配分 論点⑨（ ステップ 5 ）一定の期間にわたり充足さ
れる履行義務

論点⑩（ステップ 5）一時点で充足される履行義務 論点⑪（ ステップ 5 ）顧客の未行使の権利（ 商品券
等 ）

論点⑫（ステップ 5）返金不能の前払報酬

Ⅱ．主に財務諸表における収益の表示に影響を与える可能性のある主要な論点

論点⑬（ステップ２）本人か代理人かの検討（ 総額
表示 or純額表示 ）

論点⑭（ステップ 3）第三者に代わって回収される
金額（間接税等 ）

論点⑮（ ステップ 3 ）顧客に支払われる対価の表
示

Ⅲ．その他の論点

論点⑯契約コスト 論点⑰貸借対照表項目の表示

Ⅳ．開示（ 注記事項 ）
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事例の概要
契約内容:
企業は、当期首に、顧客との間で、標準的な商品Aの販売と2年間（当
期及び翌期）保守サービス提供することを約束しています。
取引価格:
A商品と保守サービスに対する対価の合計額は、12百万円です。
独立販売価格:
通常、商品Aは10百万円、2年間の保守サービスは2百万円で販売
されています。
商品Aの販売と保守サービスの性質（以下のように仮定する）:
商品A の販売:一時点で顧客に移転。
保守サービス:一定の期間（サービス提供期間）にわたり顧客に提供。

ステップ1
顧客との契約を識別
企業と顧客との約束が、所定の要件を充足する顧客との契約
に該当することを確認します。

ステップ 2
契約における履行義務を識別
A商品の販売と保守サービスの提供が、別々の顧客との約束

（ 履行義務 ）であることを判断します。

ステップ 3
取引価格の算定
A商品の販売と保守サービスの提供と交換に企業が権利を得
ると見込んでいる対価の金額が12百万円と算定します。

ステップ 4

取引価格を識別した履行義務へ配分
ステップ 2で識別したA商品の販売と保守サービスの提供へ
取引価格をそれぞれの独立販売価格の比率（ 商品Aは10百万
円、保守サービスは2百万円）に基づいて配分します。

ステップ 5

企業が履行義務を充足するとき（または、充足するにつれて）
収益を認識
A商品の販売は、一時点で収益を認識し、保守サービスの提
供は、2年間の契約期間にわたり収益を認識します。

4  今後の予定

ASBJは、本意見募集文書に寄せられた意見を踏まえて、
包括的な会計基準の開発を行う予定となっています。

また、本意見募集文書では、今後の審議状況によるため、
最終的な基準化の時期の目標を現時点で定めることは、必
ずしも容易でないとしています。他方で、指定国際会計基
準の任意適用企業が増加している環境から、これらの企
業や米国基準を利用する企業が、連結財務諸表において
IFRS第15号またはトピック606を強制適用するタイミン
グに、個別財務諸表において、日本の包括的な収益認識基
準を適用することが可能になるように基準開発を進めるべ
きとの意見があることも言及しています。このため、ASBJ
は、IFRS第15号およびトピック606の強制適用日（IFRS第
15号は、2018年1月1日以降開始する事業年度、トピック
606は、2017年12月15日より後に開始する事業年度）に、
新しい日本の収益認識基準の（早期）適用が可能となること
を当面の目標としています。

多くの企業に影響を与える可能性の高い損益計算書の
トップラインに係る包括的な基準開発となるため、より幅広
い利害関係者からのフィードバックを踏まえた検討が必要
と考えられ、本意見募集文書の公表は意義深いものと考え
ます。

IFRS第15号の中心となる原則
企業は、顧客への約束した財又はサービスの移転を
当該財又はサービスとの交換で権利を得ると
見込んでいる対価を反映する金額で
描写するように収益を認識しなければならない。

ステップ1
顧客との
契約の識別

契約の結合や契約の変
更のガイダンスを適用
することにより、影響が
生じる可能性がある。

現行の日本基準の実務
で識別されていない新
たな履行義務が識別さ
れる可能性がある。

現在の日本基準の実務と異
なり、不確実性が解消する前
に、変動する対価が取引価
格に含まれる可能性がある。
貨幣の時間価値を織り込む
ことが要求される可能性が
ある。

現行の日本基準の実
務で利用している配
分方法を変更しなけ
ればならない可能性
がある。

収益と関連するコス
トを認識する時期が、
現行の日本基準の実
務とは、異なる可能性
がある。ステップ2

契約における
履行義務の識別

ステップ3
取引価格
の算定

ステップ4
取引価格の
履行義務
への配分

ステップ5
収益の認識

開示の拡充
（定性的・定量的情報）

図表3　IFRS第15号の概要：収益認識の五つのステップのモデル

会計／監査
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ソリューション

1 DCの普及状況とDC法改正案

DCは、2001年10月に導入された掛金建の制度です。具
体的には、個人ごとの口座を開設し、あらかじめ拠出する掛
金額の算定方法を定めておき、事業主等が拠出した掛金を
加入者が資産運用し、その結果により給付額が決まる仕組
みです。2015年11月末現在、DCを実施する会社の従業員
を対象とする企業型DCの加入者数は約546万人であるも
のの、企業年金や企業型DCを実施していない会社の従業員
を対象とする個人型DCの加入者数は約24万人となってお
り、わが国においては、DCは依然として普及段階にあるこ
とがうかがえます。厚生年金基金が実質廃止となる中、DC
は、その後継制度の一つとしても検討されてきており、企業
年金制度としての利便性を向上し、より活用されるよう、企
業年金部会でも議論されてきました。2015年4月に国会に
提出されたDC法改正案は、このような企業年金部会の議論
の整理と2015年度（平成27年度）税制改正大綱に基づく
ものであり、高齢期の所得確保のための公的年金を補完す
る企業年金の充実を図ることが趣旨となっています。

2 DCの特徴
（制度設計の柔軟性とリスクシェアリング）

企業年金部会の議論の整理においても記述されています
が、DCの特徴の一つとして、さまざまなライフコースに対
応した柔軟な制度設計と運営が可能な点があります。米国
では、さまざまなタイプのDCが存在し普及していますが、
その背景として、税法上の拠出限度額が大きいことや、加入
中であっても一定の借り入れが可能であることなどの制度
の利便性があります。また、公務員を対象としたDCもあり、
広範な人々を対象とすることが可能となっています。

わが国においてDCが導入された背景には、DBの資産運
用環境の悪化や退職給付会計の導入による影響などもあり、
人事制度の観点のみならず、企業の負う運用リスクや負債

はじめに
　社会保障審議会企業年金部会（以下「企業年金部会」）で
は、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律（2013年（平成 25
年）法律第 63号、以下「健全化法」という）に基づく厚生年
金基金制度の見直しと併せて、確定給付企業年金（DB）と
確定拠出年金（DC）のあり方についても議論が進められ、
2015年 1月には「社会保障審議会企業年金部会の議論の
整理」（以下「議論の整理」という）が公表され、見直しを行
うものと引き続き議論を行うものが示されました。
　これを受け、2015年 4月「確定拠出年金法等の一部を改
正する法律案」（以下「 DC法改正案」という）が国会に提出さ
れ、9月に衆議院を通過、閉会により継続審議となりました
が、2016年 1月から開会、6月までには成立の見通しが立て
られています。
　本稿では、DCの普及状況を振り返りながら、DC法改正案
の内容について解説します。改正案が成立すると、DCを実
施する企業は、運用商品や投資教育などに関し新たな対応
が必要となります。本文中の意見にわたる部分は筆者の私
見であり、PwCあらた監査法人または所属部門の正式見解
でないことをあらかじめお断りします。

PwCあらた監査法人
第2金融部（保険･共済）
年金数理人　井川	孝之

確定拠出年金（ DC）法改正案の内容
【 年金改正解説②】
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を軽減する観点からDCが捉えられてきた面があります。冒
頭で述べたとおり、わが国のDCは十分普及している状況に
はなく、企業年金部会でも制度としてのDCを活用する観点
から議論がなされています。

DCを導入し拡大する場合、既存のDBが縮小されることも
多く、加入者の負う運用リスクに留意する必要があります。
企業が実施するDBとDCの割合は、リスクシェアリングを
表す一つの指標にもなります。企業の財務状況や人事制度
の考え方を踏まえながら、労使間のリスクシェアリングに関
する方針を明確化し対応することが重要と考えられます。

3 DC法改正案の内容

DC法改正案は、前述のとおり、企業年金部会の議論の整
理をもとに策定されており、その概要は、以下のとおりと
なっています（スケジュールについては図1を参照）。

（ 1） 企業年金の普及・拡大に関する内容

 中小企業における企業年金の実施率が低い状況にあるこ
となどから、企業年金の実施が困難な中小企業（従業員
数100人以下）を対象として、設立手続きなどを大幅に
緩和した「簡易型DC」の仕組みが新たに設けられていま
す。同じく中小企業（従業員数100人以下）に限り、個
人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出
を可能とする「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制
度」も新たに創設されています。

 また、DCの拠出限度額が年単位で規定されています。
より柔軟な掛金の拠出設計が可能となりますが、従業員

が追加で払い込みできるマッチング拠出の取り扱い詳細
については、法案の段階では明らかになっておらず、政
省令や通知で規定されるものと推察されます。

（ 2 ） ライフコースの多様化への対応

 労働の多様化が進んでいる状況も踏まえ、個人型DCに
ついて、国民年金（基礎年金）の第3号被保険者や企業
年金加入者、公務員等共済加入者も加入可能とされてい
ます。2014年3月末現在、第3号被保険者は945万人、
共済年金の加入者数は440万人であり、2015年11月
末現在の個人型DCの加入者数約24万人と比較すると、
相当対象範囲が拡大することとなります。

