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PwC Japanグループの一員である当法人はおかげさまで本年 10 周年を迎え、「PwCあらた有限責任

監査法人」として新しいステージにその歩みを進めることができました。当法人やクライアント、そのス

テークホルダーを取り巻く環境が大きく変化するなかで、私たちは自らの存在意義を常に心に刻み、三

つの “In” （Integrity、Intelligence、Innovation）を行動指針として、日本の経済社会と金融資本市場の

健全な成長発展、その信頼性の維持向上にPwCの総力を挙げて貢献することを、ここに改めてお約束申

し上げます。

高い業務品質と信頼性を担保した監査・保証業務を実施していくためには、法令・規則、監査基準等を遵

守することはもちろん、ビジネスに関する深い理解を基礎とした職業的懐疑心を発揮することが肝要です。

そのためには、当法人の一人一人が、グローバルな視点からの幅広い知見や洞察を磨かなければなりませ

ん。また、私たちは、クライアントニーズに適時適切に対応する能力を有する「信頼されるビジネス・アドバ

イザー」となり、クライアントを含むステークホルダーの期待をも超える企業価値創造に貢献することも目指

しています。そのために、テクノロジーを最大限活用し、旧来の考え方にとらわれない革新的なアプローチ

による業務品質の向上に努めてまいります。

今後、人が実施していた作業を人工知能（Artificial Intelligence）が実施し、人は代わりに人工知能を含む

デジタルを使いこなすようになる変革の時代を迎えることとなるでしょう。アシュアランス業務は、保証業務

から、信頼（Trust）を付与する業務へ変化し、監査業界やそのステークホルダーを取り巻く環境はとどまるこ

と知らず変わり続けます。そのなかで、常に社会的使命を意識し、先進的、独創的、画期的な発想や行動が

できるように私たちは業務へ取り組んでまいります。

私たちが、ステークホルダーの皆さまにとって常に価値のある、信頼される存在であり続けるよう、日々

「あらた」な挑戦を重ね、弛まぬ努力を継続してまいります。

PwCあらた有限責任監査法人
10周年にあたって

PwCあらた有限責任監査法人
代表執行役 木村 浩一郎
執行役副代表 木内 仁志
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日本版スチュワードシップコードに続き、日本版コーポレート・ガバナン

ス・コード（いわゆる、二つのコード）が導入され、いよいよ企業価値創造

をめぐる競争の焦点は「形式」から「実質」・「実態」へとシフトしようとして

います。グローバル化やデジタル化が急速に進み、同時に、今まで以上に

不確実性が高まるなかで、「攻め」と「守り」のバランスの取れたガバナンス

を実現するための重要な経営施策の一つとして、「内部監査の力」が今あ

らためて注目されています。内部監査にどのような期待が寄せられている

のか、その期待に応えるために具体的に何を目指し、どのような挑戦をす

ればよいのでしょうか。本号では、これらの問いにこたえるべく、内部監査

の特集として3本の論考をご用意させていただきました。

先駆けの論考では、PwCが全世界を対象に毎年実施している『2016年

内部監査全世界実態調査』に焦点を当てます。調査の結果を基に、欧米

の内部監査の先進企業から、私たちが学ぶべきポイントや行動を概観し、

内部監査の高度化への示唆を解説させていただきます。

続く論考では、内部監査におけるデータ分析活用のアプローチを考察し

ます。日々生み出されるデジタルデータは、経営の脅威にもなれば、武器

にもなります。内部監査部門として、どのようにデータ分析を武器として活

用すべきか、そのために何から始めるべきか、そのアプローチを俯瞰し、

初めの一歩を考察します。

特集の最後は、内部不正による情報漏えいリスクに対するシステム監査

についてのご紹介です。前号では「サイバーリスクへの対応」にフォーカス

しましたが、リスクは外部だけではなく内部にも潜んでいます。そこで本号

では、内部不正にいかに向き合い、対応するか、そのヒントをつかんでい

ただけますと幸甚です。

特集

内部監査
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PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部　
シニアマネージャー　和泉 義夫
シニアアソシエイト　柏原 千晶