 また、DCからDBなどの他制度への資産の持ち運び（ポー
タビリティー）についても拡充されています。従来は不
可とされていたDCからDBへの資産移換などが可能とさ
れています。

（ 3 ） DC運用の改善

 前述のとおり、DCは加入者が運用しその結果により給
付額が決まる制度であり、加入者の資産運用が制度運営
における重要なポイントの一つとなります（図 2参照）。
運営管理機関が運用商品を提示し、企業型DCでは事業
主等が投資教育を実施します。加入者は、投資教育など
を通じて投資知識を得て、提供された運用商品のなかか
ら商品を選びます。このため、提供される運用商品や投
資教育は、制度運営において重要な役割を果たすことと
なります。そこで、DC法改正案では、運用に関し、次の
新たなルールを規定しています。

図1　DC法改正案のスケジュール

[ 改正案の概要 ]
● 企業年金の普及・拡大
● ライフコースの多様化への対応
● DCの運用の改善
● その他

企業年金
部会での
議論

2015年4月
DC法改正案
提出

2016年6月まで
に成立の
可能性

成立の場合、
2018年6月までに
漸次実施の
見通し

図2　DCの運用に関する仕組み

事業主等が拠出

運営管理機関
が運用商品を
提示

事業主等
が投資教育を
実施

提示された
運用商品から
商品を選択して
積立金を運用

拠出額と
運用収益との
合計額をもとに
給付額が決まる

拠出 運用 給付

商品A

商品B

商品C

加入者個々人
が運用商品を
選択

（厚生労働省資料を加工して作成）

ソリューション
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ソリューション

［DC運用に関する改正案の主な内容］
・運用商品数を制限（具体的な数は政令規定）
・運用商品除外規定を整備
・元本確保型商品については労使合意に基づく提供に

変更
・デフォルト商品（加入者が商品選択を行わない場合の

指定運用方法）に係る規定を整備
・継続投資教育の努力義務化

DCを実施する会社は、運用商品の選定・提示などを運営
管理機関へ委託することが一般的ですが、改正案では、加入
者の利益を確保するため、委託する運営管理機関を5年ご
とに評価し、検討を加え、必要に応じ変更することを事業主
の努力義務としています。

運用商品については、提供数は増加傾向にあり、半数以上
の企業が16本以上という状況などから、運用商品数の制限
や除外規定の整備がなされています。また、従来一つ以上
提供義務があった元本確保型商品について、労使合意に基
づく提供に変更され、デフォルト商品に係る規定が整備さ
れています。

継続投資教育については、従来、配慮義務とされていまし
たが、継続教育の実施状況（ 2013年度：55.2%）にも鑑み、
改正案では努力義務とされています。

4 改正された場合の対応（ 運営管理等 ）

DC法改正案が成立した場合、DCを実施する企業において
必要となる運営管理に関する対応などについてご説明します。

（ 1） 法改正された場合のチェックポイント

上述の改正案の内容から、下記の事項について確認や検
討などが必要となります。

［チェックポイント］
・運営管理機関の選定と委託範囲
・提供する運用商品
・投資教育の計画と実施
・制度設計

上記のそれぞれの対応については、この後ご説明します
が、同時にこれらの対応を適切に実施していくために、法令
に準拠したDCガバナンスを構築していくことが何より重要
となります。提供する運用商品や実施する投資教育は、加

入者の運用結果に影響をもたらし、DCの受託者責任の根本
にかかわるものであるからです。DC導入時、労使間で想定
利回りを用いた場合などは、それも踏まえた対応が求めら
れるでしょう。

（ 2 ） 運営管理機関に関する対応

改正案が成立すると、運営管理機関の定期的な評価と必
要に応じた変更が努力義務化されます。運営管理機関への
委託業務の範囲や内容などを再確認し、評価項目を明確化
した上で、加入者にとって最善な機関を選定する努力が必
要となります。なお、運営管理業務には、専門的な内容が含
まれることに留意します。

（ 3 ） 運用商品に関する対応

提供する運用商品を定期的にモニタリングし、除外など
の必要性を検討することとなります。DC法では、運用商品
の選定に専門的知見が要請されており、商品の選定や除外
などについては、商品選定する運営管理機関の専門性がど
のような形で担保されているかなどについても確認が必要
でしょう。

（ 4 ） 投資教育に関する対応

提供される運用商品を用いて、加入者が継続して自ら運
用していくための運用に関する基礎的な資料や情報が提供
され説明が受けられるようになっているか点検し、必要な
措置を講じる努力が義務付けられます。現在実施している
投資教育についてレビューし、どのように投資教育を継続
的に提供すべきか、検討します。この際、可能であれば、加
入者の運用利回りの平均やばらつきの状況などについても
把握しておくことが望ましいでしょう。投資教育は、加入者
コミュニケーションの一部であり、DCの制度としての成否
を握る鍵ともいえます。

（ 5 ） 制度設計に関する検討

DCの拠出限度額の規定が年単位化することにより、より
柔軟な制度設計が可能となる見通しです。詳細な取り扱い
は法案段階では不明ですが、DCの拠出金額の基礎となる給
与や賞与、加入者のマッチング拠出などについて、利便性が
図れるかなど検討する対応が考えられます。また、ポータ
ビリティーの拡充に伴い、中途採用などの人事施策も踏ま
え、資産移換の規定について検討する対応が想定されます。

5 提案されたリスク分担型 DB

先進諸国においては、私的年金などの自助努力と公的年
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金を組み合わせて老後の所得確保を図る制度対応がみられ、
超高齢化が進むわが国においても、企業年金をより一層活
用していくことが望まれます。本稿において、DCの利用と
その規模については、会社と従業員のリスクシェアリングが
ベースとなることに触れました。長期間を前提とした年金
制度においては、資産運用をはじめ、長寿化などのさまざま
なリスクが内包されています。

2015年6月の政府の日本再興戦略を受けて、運用状況に
より変動する積立水準に応じ給付を調整するリスク分担型
DBが提案されています。オランダなどで実施されている集
団型DCなどを参考として策定されたもので、リスクシェア
リングの新たな選択肢となる制度といえそうです。次号で
は、リスク分担型DBの制度の仕組みや運営上の留意点など
について解説する予定です。

井川	孝之	（いがわ	たかゆき）

PwCあらた監査法人
第2金融部（保険･共済）  シニアマネージャー
年金数理人、日本アクチュアリー会正会員。信託銀行、コンサルティン
グ会社勤務等を経て、現職。退職給付会計に係る監査支援をはじめ、退
職金・年金制度設計や資産運用・リスク管理等、年金に係るアドバイザ
リー業務に従事。
メールアドレス：takayuki.igawa@jp.pwc.com

ソリューション

34 PwC’s View — Vol. 02. May 2016



35PwC’s View — Vol. 02. May 2016



はじめに
　株式上場には、企業の資金調達手段の多様化や知名度向上などの大きなメリットがありますが、一方で、
株式上場実現のためにかなりの労力とコストが必要となることが多く、経営そのものやステークホルダーに与
える影響は大きなものとなっています。また上場後においても、上場維持のための内部的管理コストや監査
コストの負担等が継続的に発生することになります。
　今回は、株式上場を目指すかどうかを検討するに当たっての、上場のメリット・デメリットについて解説します。

①資金調達手段の多様化
上場することにより法律（金融商品取引法など）や取引所の規則に基づいた情報開示や投資家保護施

策がなされ、投資家が投資しやすい環境が整って銀行からの融資以外の資金調達手段の多様化が図

れます。また、自社株を利用した株式交換などの手法によるM&Aも行いやすくなります。

②社会的知名度・信用度の向上
企業名や財務内容等の企業情報の露出の機会が格段に増え、知名度が向上します。信用度の向上は、

上場企業として求められるさまざまな法律・規制に対応できていることや、監査など外部からのチェック

を受けていること等に起因するものと考えられます。

このような社会的知名度・信用度の向上により、従業員の採用に有利になる、また、従業員の意識が

向上する、さらには金融機関を含む取引先からの信用が増す（与信の増加、金利の低下、大企業との

取引口座の開設等）ことが期待されます。

③組織的経営の確立
上場企業には、一部の株主や経営者が、他のステークホルダー（利害関係者）の利益を損ねることが

ないような経営を行うことが求められます。上場準備の過程でコーポレートガバナンスが充実し、また、

経営が組織的に適正かつ有効に行われることが期待されます。

①多様化する株主への対応
上場後には一般投資家が容易に投資できるようになることから、株主が多様化します。例えば、短期

的な思考の株主であれば、目先の利益を追求する経営を望んだり、多額の配当を要求したりすること

も考えられます。また、反社会的勢力や反市場的勢力等、企業にとって望ましくない株主が現れるか

もしれません。このように多様な株主に対応する必要が出てきます。

②情報開示のための事務作業・コストの増加
上場すると金融商品取引法や取引所の規則で求められる情報開示を行う必要が生じます。適切なディ

スクロージャー体制の構築に係るコストが増加します。また、事務作業も非上場時に比べ、大幅に増

加します。

1│企業にとっての上場のメリット・デメリット

PwC IPO 
上場のメリット・デメリットについて

メリット

デメリット
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PwC	IPO	上場のメリット・デメリットについて

①創業者利益の実現
上場時には企業が資金調達できるだけではなく、創業者などが、上場時に株式の売り出しを行うこと

により、いわゆる創業者利益を得ることができます。

②保有株式の時価の形成による価値の明確化
上場により保有する株式の時価が形成され、その価値が客観的に把握できるようになります。相続や

事業承継の場合でも、時価による客観的な評価ができます。

①支配割合の低下
上場時に公募や売り出しを行うことにより、創業者の支配割合（持株比率）は、必然的に低下します。

②敵対的企業買収の脅威
創業者を含む経営陣の支配割合（持株比率）が低下した結果、敵対的企業買収の標的になってしまう

可能性があり、これに備えて買収防衛策の必要性も検討しなければならなくなります。

美若 晃伸（みわか てるのぶ）

IPOソリューショングループ　ディレクター

E-mail：terunobu.miwaka@jp.pwc.com

TEL：090-6515-1966

2│創業者にとってのメリット・デメリット

コンタクト

美若	晃伸	（みわか	てるのぶ）

PwCあらた監査法人
IPOソリューショングループ  ディレクター
1993年公認会計士登録。立命館大学大学院客員教授（株式公開2003
年4月～ 2004年3月）。著書は「株式上場ガイダンスQ&A」（中央経済
社共著）　
メールアドレス：terunobu.miwaka@jp.pwc.com

メリット

デメリット
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PwC税理士法人
ディレクター　荒井	優美子

1 平成 28 年度税制改正の概要

法人実効税率は平成27年度税制改正により引き下げら
れ、その後数年以内に20％台の実効税率とすることが、与
党の平成27年度税制改正大綱にうたわれていたものです
が、経済の「好循環」を確実なものにする「成長志向の法人
税改革をさらに大胆に推進」する必要から、平成28年度税
制改正で実現されたものです。課税ベースの拡大としては、
外形標準課税の拡大や、建物附属設備や構築物の償却方法
を「定額法」に統一する減価償却制度の見直し、生産性向上
設備投資促進税制等の期限どおりの廃止やその他の政策税
制の縮減等が盛り込まれています。

欠損金の繰越控除の見直しや外形標準課税制度の拡大は、
平成27年度税制改正で既に措置されたものですが、平成
28年度税制改正では、さらなる見直しが行われました。一
方で中小法人課税、公益法人課税については、引き続き検
討を行うものとして改正が見送られています。東京への過

はじめに
　平成 28年度税制改正は、アベノミクス第 2ステージとして経
済の好循環の拡大のため、成長志向の法人税改革を推進し、
企業収益の拡大等による経済再生を進めるとともに、財政健
全化を着実に実施することを目標として掲げています。アベノ
ミクス第 1ステージではデフレ脱却と需要不足の解消に政策の
重点が置かれてきましたが、アベノミクス第 2ステージでは設
備や技術、人材等に対する「未来投資による生産性革命の実
現」と、活力ある日本経済を取り戻す「ローカル・アベノミクス
の推進」へとつながる政策の方向性が明らかにされています。
　安倍内閣は、2012年 12月の発足以来、デフレ脱却と経済
再生を最重要課題とし、「大胆な金融政策」「機動的な財政政
策」「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」からなる経
済政策を一体的に推進し、設備投資の拡大と賃金拡大を後押
しする政策税制を実施してきました（図表 1参照）が、平成 28
年度税制改正も「成長志向の法人税改革」として、おおむね平
成 27年度の流れをくむものです。本稿では平成 28年度税制
改正事項のうち、法人関連の改正を中心に解説をいたします。

税務／法務

平成 28 年度税制改正の概要

平成25年度
改正

平成26年度
改正

平成27年度
改正

● 設備投資や賃金引上げを促進するための思い切った政策税制
 ─「生産等設備投資促進税制」の創設（→㉗廃止）
 ─「研究開発税制（総額型）」の拡充（→㉗重点化）
 ─「所得拡大促進税制」の創設（→㉖・㉗拡充）など

● 復興特別法人税の 1年前倒し廃止 <法人実効税率 >従前 37.00%→㉖ 34.62%
● 設備投資や賃金引上げを促進するための思い切った政策税制
 ─「生産性向上設備投資促進税制」の創設（→㉘縮減・㉙廃止（㉘改正））
 ─「研究開発税制（増加型）」の拡充
 ─「所得拡大促進税制」の拡充（→㉗拡充）など

● 成長志向の法人税改革 <法人実効税率 >㉖ 34.62%→㉗ 32.11%（ →㉘ 31.33% ）
 <課税ベースの拡大等 >
 ─欠損金繰越控除の見直し（大法人）
 ─受取配当等益金不算入の見直し
 ─法人事業税の外形標準課税の拡大（大法人）
 ─租税特別措置の見直し（「研究開発税制（総額型）」の重点化、「生産等設備投資促進税制」の廃止など）
 <賃金引上げへの配慮 >
 ─㉗・㉘の2年間の先行減税
 ─「所得拡大促進税制」の拡充
 ─地方版「所得拡大促進税制」の創設（法人事業税）

 （出所：財務省作成 税制改正資料）

図表 1
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税務／法務

度な集中の是正と地方創生のため、平成27年度税制改正で
導入された地方拠点強化税制の拡充や地方税の税率の見直
し等が盛り込まれています。社会保障・税一体改革に関連
して、経済再生と財政健全化を両立するため、平成29年4
月1日からの消費税率10%への引上げ時期に合わせて、消
費税の軽減税率制度導入が決定され、複数税率制度に対応
した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式（い
わゆる「インボイス制度」）が平成33年4月1日より導入さ
れます。国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和に向
けた取り組みとしては、BEPSプロジェクトの勧告（平成27
年10月に最終報告書がOECDより公表された）を踏まえ、
国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するため、移
転価格税制の文書化制度が整備されています。

2 法人税改革関連

（ 1）法人実効税率の引下げ【 図表 2 】

法人税の税率（改正前23.9%）について、平成28年4月
1日以後に開始する事業年度は23.4%、平成30年4月1日
以後に開始する事業年度は23.2%と段階的に引き下げられ
ます。外形標準課税の所得割の税率は、平成27年度税制
改正により、平成28年4月1日以後に開始する事業年度は

現行の6％から4.8％への引下げが予定されていましたが、
平成28年度税制改正により平成28年4月1日以後に開始
する事業年度から3.6%に引き下げられることとされます。
この結果、外形標準課税適用法人について、法人実効税率
は改正前の32.11% （東京都 33.06%）から平成28年度は
29.97%、平成30年度は29.74%に引き下げられます。

（ 2 ）欠損金の繰越控除制度の見直し【 図表 3 】

欠損金の繰越控除制度は平成27年度税制改正で既に見直
しが行われていますが、平成28年度税制改正でさらなる実
効税率の引下げが盛り込まれたことを受け、財源確保と改革
に伴う企業経営への影響の平準化の観点から、見直しが行
われたものです。改正により、欠損金の控除限度割合が平成
28年度以後、5%ずつ段階的に引き下げられ、青色申告書を
提出した事業年度の欠損金の繰越期間等を10年（改正前9
年）に延長する措置が1年遅れて適用されることとなります。

（ 3 ）減価償却制度の見直し【 図表 4 】

平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備および
構築物ならびに鉱業用の建物の償却方法について、定率法
が廃止されます。建物附属設備および構築物は、定額法の
みとなり、鉱業用減価償却資産（建物、建物附属設備および
構築物に限る）については、定額法と生産高比例法の選択制

改正前 改正後

事業年度開始日 平成 27年 4 月1日～ 平成 28 年 4 月1日～ 平成 30 年 4 月1日～

法人税率 実効税率（注１） 法人税率 実効税率（注１） 法人税率 実効税率

年 800 万円超 年 800 万円
以下（ 注 3）

外形標準課税
適用法人
32.11% 
33.06%

（ 東京都 ）

年 800 万円超 年 800 万円
以下（ 注 3）

外形標準課税
適用法人
29.97%  
30.86%

（東京都）（ 注 4 ）

年 800 万円超 年 800 万円
以下

外形標準課税
適用法人
29.74% 
30.62%

（東京都）（ 注 4 ）
大法人 23.4% 23.2%

中小法人、人格
なき社団（ 注 2）

23.9% 15%
34.33% 
35.36%

（ 東京都 ）
23.4% 15%

33.80% 
34.81%

（ 東京都 ）
23.2% -

33.59% 
34.59%

 （ 東京都 ）

公益法人、
協同組合、
特定医療法人

19%、 22% 15% - 19%、 22% 15% - 19%、 22% - -

（注1） 実効税率算定式：（（法人税率×（1＋地方法人税率＋住民税率）＋事業税率）/（1＋事業税率））（事業税率には地方法人特別税が含まれる）
（注2） 中小法人（普通法人のうち、期末の資本金の額等が１億円以下であるものまたは資本等を有しないもの（大法人の100%子法人を除く））、公益法人、協同組合、人格なき社団等をいう（以下同じ）
（注3） 租税特別措置法により平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される
（注4） 平成28年度以後の東京都の大法人における実効税率は未定であるため、標準税率の1.05倍として試算している

事業年度開始日 平成 27年 4 月1日～
平成 28 年3月31日

平成 28 年 4 月1日～
平成 29 年3月31日

平成 29 年 4 月1日～
平成 30 年3月31日 平成 30 年 4 月1日～

控除限度割合
（中小法人等を除く）　

改正前 65% 50%

改正後 65% 60% 55% 50%

繰越控除期間
欠損年度の帳簿保存期間
欠損金額の更正期限 /更
正の請求期間

改正前 9 年 10 年

改正後 9 年 10 年 （ 注 ）

 （注） 平成30年4月1 日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用

図表 2

図表 3
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とされます。なお、リース期間定額法、取替法等は存置さ
れます。

（ 4 ）租税特別措置の見直し【 図表 5 】

政策税制の内容により、①期限到来により廃止されるも
の、②内容を見直した上で期限を延長するもの、③政策的
重要性から期限を延長するもの等に区別し、見直し措置が
図られています。

　
（ 5 ）地方税の見直し

税率引下げの財源としての赤字法人課税の強化策として、
外形標準課税制度の税率が見直される一方、地方偏在是正
のための施策として、地方法人税の税率引上げ（法人住民
税法人税割の税率の引下げ分）、地方法人特別税の廃止と法