PwC『2016年内部監査全世界実態調査』
にみる内部監査高度化への示唆

1 本年度の調査の概要

今回で 12 回目を迎えた内部監査の年次調査には、世界
40カ国の約 1,700名（企業数）が参加し、その内訳は 58％
が内部監査部門長（CAE）またはその直属の部下である内部
監査関係者、残りの 42％が組織内で内部監査の利害関係
者であるマネジメント、役員会メンバー等となっています。
このような定量的調査（アンケート調査）に加えて、さらなる
洞察を得るために約 100名の CAEや利害関係者に対して対
面インタビューを実施し、定性的調査も併せて行いました。
この結果、調査レポートにおいては内部監査機能に関する
統計データに加えて、特定企業の優れた監査実務（ベストプ
ラクティス）や CAEと利害関係者の発言が具体的に紹介され
ています。

ここ数年の年次調査では、内部監査が利害関係者の期待
に応えて組織に重要な価値を提供するためにはどうしたらよ
いか、また、内部監査のパフォーマンスが良好であると利害
関係者から評価されるにはどうしたらよいか、といったテー
マを中心に取り扱ってきました。本年度の調査では、同様の
視点に立ちながら、より踏み込んだ形で CAEのリーダーシッ
プが果たす役割に着目しています。特に、焦点を当ててい
る項目としては以下が挙げられます。
● 内部監査が組織に対して価値貢献するためにリーダーシッ

プが重要であること
● 非常に実効的な内部監査リーダーが他の内部監査リーダー

と比べて卓越している五つの特性とは何か

なお、本稿では紙面の都合上、詳細については取り上げ
ませんが、今回で 5 回目を迎えたリスク調査では、リスクレ
ジリエンスとリスクアジリティーのバランスを取ることの重要
性について言及しています。従来型の「守り（企業価値の保
護）」のリスクマネジメントにとどまることなく「攻め（企業価
値の実現）」にもつながるような戦略的なリスクマネジメント
を導入している企業は、持続的な成長を達成している傾向

はじめに
　PwCでは毎年全世界規模で内部監査の実態調査を実施
し、調査レポートを公表しています。また、同時に派生的な
テーマとしてリスクに関する調査も実施し、『Risk in review』
という調査レポートを刊行しています。
　本調査には日本企業も多数参加されていますが、先進的
な内部監査を行う欧米企業が回答企業のかなりの部分を占
めており、内部監査やリスク管理の最先端の実務やトレンド
を把握する上で非常に有用です。そこで、本稿では、これら
の調査結果のエッセンスをご紹介させていただくことで、先
進的実務の動向や内部監査業務のさらなる充実・高度化に
向けた取り組みへの示唆を共有させていただきます。
　 なお、文 中の 意 見に関する部 分 は筆 者 の 私 見であり、
PwCあらた有限責任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。

特集：内部監査
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があることを説明しています。

2 内部監査が提供する価値と
リーダーシップの相関関係

今日の企業は、競争の激化、規制の強化・複雑化（グロー
バル化）、地政学的リスクの増大などにさらされており、ビジ
ネス環境は複雑さと不安定さを増しています。このような環
境下で企業のリーダーは複雑で絶えず変化するビジネスリ
スクに対処しながら企業運営の舵取りを行っています。

一方、企業（グループ）内において独立した客観的な立場
で企業全体のガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の
プロセスをモニタリングして評価・助言を行
うべき立場にある内部監査部門のリーダーに
ついても企業のリーダーと同様の課題に直面
しており、利害関係者の期待に応えるべくさ
まざまな取り組みをされています。この成果
が以下の年次調査結果にも表れています。