人事業税への復元が行われます。また、外形標準課税の税
率の改正に伴い、平成27年度税制改正と同様に、付加価値
割・資本割の負担変動の軽減措置が手当てされています。

（ a ） 法人事業税の税率および地方法人特別税の税率の改正
外形標準課税の税率および地方法人特別税の税率が見直

されます。所得割の税率が改正前の60％程度まで引下げら
れ、外形部分の課税が改正前の1.67倍に拡大されます。地
方法人特別税の税率は改正前の93.5%から414.2%に引上
げられ、地方法人特別税は平成29年4月1日以後開始事業
年度から廃止されて法人事業税に復元されます。改正前後
の法人事業税の税率および地方法人特別税の税率は図表 6
のとおりです（超過課税が行われる場合には、それぞれに超
過税率が付加されます）。

資産区分
資産の取得時期

平成10 年 4 月1日～ 平成19 年 4 月1日～ 平成 24 年 4 月1日～ 平成 28 年 4 月1日～

建物 旧定額法 定額法

建物附属設備、構築物
旧定額法
または旧定率法

定額法
または 250%定率法

定額法
または 200%定率法

定額法

機械装置、工具器具備品、車両運搬具、船舶、航空機 定額法
または200%定率法

鉱業用減価償却資産

旧定額法、旧定率法、
または旧生産高比例法

定額法、250%定率法、
または生産高比例法

定額法、200%定率法、
または生産高比例法

定額法
または生産高比例法

建物、建物附属設備、構築
物

定額法、200%定率法、
または生産高比例法

それ以外

無形資産 旧定額法 定額法

国外リース資産 旧国外リース期間定額法 国外リース期間定額法

期限到来により廃止されるもの（ 抜粋 ） 改正内容

生産性向上設備投資促進税制 期限延長なし（ 平成 29 年3月31日までに取得・事業供用（ 即時償却および税
額控除率の上乗せ措置は、平成 28 年3月31日期限 ）について適用）

政策の重点化や対象の見直し等が行われるもの（ 抜粋 ） 改正内容

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例） 対象となる中小企業を見直し（ 常時使用する従業員の数が1,000 人超の法人
を除く）、適用期限を2年延長

国家戦略特別区域、国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の
特別償却等又は法人税額の特別控除制度

繰越税額控除制度を廃止する等の見直し、適用期限を2年延長

雇用促進税制 適用要件を見直し（ 対象となる増加雇用者数は、地域雇用開発促進法の同意
雇用開発促進地域 （ 雇用情勢が特に厳しい指定地域 ） 内にある事業所での無
期雇用かつフルタイムの新規雇用者 ）、適用期限を2年延長

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または税額控
除制度

適用要件を見直し、適用期限を2年延長

政策的重要性が高い措置の拡充・延長等（ 抜粋 ） 改正内容

交際費等の接待飲食費に係る損金算入の特例および中小法人に係る損金算入
の特例

適用期限を2年延長

図表 4

図表 5
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図表 6

改正前 改正後

事業年度開始日 平成27年4 月1日～ 平成28年4 月1日～

付加価値割 0.72% 1.2%

資本割 0.3% 0.5%

所得割

年 400 万円以下の所得 3.1%（1.6% ） 1.9%（ 0.3% ）

年 400 万円超
800 万円以下の所得 4.6%（ 2.3% ） 2.7%（ 0.5% ）

年 800 万円超の所得 6.0%（ 3.1% ） 3.6%（ 0.7% ）

地方法人特別税の税率 93.5% 414.2%（ 注 ）

所得割のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率
（注）地方法人特別税は平成29年4月1日以後開始事業年度から廃止され、法人事業税に復元

（ b ） 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置
平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に開

始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人につ
いては、改正前年度に比して事業税額の増加額に一定割合
を乗じた金額を適用年度の事業税額から控除する措置が講
じられます。

図表 7

増加負担額がある場合に事業税額から控除する金額

付加価値額 平成 28 年 4 月1日
以後開始事業年度

平成 29 年 4 月1日
以後開始事業年度

平成 30 年 4 月1日
以後開始事業年度

30 億円以下 増加負担額（注）× 75% 増加負担額×50% 増加負担額 ×25%

30 億円超
40 億円未満

増加負担額の一定
割合（ 最大 75% ）

増加負担額の一定
割合（ 最大 50% ）

増加負担額の一定
割合（ 最大 25% ）

（注） 増加負担税額 = 当該事業年度の法人事業税額 – 当該事業年度の課税標準に改正前年度
（平成28年3月31日）の税率を乗じて算定した法人事業税額

（ c ） 地方法人税、法人住民税法人割の税率の改正
地方法人課税の偏在是正のため、平成29年4月1日開始

事業年度より、地方法人税率を引上げる一方で、法人住民
税住民割の税率が引下げられます。

図表 8 

改正前 改正後（ 平成 29 年 4 月1日開
始事業年度 ）

標準税率 制限税率 標準税率 制限税率

道府県民税
法人税割 3.2% 4.2% 1.0% 2.0%

市町村民税
法人税割 9.7% 12.1% 6.0% 8.4%

地方法人税 4.4% 10.3%

3 その他の法人税関連

（ 1）組織再編税制の適格要件等の見直し 

株式交換または株式移転（以下「株式交換等」という）に
係る税制適格要件のうちの役員継続要件は、他の組織再編
の役員継続要件に比べて厳格であると考えられ、平成28年
度税制改正で見直しが行われます。また、親法人が取得す

る子法人株式（子法人の株主が50人以上の場合）の取得価
額の見直しも行われます。この他、複数法人による新設合
併・新設分割・株式移転に係る税制適格要件（株式継続保
有要件）の明確化等の措置が講じられ、平成28年4月1日
以後に行われる組織再編より改正法が適用されます。

図表 9

改正前 改正後

共同事業要件のうちの
役員継続要件

株式交換等前の特定役
員のいずれかがその株
式交換等に伴って退任
をする株式交換等でな
いこと

株式交換等前の特定役
員の全てがその株式交
換等に伴って退任をす
る株式交換等でないこ
と

適格株式交換等により
親法人が取得する子法
人株式の取得価額（ 子
法人の株主の数が50 人
以上の場合 ）

株式交換等完全子法人
の当該株式移転完全子
法人の簿価純資産価額

（ 適格株式交換等の直
前の資産の帳簿価額か
ら負債の帳簿価額を減
算した金額をいう ）に
相当する金額

株式交換等完全子法人
の直前の申告における
簿価純資産価額にその
後の資本金等の額等の
増減を調整した金額

（ 2 ）適格現物出資の見直し【 図表 10 】

改正前の適格現物出資の規定では、以下の現物出資は適
格現物出資から除かれることとされていましたが、平成28
年度税制改正により適格要件の見直しが行われ、平成28年
4月1日以後に行われる現物出資（但し、外国法人が被現物
出資法人である場合は、平成28年4月1日以後開始事業年
度に行われる現物出資）より改正法が適用されます。

① 外国法人に国内にある資産は負債として政令で定める資
産又は負債（国内にある不動産、国内にある不動産上の
権利、鉱業権、採石権、その他国内事業所帰属の資産（外
国法人の25%以上保有株式を除く）・負債）の移転を行
うもの

② 外国法人が内国法人に国外にある資産又は負債として政
令で定める資産又は負債（国外事業所に帰属する資産（国
内にある不動産、国内にある不動産上の権利、鉱業権、
採石権を除く）又は負債）の移転を行うもの

（ 3 ）役務提供の対価として譲渡制限株式を交付した場合
の取り扱い等

法人が個人から受ける将来の役務提供対価として、一定
の譲渡制限付株式を交付した場合には、当該役務提供に係
る費用の額は、原則として、その譲渡制限付株式の譲渡制限
が解除された日の属する事業年度の損金に算入される措置
が講じられ、平成28年4月1日以後に交付の決議がされる
譲渡制限付株式について適用されます。

法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来
の役務の提供の対価として交付する一定の譲渡制限付株式
による給与については、事前確定の届出が不要とされ、損
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金算入が認められる利益連動給与の算定指標の範囲にROE
（自己資本利益率）その他の利益に関連する一定の指標が含
まれることが明確化されます。

4 地方創生関連

（ 1）地方拠点強化税制の拡充

平成27年度税制改正において、改正地域再生法の施行の
日（平成27年8月10日）から平成30年3月31日までの間に
地方拠点強化実施計画について承認を受けたものが、その地
方拠点強化実施計画に従って移転または新増設をした特定施
設である事業所において、雇用を増加させた場合の税額控除
制度（増加雇用者数（法人全体の増加雇用者数を上限とする）
に最大で80万円を乗じた金額）が創設されました。平成28
年度税制改正では地方活力向上地域特定業務施設整備計画
に係る措置について、所得拡大促進税制の重複適用が認めら
れることとされます。

（ 2 ）地方創生応援税制の創設

青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法（平成
28年2月5日衆議院受理）の施行の日から平成32年3月31
日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載され
た同法の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連す
る寄附金を支出した場合には、損金算入措置に加えて、そ
の支出した寄附金の額の合計額の一定額を法人税、法人事
業税及び法人住民税から控除する特例措置（企業版ふるさ
と納税）が講じられます。

5 国際課税関連

（ 1）日台民間租税取決め

平成27年11月26日に、公益財団法人交流協会と亜東関

係協会との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回
避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東
関係協会との間の取決め」（略称「日台民間租税取決め」）が
署名されたことを受け、当該取決めの内容の実施に係る国
内法の整備が行われます。台湾とわが国の居住者・内国法
人に対する相互主義を条件として、わが国が締結している
租税条約と同様の取り扱いとするべく、以下の項目につい
て措置が講じられます。

・双方居住者の振り分けルール
・台湾居住者等の所得に対する所得税・法人税の非課税等　
1）事業所得に対する所得税又は法人税の非課税（ＰＥ無ければ課税
なし）
2）配当等に対する所得税又は法人税の軽減又は非課税（配当につい
ては10%、一定の利子については免税）
3）資産の譲渡所得に対する所得税又は法人税の非課税
4）人的役務提供対価等に対する所得税の非課税
・台湾における移転価格課税に係る対応的調整
・国税庁長官の確認があった場合の更正の請求等の特例等
・台湾の租税に関する権限のある機関への情報提供

　
（ 2 ）移転価格税制の文書化【 図表 11】

平成27年10月にBEPS行動計画の最終報告書が公表さ
れたことを受け、行動13（移転価格関連の文書化の再検討）
の勧告を踏まえ、経済界のコンプライアンスコストに配慮
しつつ、多国籍企業グループの透明性を高める観点から、多
国籍企業グループの活動状況に関する情報について、BEPS
プロジェクトで合意された様式による報告書提出制度が導
入されました。

（ 3 ）外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）【図表12】

日本企業の海外での健全な事業活動における税制面での
リスクやコストを低減し、海外展開の推進および国際競争
力の向上を図るため、平成28年度税制改正においても、英
国ロイズ市場で保険業を行う特定外国子会社（ CFC）に係る

現物出資法人 被現物出資法人 出資対象資産・負債 税制適格・非適格

内国法人 外国法人 国内にある不動産、国内にある不動産
上の権利、鉱業権、採石権、その他国
内事業所帰属の資産・負債

改正前では税制非適格
⇒移転する国内資産を全て外国法人の国内ＰＥに直接帰属させる場合には税制適格　

（ただし、現物出資後、一定の国内資産について内部取引により国外本店等への移転
がないことが見込まれている場合に限る）

外国法人 外国法人

内国法人 外国法人 上記以外の資産・負債 改正前では税制適格
⇒現物出資の日以前1年以内に当該内国法人の本店等から内部取引により国外事業
所資産となった資産（ 現金、預貯金、棚卸資産、有価証券を除く）を外国法人の国内
ＰＥ以外に直接帰属させるものは税制非適格

外国法人 外国法人 改正前では税制適格

外国法人 内国法人 国外事業所に帰属する資産（ 国内にあ
る不動産、国内にある不動産上の権利、
鉱業権、採石権を除く）または負債

改正前では税制非適格

外国法人 外国法人 改正前では税制適格
⇒移転する国外事業所帰属資産を外国法人の国内ＰＥに直接帰属させる場合には税
制非適格

図表 10
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適用除外基準の見直し等が行われ、特定外国子会社等の平
成28年4月１日以後に開始する事業年度から適用されます。

（ 4 ）帰属主義への変更の円滑な実施

平成26年度税制改正で、国際課税原則の総合主義から帰
属主義への変更（平成28年4月1日以後開始事業年度より
適用）が行われましたが、平成28年度税制改正において以
下の取り扱いが規定上明確化されます。

①内国法人の外国税額控除における国外所得金額の計算上、①国外
事業所等帰属所得金額が零未満である場合には、当該金額を国外所
得金額とし、②国外所得金額（＝国外事業所等帰属所得＋その他の
国外源泉所得）が零未満である場合には、国外所得金額は零とする。
②日本支店等の恒久的施設（ＰＥ）を有していた外国法人（適格合併
時等には恒久的施設を有しない）が適格合併等により日本に恒久的
施設を有することとなった場合、外国法人が従前有していた恒久的
施設に係る欠損金の繰越控除は認めない。

6 消費税関連

（ 1）消費税の軽減税率制度の導入

平成29年4月1日からの消費税率引上げに伴い、軽減税
率制度が導入されます。また、複数税率制度に対応した仕
入税額控除の方式として、平成33年4月1日より適格請求
書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。軽減税率
制度の開始からインボイス制度導入までの期間は、区分経
理に対応するための措置が講じられます。

軽減税率は8％とし、対象とされるのは、飲食料品の購入

（外食サービスを除く）および定期購読契約に基づく週2回
以上発行される新聞の購読です。インボイス制度が導入さ
れるまでの期間は、仕入税額控除について改正前の請求書
等保存方式が維持されますが、軽減税率適用の課税仕入れ
には当該資産である旨その他の記載を請求書等に記載する
こととされます。なお、異なる税率の区分経理が困難な場
合には簡便法が認められます。インボイス制度導入以後は、
改正前の請求書等保存方式に替えて、適格請求書発行事業
者から発行された適格請求書の保存が仕入税額控除の要件
とされます。

（ 2 ）消費税の中小企業者に対する特例措置等

簡易課税制度の適用を受けていない課税事業者が、高額
資産の仕入れ等を行った場合は、3年間、免税点制度および
簡易課税制度の適用が認められないこととされ、平成28年
4月1日以後以後行われる高額資産の仕入れ等について適用
されます。ただし、平成27年12月31日までに締結した契
約に基づき、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等
を行った場合には、適用されません。

図表 13 

取引等 免税点等不適用期間

一取引単位の支払対価が税抜き1,000
万円以上の棚卸資産又は調整対象
固定資産の課税仕入れ、又は輸入を
行った場合

仕入れ等の日の属する課税期間の初
日以後 3年経過日の属する課税期間

自家建設資産の費用の額が税抜き1,000
万円以上である場合

費用の額が税抜き1,000 万円以上と
なった日の属する課税期間から当該
建設等が完了した日の属する課税期
間の初日以後 3年経過日の属する課
税期間

文書の種類 記載内容 提出期限等 適用関係

国別報告書 事業を行う国ごとの収入、税前利益、
納付税額等のデータ

最終親事業体会計年度終了の日の翌日
から1年以内にe-Taxにより提出

平成 28 年 4 月1日以後開始する最終親
事業体会計年度に係る国別報告事項に
ついて適用事業概況報告書（マスターファイル ） 企業グループの組織構造、事業概要、

財務状況等

独立企業間価格算定書類（ ロー カル
ファイル ）

国外関連取引に係る独立企業間価格算
定に必要な書類

確定申告書提出期限までに作成して7
年間保存

平成 29 年 4 月1日以後開始する事業年
度分の法人税について適用

改正項目 改正内容

適用除外基準

一の内国法人の100%子法人たるCFC（ 英国ロイズ市場で保険業を営
む場合に限る）に係る実体基準又は管理支配基準の判定

CFCの本店所在地国において実体基準又は管理支配基準を満たす場合
は、CFC税制の適用において、実体基準又は管理支配基準を満たすも
のとする。

一の内国法人の100%子法人たるCFC（ 英国ロイズ市場で保険業を営
む場合に限る）に係る非関連者基準の判定

一の内国法人の100%子法人たるCFC間で行う取引については、関連
者取引に該当しないものとする。

外国税額控除

CFC税制適用上の、外国税額控除の対象となる外国法人税の計算 控除対象外国法人税＝CFCの納付した外国法人税額×合算割合
【 改正事項 】

合算割合（ 合算対象所得金額 /CFCの所得金額 ）の計算上、CFCが子会
社から受ける配当等のうち外国法人税の課税標準に含まれないもの
は、CFCの所得から控除する。

コーポレート・インバージョン対策合算税制適用上の、外国税額控除
の対象となる外国法人税の計算

図表 11

図表 12

税務／法務
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（ 3 ）事業者向け電気通信利用役務提供に係る消費税の内
外判定基準の見直し

平成27年度税制改正で、電気通信利用役務の提供に係る
消費税の判定は、仕向地主義（役務の提供を受ける者の住
所地等）によることとされました。事業者向け電気通信利
用役務の提供については、内国法人の国外支店や外国法人
の日本支店での平成29年1月1日以後の特定仕入れについ
て、以下のとおり見直しが行われます。

図表 14

特定仕入 内外判定

国内事業者が国外支店等で受ける特
定仕入のうち、国外において行う資
産の譲渡等にのみ要するもの

国外（ 不課税取引）

国外事業者が国内支店等で受ける特
定仕入のうち、国内において行う資
産の譲渡等に要するもの

国内（ 課税取引）

7 納税環境整備

過少申告加算税、無申告加算税について、調査の事前通
知から更正予知までの間に提出された修正申告または期限
後申告の加算税および延滞金が見直され、平成29年１月１
日以後に法定申告期限が到来する国税および地方税につい
て適用されます。

図表 15

事前通知等前
申告・納付

事前通知等後
更正予知前申告・納付

調査開始後
更正予知後
申告・納付改正前 改正後（ 注 ）

過少申告加算税 0% 0% 5%、10% 10%、15%

無申告加算税 5% 5% 10%、15% 15%、20%

不納付加算税 5% 5% 10%
（注）調査対象を区分する場合（事前通知での納税者の同意により移転価格調査を区分する

場合、一部の連結子法人について調査対象としない場合）で、調査対象とならない部分に係
る修正申告、他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目におい
て必要となる修正申告等、相続税または贈与税について、遺産分割確定等で任意に行う修
正申告等は対象とされない。

更正予知後に、期限後申告または仮装・隠蔽に基づく修
正申告を行った者ならびに更正・決定を受けた者が、過去5
年以内に更正予知による無申告加算税または重加算税を賦
課されていた場合は、無申告加算税（ 15%、 20%）、または
重加算税（ 35%、40%）を10%加重する措置が講じられ、平
成29年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税および
地方税について適用されます。