● 内部監査が組織に対して重要な価値を付加
していると回答した利害関係者の割合

 （2015年調査）48％⇒（2016年調査）54％
● 内部監査のパフォーマンスは全体的に良好

であると回答した利害関係者の割合
 （2015年調査）64％⇒（2016年調査）65％
<参考>
●  自社の組織はリスクを良く管理しているとし

た回答者の割合
 （2015年調査）67％⇒（2016年調査）71％

本年度の調査結果において、図1に見られるように、内部
監査の組織貢献（重要な価値の提供）、内部監査のパフォー
マンスの高さと内部監査のリーダーシップとは強い相関関
係があることが分かります。すなわち、非常に実効的なリー
ダーが率いている内部監査機能（全体の 28％）は、実効的
なリーダーが率いている内部監査機能（全体の 50％）、あま
り実効的でないリーダーが率いている内部監査機能（全体
の 22％）よりもはるかに高い利害関係者からの評価を得て
います。

また、図2に見られるように、内部監査の優れた実務（例え
ば、ビジネスに沿った戦略的計画を策定し実行する、問題
の根本原因分析を行う、監査委員会（監査役会）と合意した

20% 52% 92%

29% 62% 90%

■13%：実効的または実効的でないのどちらでもない　　■ 5%：実効的でない　　■ 4%：全く実効的でない

内部監査は組織に重要な価値を
提供していると回答した
利害関係者の割合

内部監査のパフォーマンスは高いと
回答した利害関係者の割合

実効的なリーダー 

非常に実効的な
リーダー

あまり実効的でない
リーダー

22%

50%

28%

■非常に実効的なリーダー　■ 実効的なリーダー　■ あまり実効的でないリーダー

以下について評価が高い内部監査リーダーの割合

ビジネスに沿った
戦略的計画を
策定し実行する

問題の
根本原因分析を行う

監査委員会（監査役会）と
合意した計画を

タイムリーに実施する

95%

74%

22% 25%

50%

65%

90%
95% 97%

図１：価値と内部監査のリーダーシップの強い相関関係（利害関係者の視点）

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』

図２：非常に実効的な内部監査リーダーはより良い成果を出している

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』
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計画をタイムリーに実施する）についても、非常に実効的な
リーダーが率いている内部監査機能はそれ以外のリーダー
が率いている内部監査機能よりも優れた実務を実施してい
る割合が高くなっています。

3 実効的な内部監査リーダーの特性

上述したように、非常に実効的なリーダーが率いている内
部監査機能は、より良い成果を出して組織により大きな価
値を付加していることが立証されましたが、このような非常
に実効的な内部監査リーダーに見られる特性とはどのような
ものなのでしょうか？ 

本年度の調査の一環として実施した約 100名の CAEや利
害関係者に対する対面インタビューの結果、実効的な内部
監査リーダーに共通的に見られる特性として以下の五つの
項目で際立っていることが分かりました。
● ビジョン
● 人材最適化
● ポジション
●  コミュニケーション
● ビジネスとの方向性の一致

　
以下、上記五つの項目について、本調査レポートに記載

された行動特性と検討すべき事項をご紹介させていただき
ます（検討すべき事項は質問文形式にしておりますので、セ
ルフアセスメントにご活用いただければと思います）。

（1）ビジョン

① 行動特性
● ビジョンを戦略的計画に落とし込む
● ビジョンを支える能力に投資する
● 変革期において実効的にチームをリードする

② 検討すべき事項
● 戦略的計画を策定していますか？
 策定している場合、監査委員会（監査役会）を含む利害

関係者に共有されていますか？　利害関係者は示された
方向性に合意していますか？

● 内部監査機能増強のため、テクノロジーやデータ分析等
の長期的投資を計画あるいは実施していますか？

（2）人材最適化

① 行動特性
● メンターシップとビジネスに役立つ人材育成に焦点を当てる

● 価値を付加するために、適時適所に適切な人材を調達する

②検討すべき事項
● 人材マネジメント戦略を再評価したのは、直近ではいつ

ですか？
● 当該戦略は監査委員会（監査役会）を含む重要な利害関

係者と議論されましたか？
● 内部監査チームのビジネス感覚、スキルセット、専門的

な経験は、組織が直面している新興リスクに対処できる
ものですか？

● 戦略的な人材育成の機会を識別・創出し、ビジネスリー
ダー育成のためにメンターシップを利用していますか？

（3）ポジション

① 行動特性
● 利害関係者により以下の権限を委譲される

─組織におけるポジション
─トップからの姿勢

● 組織内で地位を確立するために責任を持つ
● 並外れたビジネス感覚を有する

② 検討すべき事項
● 内部監査の役割に権限を与えるために、経営幹部はどの

ような姿勢を示していますか？
● 利害関係者はCAEに権限を与えて変化を起こすために、

可能なことは全て行っていますか？
● CAEはビジネスや業界をより深く理解するために、どのよ

うな方策を講じていますか？

（4）コミュニケーション

① 行動特性
● 自信に満ち、冷静で、申し分のない誠実さを持ち信頼できる
● 充実した、簡潔な、成果に基づく方法によってコミュニ

ケーションを図る
● 監査プロジェクトや委員会での会合とはかかわりのない

ところで、利害関係者とコミュニケーションを図る
● 内部監査がもたらす価値について明瞭に伝える

② 検討すべき事項
● 監査計画や現状報告にとどまらず、どのような追加情報

を利害関係者に伝えていますか？
● CAEは役員室以外で利害関係者と関係を構築していますか？
 その関係を発展するため、どの程度積極的ですか？
● CAEは利害関係者から積極的にフィードバックを要請し

ていますか？

特集：内部監査
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（5）ビジネスとの方向性の一致

① 行動特性
● 内部監査を戦略的方向性や関連リスクに沿ったものとする
● 信頼に基づいた関係を構築する
● ディフェンスライン全体にわたってパートナーシップを構

築する
● 組織全体における関与レベルを上げるために人脈を利

用する

② 検討すべき事項
● 他の保証業務を担う機能と最適に連携していますか？
● 他の保証業務を担う機能と一緒に業務を遂行するに当

たって、共同で戦略を策定していますか？
● 特定のビジネス課題が発生した際に利害関係者に対して

積極的かつ即座に支援を提供するために、どの程度の時
間を割いていますか？

● 内部監査チームは監査の範囲を超えてビジネスの交流
を広げていますか？

上述した内部監査リーダーに共通に見られる五つの特性
について、非常に実効的なリーダーと実効的なリーダーとの
間で組織への価値貢献にどれくらい違いがあるかを示した
のが図3です。どの特性についても両者間でかなりの差異が
生じていることが分かります。

本調査レポートの最後には、総括として内部監査リー
ダー、利害関係者が各特性に関してこれから取るべき行動
について図4のようにまとめています。

89%

76%

82%

91%

95%

92%

64%

53%

54%

58%

69%

52%

各特性において強みを持つ内部監査リーダーの割合

人材最適化

ポジション

コミュニケーション

ビジネスとの方向性の一致

内部監査は重要な価値の提供に貢献している

ビジョン

非常に実効的なリーダー 実効的なリーダー

内部監査部門長（CAE）：リードする 利害関係者：可能性を与える

人材最適化

ポジション

コミュニケーション

ビジネスとの
方向性の一致

ビジョン 戦略的目標に沿ったビジョンを築く。

人材のメンタリングと育成を行うとともに、
外部の人材で補完する。

組織内で地位を確立する行動を取る。

関心を引き、結果に影響を及ぼすような
影響力を持ってコミュニケーションを取る。

ビジネスへの関与レベルを上げるため、
信頼関係を築く。

内部監査リーダーに、内部監査とビジネス戦略の
連携について責任を負わせる。

内部監査の人材に関する期待について
コミュニケーションを図る。

コントロールとプロアクティブなリスクマネジメントに
関連する組織の姿勢を示して、内部監査に権限を委譲する。

意思決定にかかる時間の最適化を内部監査に
促すため、フィードバックを提供する。

助言によって協力し、内部監査により
一層の期待を伝える。

図３：特性別に見た価値と内部監査のリーダーシップの相関関係

図４：今すぐに取るべき行動

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』

特集：内部監査
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4 まとめ～日本企業の内部監査部門の
動向と内部監査高度化への示唆～