税務／法務
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はじめに
　昨今の日系企業においては、先進国のみならず新興国も
含めた海外への進出がますます加速しています。一方で、
現地の税制や会計規則を含む法規制の理解ならびにそれ
らへの適切な対応、あるいは、事業規模の拡大に見合った
ガバナンス体制の構築という観点から、海外拠点の管理体
制の強化が日本の本社マネジメントの大きな課題の一つと
なっております。
　本稿では、海外展開を進める日系企業が直面している典
型的な経営課題とそれに対する解決策について、新興国の
なかでもとりわけ日系企業の進出が急増しているインドネシ
アに焦点を当てて、インドネシアを取り巻く事業環境と特有
のリスク、それが日系企業に与える現地子会社のガバナン
ス体制強化の重要性に関して筆者が経験した豊富な事例を
交えて解説を行います。なお、本文中の意見に係る部分は、
全て筆者個人の私見であり、PwCあらた監査法人または所
属部門の正式見解でないことをあらかじめお断りします。

PwCあらた監査法人　
成長戦略支援 製造・流通・サービス（MDS）本部
ディレクター　本多	守

インドネシア特有のリスクとその対応
～ガバナンス体制の強化により持続的な
　企業価値の創造を目指す～

1 インドネシアに展開する
日系企業を取り巻く事業環境

第一に、会社規模の急拡大と要求される管理水準の高度
化が挙げられます。新興国では、高い経済成長率を背景に、
事業規模が急拡大するケースが珍しくありません。健全な
企業運営のため、組織化された運営が必要となり、人材、業
務プロセス、内部統制、ITといった経営インフラの早急な整
備が求められます。また、本社サイドでは、連結経営の観点
から、適時にかつ正確な財務情報や管理指標を入手できる
財務報告体制整備を海外子会社へ求めることが必要となり
ます。

第二に、制度として整備はされているが不明瞭な解釈や
運用となっている法規制の存在が挙げられます。新興国で
は、実質的にIFRSと同様の会計基準や、OECD移転価格ガ
イドラインなど国際標準のガイドラインに準拠した移転価
格文書作成業務が求められています。その一方で、実務上
は以下のようなさまざまな問題が起こり得ます。例えば、一
部の法規制では解釈が不明瞭な場合や、複数の法規制同士
が不整合を起こしている場合、税務調査の執行において規
制の運用が担当官ごとに異なること、ストライキによる工場
の操業停止などの予期し得ぬ労務上の問題などのインシデ
ントが発生する場合などがあります。これらに対応するた
め、想定されるリスクの発生に備え、十分なリスク評価、コ
ンティンジェンシー計画を事前に検討し、事象に応じた適
切なアクションをとる準備を整える必要があります。

また、十分な経理、税務、労務といった管理能力および経
験を持ち、拡大するオペレーションに対応しながら実務を
担える人材の確保も必須ですが、求める水準を満たす現地
人材をマーケットから獲得することも困難な状況です。

2 インドネシアで想定される
ビジネスリスク

インドネシアで想定されるビジネスリスクとしては表 1の
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ようなものが挙げられます。ここでは、経営管理全般に関
するリスクから個々の業務プロセスに至るリスクまで想定
し得るビジネスリスクを幅広く例示しております。とりわ
け、日本国内の事業と共通するビジネスリスクであっても新
興国と日本では組織体制や人材の能力が相違するためリス
クの程度が高まる点に留意する必要があります。

3 留意するべき
典型的なガバナンス上のリスク

インドネシアで留意するべき典型的なガバナンス上のリ
スクとしては表 2のようなものが挙げられます。ここでも、
上記のビジネスリスクで述べたように新興国と日本との組

表 1

分類 内容（ 例）

経営環境 •（リーガルリスク）法令間の不整合、不明瞭・未規定部分、解釈の余地 ★
•（ 政治的リスク）ジョコ・ウィドド新大統領による新しい政策
•（自然災害リスク）地震および洪水による影響
•（テロ関連リスク）爆弾テロ

統制環境（プロセス全般 ） •脆弱なガバナンス態勢  ★（内部統制の整備・運用に関する意識の希薄さ）

人事・ 労務関連 リスク •良質な労働力の安定確保の難しさ  ★
•労働紛争・労働争議  ★
•現地従業員の労働組合に対する対応
•労働協約の締結上の注意（自発的退職に関する退職金の事例）
•最低賃金の上昇
•中間管理職の人材不足および転職
•日本人駐在員関連
•個人所得税申告
•日本人駐在員の労働許可条件と実際職務との相違（日本人は人事マネジャーの労働許可はとれない）
•日本人長期出張者の滞在許可および労働許可が必要

販売管理 •リベートや販売奨励金に関して、会社側に不利な契約を強要される。
•得意先の信用調査が困難

購買管理 •仕入れにかかわる仕入れ先担当者へのキックバック  ★
•従業員の縁故会社への発注（割高な購買価格 ）

在庫管理 •棚卸資産（ 原材料を含む ）の滅失・盗難
•作業くずやスクラップの売却代金の着服
•有害廃棄物の違法処理（ 有害廃棄物処理にかかわる高額な処理費用を請求される）
•配送・物流におけるリードタイムが異常に長い

固定資産管理 •固定資産の実査時にあるはずの現物がない  ★
•減価償却期間および耐用年数の定期的な見直しの実施（ スプレッドシートで管理の場合、 フォーミュラに誤りがあり、多額の修正
を余儀なくされる事例あり）
•減損の兆候がある場合の対応
•リース資産に計上すべき固定資産の特定と会計処理（IFRIC４）

現金管理 •エビデンスが残らない使途不明の小口現金での出金が多い（いわゆる役所手続きのスピード アップ手数料や、関税職員へのお食事
代など）  ★

預金管理 •銀行間の為替差を利用した差額の着服（ 小切手支払 ）
•小切手サインの偽造
•幽霊社員への給与振り込みを使った着服／横領

財務管理 •外貨管理／為替リスク管理の規制
•与信管理：企業の信用調査サービスがない

IT管理 •ライセンス等の確認／不法ソフトの利用状況の確認
•アクセス権の管理状況の確認
•個人情報等のデータ保護・セキュリティー管理状況の確認

経理 •特に複雑な判断の伴う会計処理に対するレビューの不徹底／根拠書類、説明の不足
•債権債務残高に関する確認書の回答遅れと不正確な回答（日本の現地法人：3月決算 vs 現地の取引先：12 月決算 ）
•仮受金／仮払金勘定の長期未処理
•外部監査が終わらない  ★
•経理実務担当者が頻繁に日系企業に引き抜かれる。

税務（ 法人税 ） •未払法人税計算、税効果会計に関する経理担当者の能力不足
•税法に対するコンプライアンス／理解の不徹底  ★
•前払税金還付申告時の税務調査
•巨額の追徴税額査定  ★
•サービスに関する源泉税の源泉義務の遵守
•付加価値税（ VAT ）インボイスの適正性のチェック

国際税務 •移転価格税制に関する文書化義務
•法人税年次申告書別表上での移転価格情報の提出、年次での移転価格文書のアップデート

その他 •外国公務員への贈収賄等の回避、ファシリティーペイメント等  ★
•JJCホームページ：インドネシアの日系企業が直面した問題と対処事例

★筆者のインドネシアでの業務経験に基づく、考慮すべき重要なリスク
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表 2

織、人材などに関する差異を認識する必要があります。加
えて、ガバナンスの構築という観点では、日本親会社からの
サポートとインドネシア子会社からの情報提供といった適
切な連携体制が要求される点にも留意する必要があります。

4 インドネシア税制の特徴と
留意すべき税務リスク

インドネシアでは、税収予算は毎年30%程度増加してい
ますが、税収予算は未達の状態となっているため、課税ベー
スの拡大や徴収の強化といった措置が取られています。そ
のようなインドネシアの税務調査の特徴として挙げられる
ものとしては、まず、特別調査はなく一般の税務調査のなか
で移転価格調査があるという点です。そして、税務調査で
の資料提出要請に対する提出期限（ 1カ月）、反論書の提出
期限（ 7日）など、極めて短時間での対応が必要となり、日
本での税務調査と比較しても非常に短く時間がありません。
さらに、この書類提出については1カ月ルールといわれる
法規則であり、回答期限を超えて回答・資料提出を行った
場合、税務署は当該資料を考慮しないことができます。ま
た、日本では税務当局側に挙証責任がありますが、インドネ
シアでは納税者側に挙証責任が課せられています。従って、
納税者は、自身の税務ポジション、移転価格調査の論点とな
る関連者取引の妥当性を説明できるようにするために、ま
た、限られた時間のなかで税務当局への反論を可能とする
ためにも、事前に移転価格文書をはじめたとした資料を作
成・具備しておくことが望まれます。図1はインドネシアの
税務プロセスの概要です。現地日本人マネジメントは上述
した日本とインドネシアの税務調査の相違点を認識した上
で、税務調査に対応できる文書や税務戦略の準備を事前に
進めておくことが要求されます。

5
インドネシアにおける
ガバナンス体制強化に
PwCが貢献した事例紹介

現地大手財閥と日系企業の合弁企業に対する内部監査を
通じたガバナンス体制強化の事例をご紹介します。日系の
大手事業会社が、インドネシアの大手財閥企業の子会社を
買収する形でインドネシアへの進出を行い、数年のうちに
当初の想定を上回る勢いでビジネスが拡大しました。これ
に伴い親会社での金融商品取引法の要請から、J-SoX監査