ここで日本企業の内部監査に対する最近の取り組みにつ
いて見ると、改正会社法の施行、コーポレート・ガバナンス・
コードの導入、最近の企業不祥事の多発等を背景として経
営者の認識・理解が徐々に変化しつつあることを背景に、従
前の内部監査のやり方を見直し、さらなる充実・高度化を目
指す企業が増えていて、旧態依然の内部監査を行っている
企業との間で二極化現象が生じているように思います。

ここで、前者の先進企業における具体的な取り組みとして
は、例えば以下のようなことが挙げられます。

●  内部監査の外部品質評価を通じた改善機会の把握
●  海外子会社（特にM&Aで取得した会社）のガバナンス強化

を目的とした海外子会社内部監査の見直し
● グローバル内部監査態勢の見直し（特に本社内部監査機能

の見直し、海外の内部監査拠点との連携・報告連絡体制の
見直し等）

● 不正の予防・発見、業務効率改善等のさまざまな局面での
データ分析の活用

● 情報セキュリティ監査、外部委託管理の監査の強化・拡充
●  リスクベース監査の徹底
● 経営監査領域へのチャレンジ、等

これらの取り組みは、人事異動の結果就任した新たな内
部監査部門長の発案によってなされることが少なからず見
受けられますが、まさに本調査レポートの主題である内部監
査のリーダーシップの重要性に関係しています。

J-SOXが定着した昨今においては日本企業の内部監査部
門の人員が大幅に増加するような環境にはありません。企
業によっては（増大する企業リスクとは裏腹に）内部監査部
門の人員削減の危機に直面している場合もあります。マネジ
メントをはじめとした利害関係者に対してプレゼンスを発揮
して評価されるためには、限られた陣容で内部監査部門は
何を行えばよいのでしょうか？ また、内部監査部門のリー
ダーとして何をなすべきでしょうか？

上述のとおり、本調査レポートでは、これらの問いに対す
る示唆が集約されています。先進企業においては、内部監
査部門のリーダーが中心となって、「何ができるか」ではなく

「何をすべきか」に関するビジョンを戦略的計画として策定し
ています。それに基づき、よりリスクの高い領域をカバーで
きるよう重点的な監査領域を見直し、そのために必要な人
材・スキルをまずは社内外の専門家を活用することによって
実現し、テクノロジー（データ分析、ツール導入、DB化等）
を活用することにより業務の標準化・省力化を実現しようと

しています。また、内部監査部門のリーダーはさまざまな利
害関係者と密接なコミュニケーションを取り、複雑で絶えず
変化するビジネス環境下においてビジネスとの方向性の一
致に努めています。

本調査レポートおよび本稿が自社の内部監査機能の在り
方に対して何らかのご懸念を抱いている方々や、新しい挑
戦に情熱を傾けておられる方々の一助になれば幸いです。

和泉 義夫 （いずみ よしお）

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部 シニアマネージャー
PwCに入所後、SEC登録日本企業、外資系企業の会計監査業務を経て、
現在、国内大手上場企業の海外子会社ガバナンス構築支援および海外子
会社内部監査支援、グローバル内部監査体制構築支援、内部監査の品質
評価、監査役監査支援、J-SOX対応支援、SEC登録日本企業の改訂COSO
対応支援に従事。著書に『内部統制報告制度（J-SOX）導入後の先進的内
部監査ガイドブック』（共著、清文社）など。『COSO ERMレポート』および

『改訂 COSO内部統制フレームワーク』翻訳プロジェクトメンバー。米国公
認会計士（アラスカ州）合格。
メールアドレス：yoshio.izumi@jp.pwc.com

柏原 千晶 （かしわばら ちあき）

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部 シニアアソシエイト
他の大手監査法人等での日本基準に基づく会計監査、国内及び海外の
M&Aに係る財務デューディリジェンス、株式公開支援等の業務経験を経
てPwCに入所。現在は主に外資系企業の内部監査支援業務に従事してい
る。米国公認会計士。
メールアドレス：chiaki.kashiwabara@jp.pwc.com

特集：内部監査
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はじめに
　わが国では、「日本再興戦略」により、コーポレートガバナ
ンスの強化が推進され、企業の持続的な価値創造の取り組
みが加速しています。昨今の不祥事を背景として、社内外の
ステークホルダーは経営の透明性に今まで以上に高い関心
を寄せています。
　企業経営の透明性を担保し、社内外に開示・対話し、ス
テークホルダーの期待に応えていく上で、テクノロジーはど
のように実務に活用できるのでしょうか。本稿では、内部監
査部門の業務に変革をもたらすデータ分析の在り方に焦点
を当て、データ分析の活用を通じて内部監査部門がどのよ
うにその付加価値を高められるか、挑戦の方向性と具体的
な実務について考察したいと思います。
　なお、文中の意見に係る部分は筆者の私見であり、PwC
あらた有限責任監査法人または所属部門の正式見解では
ないことをあらかじめお断りいたします。

1 データ分析の現実と期待のギャップ

PwCの『第19回世界CEO意識調査』によると、世界のCEO
の半数以上が、ステークホルダーとのかかわりにおいて最
大の効果を発揮するのはデータアナリティクスである、と回
答しています（図1：PwC『第 19 回世界 CEO意識調査』）。

特集：内部監査

PwCあらた有限責任監査法人
リスクアシュアランス　
パートナー　久禮 由敬
システム・プロセス・アシュアランス部
アソシエイト　夛田 桂子

内部監査における
データ分析活用のアプローチ

68%

65%

53%

50%

44%

33%

30%
23% 21%

顧客取引情報管理システム

データアナリティクス

研究開発・イノベーション

ソーシャルメディアを使った
コミュニケーションと
エンゲージメント

インターネットベースの
コラボレーションツール

オンライン・レポーティング・
テクノロジー

個人情報のセキュリティ

ソーシャル・リスニング・ツール

投資家向けツール

幅広いステークホルダーとのかかわりにおいて、最大の効果を
発揮すると思われるテクノロジーを以下からお選びくださいQ

図1：第19回世界CEO意識調査　内部監査部門のデータ分析の利用

出所：PwC『第19回世界CEO意識調査』

＜本稿で扱う参考資料＞
・	PwC『第19回世界CEO意識調査』
	 URL：http://www.pwc.com/jp/ja/ceo-survey/2016.html

・	PwC『2015年内部監査全世界実態調査』
	 URL：http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/internal-
audit-profession-study1507.html

・	PwC『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～』
	 URL：http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/internal-
audit-3d1602.html
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CEOは、社内外の主要なリスクをより広範囲から正確に把
握するために、データとテクノロジーを活用することを期待
しています。

一方、内部監査部門において、データ分析は、長年にわ
たり現場の監査実務のごく限られた範囲でのみ利用されて
きました。内部監査における伝統的なデータ分析の活用の
多くは、CAAT（Computer Assisted Audit Techniques、コ
ンピュータ利用監査技法）や表計算ソフトやデータベースソ
フト等を利用した不適切な取引・データの抽出や不正調査
が中心であり、業務データを一時的に分析することのみに
利用されることが大勢を占めました。実際、PwCの『2015
年内部監査全世界実態調査』における内部監査部門長

（CAE）の回答によれば、図2のとおり、実際にデータ分析を
使用している領域や手法はまだまだ限定的であり、今後さま
ざまな視点でのデータ分析の活用が検討されている途上に
あります。

2 内部監査における
データ分析活用のアプローチ

上述のとおり、データ分析の活用に対するCEOの期待値
と現実との間には、大きなギャップがあると考えられます。
日々、デジタル化が飛躍的に進んでいく今日において、内部
監査部門は、この期待ギャップを埋めるために、具体的にど
のようなアプローチを取ればよいのでしょうか。

PwCでは、内部監査におけるデータ分析の進化のアプ
ローチを図3のように整理しています。まずは、内部監査を
効率的に実施するためのツールとしてデータ分析を活用す
ることから始め、その後はリスクマネジメントや継続監査の
視点でデータ分析をより一層活用していくことが有効です。