（内部統制監査）の対応が求められることになりました。し
かしながら、進出から数年経過した後も、現地企業の従来か
らの業務プロセスを尊重していたため、J-SoXが求めるコン
プライアンス体制がきちんと整備されていない状況でした。
日本人現地マネジメントと現地実務担当者との間に、業務
プロセスの専門的知識に対する基本的理解に大きな隔たり
があったこと、また日本側から従来の経営幹部に対する遠
慮もありました。そのため日本人現地マネジメントによる
独力での正確な解決が困難であり、実効性のある実態把握
と現状分析には、知見と経験の豊富な第三者の独立した専
門家のサポートが不可欠であると判断され、プロジェクト
チームを組成し外部コンサルタントであるPwCのアポイン
トを決定しました。プロジェクトチームは、まず業務プロセ
ス運用の現状の正確な把握のため、As-Is分析を行いました。
すなわち、現行の業務プロセスがいかに運用されているか
実態を把握するため、ウオークスルー（取引の開始から取引
記録が財務諸表に計上されるまでの流れを追跡する手続き）
を行いました。結果として、内部統制が全く整備されてい
ない、または整備されていても実務担当者が理解していな
いといった実態や、導入されていたITシステムのロジック
に不備があることが判明しました。次に、改善活動を進め
るに当たり、To-Beプロセスの提案を行いました。すなわち、
発見された不備を改善するという対応に加え、PwCのグロー

分類 内容（ 例）

1 経営者の理解認識不足により、
内部統制が整備されていない

日系企業は、CEOがCFOを兼ねるガバナンス態勢となる場合が多い。この場合、現地経営者の理解がなく（ 優先課題では
なく）、財務情報の信頼性を担保する業務プロセス、内部統制が十分に整備されていないケースがある。この結果、外部
監査人による監査を受けた際に、多くの重要な修正仕訳が入り、当初想定していた決算見通しの大幅な修正が必要となる
場合がある。また、外部監査そのものが終わらないケースも発生している。

2 リスク管理が十分ではない 日本親会社が、インドネシア特有の事情（ 不透明な規制、税制、ローカルパートナーとの関係による制約、従業員の能力）
に対する理解もリスク管理も十分にしておらず、現地会社も発信が不十分で、親会社から十分なサポートを得ていない。

3 必要なタレントがいない 現地での経理マネジャー採用について、経理や税務対応に十分な能力、経験を有した人材をマーケットより確保すること
が難しく、親会社の経営管理上必要十分な情報を準備、報告できない。

4 潜在的な対立関係 労働規制を背景とした古参のローカル従業員（または合弁先企業からの出向者 ） の存在と、数年で交代帰国する現地日本
人幹部という関係。

5 外部委託業者の品質 記帳代行会社の信頼性が必ずしも十分でなく一定のクオリティーを担保することが困難。

6 外的要因に基づく対応の困難性 グループ全体でのIFRS導入に伴い、親会社との決算期統一による決算早期化の要請や難易度の高い会計論点への対応が
求められている。
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バルナレッジから同業他社などのベストプラクティス情報
を最大限に活用し、あるべきそして現実的な業務プロセス
の提案を行いました。結果として、会社は、J-SoXで求めら
れる最低限の業務プロセスのレベル、業界のベストプラク
ティスのレベル、および現在の業務レベルという三点を明
確に把握し、その後実効性の高い改善アクションを用意す
ることができました。

6 まとめ〜海外展開を加速する
日系企業の今後のさらなる成長のために

海外拠点ではそれぞれの国で特有のリスクと課題があり、
情報収集を常に行わなければなりません。このため、海外
拠点のリスク管理がほとんどの日系企業で重点課題として
認識はされています。しかしながら、リスク管理に対する
社内的な意識の低さや、専門的な知識の不足が、リスクマ
ネジメント上の大きな障害となっているケースが多く見受
けられます。リスク評価を誤ると、問題が発生した場合に、
全ての対応が後手に回ってしまいます。経営者の危機管理

意識の向上と、リスク評価の仕組み作りを通して、社内関係
者への周知が必須となります。

新興国への事業規模の拡大を進める日系企業においては、
各国の事業環境や発生し得るビジネスリスクや税務リスク
といったさまざまなリスクを認識した上で、ガバナンス体制
を強化しリスクを適切に管理することが持続的な企業価値
の創造につながります。

本多	守	（ほんだ	まもる）
PwCあらた監査法人
成長戦略支援 製造・流通・サービス（MDS）本部
ディレクター
2006年公認会計士登録。急速な経済成長の最中にあったインドネシア
のPwCジャカルタ事務所に2011年1月より駐在した。
2015年10月に現職帰任後、顧客の新興国への進出と経営管理体制の
強化を支援するアドバイザリー業務をメインに担当。新興国への進出戦
略やリスク管理に関する外部セミナーの講演経験を多数保有。
メールアドレス：mamoru.honda@jp.pwc.com

納税者

税務当局

図1　インドネシアの税務調査プロセス

4カ月以内

調査開始

当局内調査 最終
検討会議

還付申告が税務調査
のトリガーになる

12カ月以内 （還付申請の場合）

（複数回にわたって要求。質問書のみではなく、
当局との議論・交渉もこの段階で行う）

要求された
書類・情報

調査通知書
（SP3）

更正決定
通知書

（SKP）

税務調査
質問書 

1～4カ月
（6カ月程度）

要求された
書類・情報

反論書

税務調査
質問書 

要求された
書類・情報

税務調査
質問書 

調査クオリティー
レビューの要請

税務調査指摘
事項通知書
（SPHP）

税務調査
質問書

（次頁参照） この期間で当局と積極的に議論・交渉を重ねることが重要

SPHP受領後
7営業日以内に
反論書を提出
しなければ
ならない*

最終検討会議／
Closing Conference
（複数回行われる

こともある）

調査クオリティーレビュー：
納税者は地方国税局

に対して一度のみ
調査クオリティーレビューの

要請をする権利を有する

＊3営業日の延長が可能だが、担当官によっては営業日の日数の数え方が異なり提出日を含める場合もある。
    通常10営業日だが、9営業日となることもあるので留意する必要がある

1カ月以内～2カ月
（短期化・この段階での交渉困難）

事業年度
終了

法人税
年次申告

1カ月ルール：質問書受領後1カ月以内に
要求された書類・情報を提出

還付
申告書

海外
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コーポレート
ガバナンス・コードの
実務対応 Q&A

（2015年12月11日）
コーポレートガバナンス・コードへの対応を
継続的に検討する企業が、コードの各原則の
意味を正しく理解することの一助になることを
意図した本です。経営者や実務担当者の疑問
に答えるべく、91のQ&Aで解説しています。         

（中央経済社／あらた監査法人編）

会社法計算書類の実務
─作成・開示の総合解説─（第 8 版）

（2016年2月8日）
本書では、会社法計算書類作成の実務に携わ
る方々の疑問を解消できるよう、最新の記載
事例を多数収録し、計算関係書類などの作成
方法や会社法の計算関係の最新の実務につい
て平易に解説しています。 今回の改訂では、
2015年5月に施行された改正会社法および改
正施行規則について、主に第3章「事業報告」
において、改正の概要と事業報告書などへの
影響について解説しています。

（中央経済社／あらた監査法人編）　

IFRS解説シリーズⅤ 収益認識
─ IFRS第 15 号
　「顧客との契約から生じる収益」─

（2015年11月17日）
本書は、IFRS適用企業において、収益認識に
際して包括的かつ継続的に適用されることに
なるIFRS第15号「顧客との契約から生じる収
益」について、PwC accounting and financial 
reporting guideを基礎に、豊富な設例やケー
ススタディーならびに図表を用いて分かりやす
く解説しています。また、日本の実務において、
収益認識が問題となる取引の概要についての説
明も含めています。

（第一法規／あらた監査法人編）

クラウド・リスク・マネジメント
（2016年1月22日）

多くの企業が直面するクラウドサービス利用に
かかるリスクが整理集約された本書は、企業が
クラウドサービスを利用する際、把握しておく
べきリスクと、適切に管理していく手法につい
て解説しています。

（同文館出版／あらた監査法人編）

連結財務諸表の
実務マニュアル（第 2 版）

（2015年9月4日）
本書は、連結財務諸表作成のプロセスにつ
いて、図表、設例などを豊富に織り込み、そ
れぞれの論点の内容を解説しています。 ま
た、 実 務 適 用 にお いて参 考となる事 項 や、
基 準 設 定 の 経 緯 などの 有 益と思 わ れる背
景を「ワンポイント」として記載しています。 

（中央経済社／あらた監査法人編）

会社法計算書類の実務
─作成・開示の総合解説─（第 7 版）

（2015年1月28日）
本書では、会社法計算書類の作成方法や会社
法の計算関係の最新実務について、各種ひな
型・記載モデルなども織り込みながら記載事例
を多数示し、解説しています。

（中央経済社／あらた監査法人編）

金融機関のための
IFRS金融商品会計入門

（2015年10月14日）
本書では、金融機関にとって極めて重要な金融
商品会計に関するIFRSの全体像を平易に解説
しています。また、日本基準からIFRSへの移
行による影響や各業種特有の論点も幅広く取り
上げています。

（中央経済社／あらた監査法人編）

IFRS解説シリーズⅣ 
公正価値測定

（2015年5月29日）
本書は、IFRSに基づく公正価値測定に際して全
般的かつ継続的に適用されることになるIFRS第
13号「公正価値測定」について、PwC Manual 
of Accountingを基礎に、豊富な設例やケース
スタディーならびに図表を用いて分かりやすく
解説しています。また、公正価値評価が問題に
なる複雑な金融商品の紹介とその評価方法の
概要についての説明も含めています。

（第一法規／あらた監査法人編）　

書籍紹介

書籍紹介
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PwC Japan 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。

“自動車”の再定義
自動車業界変革のシナリオ

（2015年12月）
今後5~10年間の自動車業界の変化を考察した
PwCの最新レポートです。技術進化や規制強化
のトレンドから想定される4つのシナリオをもと
に、企業に求められる対応策を考察しています。

不正を生まないために：
正しい行動を促す組織文化とは

（2016年1月）

不安は人の判断能力を鈍らせ、倫理に反する行
為に走らせます。また、企業が従業員の競争意
欲を生み出すことに注力できれば、より革新的な
行動を促すことにつながることも本調査により明
らかとなっています。

グローバル情報セキュリティ調査2016：
サイバーセキュリティの転換と変革

（2016年2月）
グローバル情報セキュリティ調査は、PwCが「CIO 
Magazine」、「CSO Magazine」両誌と共同で毎
年世界的に実施している、情報セキュリティに関
するオンライン調査です。世界の経営層から回答
を得て、企業の情報セキュリティに関する諸問題、
対策状況、投資動向等を分析、レポートします。

Emerging Trends 
in Real Estate® Asia Pacific
不動産の新しい動向 アジア太平洋

（2015年12月）
本報告書は、投資家、デベロッパー、不動産会
社のトップ、金融機関、仲介業者、コンサルタン
トなど、国際的に著名な不動産専門家の見解に
基づき、アジア太平洋地域における不動産投資
と開発のトレンド、不動産金融・資本市場の状況、
および不動産部門別・都市別の傾向について見
通しを示しています。

ストラテジック・
バリュー・コンサルティング

（2016年1月）

本資料では、主に市場および業種レベルでの分
析を行い、経営陣がそれぞれの自社組織につい
て考察すべき重要な質問を網羅しています。

内部監査における3Dの活用
～デジタル、データ、デバイスの3D時
代におけるデータ分析の活用～

（2016年2月）
内部監査における3Dの活用 ～デジタル、デー
タ、デバイスの3D時代におけるデータ分析の活
用～デジタル、データ、デバイスのいわゆる3D
を内部監査の実務にどのように活用し、内部監
査の価値を向上させていくかについて考察しま
す。

technology forecast 
3Dプリントの未来：
試作製作を超え完成品の適用へ

（2015年12月）
3Dプリントの将来：3Dプリント技術は生産工程、
サプライチェーンなどを根本から覆すだけの影響
を持つ技術です。本レポートでは専門家へのイ
ンタビューを交え、3Dプリントの印刷方式、原材
料などの技術解説、現課題と解消状況、今後の
ビジネス機会などを解説しています。

Asset Management 2020 and beyond： 
Transforming your business for a new 
global tax world

（2015年12月）
「会社がどのように税務リスクを対処するのか」

が、2020年に向けて競争上の差別化要因となり
ます。新しいグローバルタックスの世界において、
何が推進力となるのでしょうか。そして金融サー
ビス業界においてより重要な分野となるであろう
アセットマネジメント業界は、どのようにしてこれ
らの課題に対処していくのでしょうか。

Insurance 2020 & beyond：
サイバー保険に関する展望

（2015年12月）
サイバー保険の市場規模は、10年後に75億米ド
ルまで成長すると見込まれています。本レポート
では、どのようにすればクライアントに価値を提
供し続けるサイバー保険を提供することができる
かなどを探ります。

サービスロボット：次の重要な
生産性プラットフォーム

（2015年12月）
ロボットの未来：未来のロボットはどのような能
力を持ちどういった領域に適用されるのか、必要
な要素技術や、克服すべき課題は何であり、どの
ようなビジネス機会が待っているのでしょうか。

（2016年2月29日現在）
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2015 年業績評価マネジメントに
関する企業意識調査

（2015年11月）
PwCでは2015年3月から4月にかけて「2015年 
業績評価マネジメントに関する企業意識調査」を
実施し、各企業が抱える業績評価マネジメントに
かかわる課題と改善への取り組み状況を調査し
ました。

technology forecast　
インテグレーションの再考：
クラウドコンピューティングを
リードする企業の新たな動き

（2015年11月）
データのコントロールは生産性向上、競争力向
上に直結していきます。ディープアナリティクス、
人工知能をはじめとするコンピューターインテリ
ジェンスには、データコントロールが必須です。

日本の保険会社はデジタル化への
備えはできているか ?

（2015年11月）
本書は、日本の保険会社が、スマートフォンや
Internet of Things（IoT）の普及といったデジタ
ル化のトレンドに対していかに備えるべきかを、
海外の先進事例などを参考に考察したものです。

FS Viewpoint
顧客中心主義の
イノベーション

（2015年11月）
本稿は、PwC米国の金融サービスプラ
クティスより発行された報告書に、プラ
イスウォーターハウスクーパース株式会
社の知見を加えたものです。本稿は2
部構成とし、それぞれ異なる視点から
顧客ロイヤルティーを高めていく上で
の施策について考察しています。

低炭素化動向指標
LCEI（Low Carbon Economy Index）
2015レポート

（2015年10月）
PwCでは毎年、G20の経済の低炭素化動向の指
標であるLow Carbon Economy Index（LCEI）
の調査分析を行っており、その最新レポートを
2015年10月に公表しました。

新時代を迎える
政府会計・財務報告

（2015年11月）
「中央政府による会計と財務報告に関するPwC

世界調査 第2版」は、政府会計・財務報告の主
要側面を、会計実務、予算編成実務、IT環境お
よび財政管理機能の4つのテーマに基づいて分
析しています。また、2013年のPwC世界調査第
1版の調査結果との比較も行っています。

統合報告の導入ガイド
（2015年11月）

統合報告をどのように導入するか。PwCがグロー
バルで開発したロードマップを基に、統合報告
書の作成・活用に挑戦される全ての人々に、実
践的なガイダンスを紹介します。

インド投資ガイド2015 年
（2015年11月）

PwCインド日系企業コンサルティンググループ
では、インド投資ガイド（日本語版）を発刊しまし
た。インド投資ガイドは、PwCインドの豊富な知
識と経験に基づき、インドへの投資で直面する
課題をまとめています。

サイバーセキュリティのための
情報共有分析機関（米国 ISAO）に
関する調査分析結果および提言

（2015年11月）
本レポートは、PwCが米国で2015年4月に開催
したサミット「ISAOの設立および運用に関する
構想」で得た重要な知見や推奨事項をまとめて
います。なお、本資料は、「Cyber3 Conference 
Okinawa 2015」においても、引用されました。

インドネシアの銀行業に関する
意識調査 2015 年版

（2015年11月）
PwCインドネシアが実施した第6回となるインド
ネシア銀行業に関するアンケート調査報告書で、
今後の事業戦略、懸念材料、規制に関する見解
などについてまとめています。

詳細は Web をご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html
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ミレニアル世代の女性：
新たな時代の人材

（2015年10月）
PwCは、「ミレニアル世代の女性：新たな時代の
人材」を発表しました。本報告書では、企業や雇
用主がミレニアル世代と呼ばれる世代の女性を
雇用し、組織に定着させ、次世代の女性リーダー
として育成するためにどのような行動が必要か、
ミレニアル世代の女性の生の声を基に考察して
います。

内部関係者によるサイバー犯罪
（2015年10月）

外部からの攻撃よりも内部犯罪の方がコストや
損害が大きいと回答者の3分の1が述べたにも
かかわらず、内部の脅威に対応するための計画
を作成している回答者は半数に満たない状況で
す。

PwC	Japan	調査／レポートのご案内

2015 年 Risk in review　
不確実性を読み解き、
価値を提供する

（2015年9月）
PwCの第4回年次リスク調査は、世界中の計
1,200名以上の役員会メンバー、経営陣に調査
した結果を取りまとめたもので、リスク管理の強
化が企業の成長を促すこと、先進企業のリスク管
理実務などを解説しています。

米国サイバーセキュリティ：
停滞するセキュリティ対策 
2015 年米国サイバー犯罪調査に
おける主な発見事項

（2015年9月）
攻撃者は脅威や手法、標的を常に進化させる中、
2015年米国サイバー犯罪調査において回答者
の76%が過去12カ月と比べてサイバーセキュリ
ティ脅威に対する懸念が高まったと回答していま
す。

デジタル時代の人材戦略
人材についての新たな視点

（2015年8月）
デジタル革命は社員の生活や働き方を
大きく変化させています。未来の技術
革新がどのようなものでも成否を分け
るのは人材です。 世界CEO意識調査
の結果をもとに、デジタル時代の人材
戦略の要件を紐解きます。

In depth：
収益認識の最終基準の
石油・ガス業界向け補足資料

（2015年9月）
FASB（米国財務会計基準審議会）とIASB（国際
会計基準審議会）が公表した新しい収益認識基
準が石油・ガス業界の企業に与える影響を分析
しています。

持続可能なサプライチェーン：
価値の最大化に向けて

（2015年8月）
SCMの教育を専門とする世界的な団体である
APICSとPwCは企業の経営層が持続可能なサプ
ライチェーンの構築に向け、どのように優先順位
を見極めているか調査を行いました。本調査で
は、持続可能性に向けた取り組みの成功要因を
探ります。

Insurance 2020 & beyond：
必要性が再び改革を生み出す

（2015年10月）
PwCは、 保 険 業 界 の 将 来 の 見 解を提 示した
Insurance2020から5年経っ た現在において、
当初の予測に対して現在までに生じてきた事象
を振り返り、そして次の5年間とその先に生じる
主要な動向を検討した報告書を出版しました。

電力小売市場意識調査 
2015

（2015年10月）
プライスウォーターハウスクーパース株
式会社では、電力の小売全面自由化を
前に、日本全国の一般家庭における電
力需要家の意識調査を行いました。電
力需要家の住環境、年齢、家族構成、
世帯年収などの属性を背景として、「電
力料金割引率」と「電力会社乗換率」に
関する相関関係を明らかにしています。

Service & Engagement：
ソーシャル社会やデジタル・技術
革新の時代に差別化を図るには

（2015年10月）
さまざまなテクノロジーや技術革新、イノベー
ションが、収益性やマーケットシェアといった重
要な経営課題に対して、カスタマーサービスの
貢献できる領域を急激に増やしています。

詳細は Web をご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html
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