データ分析活用のステージが進み、予測的な要素を取り
込むにつれて、企業の価値への貢献度（ビジネスにもたらす
価値）も向上します。すなわち、キーリスクに対するモニタリ
ングは、初期のステージでは分析結果に対して受動的な対
応（例：モニタリングで内部統制の弱点を発見した場合に、
事後的に対応が行われる）が行われるのに対して、進化した
データ分析のステージではより予測的な対応（例：内部統制
の弱点を事前に察知し、リスクが本格的に顕在化する前に
迅速な対応を行う）が可能になります。

こうしたデータ分析の活用の進化に合わせて、内部監査
人は、事業活動への理解を基礎として、今まで以上に具体
的かつ早期にリスクマネジメントに関する洞察力を養い、新
しいタイプのリスク（エマージングリスク）を適時に発見した
り、従来とは違う形で内部統制の有効性や弱点を識別したり
することへの挑戦が可能となります。

3 内部監査における
データ分析の活用の局面

データ分析は、内部監査のさまざまな局面で活用すること

図２：内部監査部門のデータ分析の利用

不正の管理

業務統制の準拠性モニタリング

リスク分析

ベンダー分析

顧客および収益関連分析

P&L、価格、収益性の分析

ダッシュボードレポート

SOXテスト

アンチ・マネー・ロンダリング

顧客サービスと顧客サービス管理

投資活動と営業取引活動の分析

キャンペーン／広告の管理

■現在この分野でデータ分析を使用

■ この分野ではデータ分析を使用していないが、
　今後使用することを計画中

48% 33%

42% 32%

41% 35%

38% 28%

37% 27%

33% 31%

24% 18%

34% 24%

22% 23%

20% 24%

19% 20%

8% 17%

特集：内部監査

出所：PwC『2015年内部監査全世界実態調査』
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が可能です。以下に、内部監査のライフサイクルにおける
データ分析の活用例をご紹介します。

①内部監査計画／リスク評価と監査範囲の決定
さまざまな拠点・部門から監査対象を選定する際に、デー

タ分析による定量的なリスク評価を活用することができま
す。また、監査対象の選定・非選定に係るステークホルダー
への説明にデータ分析結果を使用することで、より客観的で
説得力のある内部監査計画の立案を行うことができます。

②現場往査での活用
総勘定元帳、仕訳、コーポレートカード、買掛金、給与、

売掛金／売り上げデータ等を基に、パフォーマンスのモニタ
リングや、リスクが高い活動の識別、異常値識別等に活用
することで、限られた監査資源でより一層質の高いリスクア
プローチを実現することができます。

③継続的監査・モニタリング
オペレーション、財務や不正といったさまざまなエリアに

おいて定期的なモニタリング、評価を行い、リスク兆候の識
別・リスク低減に活用することができます。現地往査が難し

い海外子会社に対しても、遠隔地からモニタリングすること
が可能です。わが国においては、グローバル化の急速な進
展を背景として、多くの企業が定期的な内部監査に加えて、
継続的な内部監査を強化する方向へと今後シフトしていくこ
とが予想されます。

④コントロールおよびコンプライアンス評価
各種の申請・承認データを利用・分析し、内部統制の運

用状況や法令遵守状況の評価に活用することができます。
通常とは異なる承認フローを経由した取引をあぶり出すこと
もできます。

⑤発見事項のフォローアップとアクション
識別した発見事項について、より詳細な状況把握やアク

ションプラン検討に活用することができます。また、データ
分析を通じて、発見事項に対する対応状況をモニタリング
することも可能です。

⑥監査結果報告
データ分析結果をビジュアル化した上で報告資料に組み

入れることで、キーメッセージを視覚的に分かりやすく伝え

図３：内部監査におけるデータ分析活用の進化ステージ

人海戦術による
内部監査

試験的実施および
一時的な実施

持続可能かつ
定期的な分析

継続的監査

取引の継続的な
モニタリング

予測分析
（将来予測）

● 観察、ウォークスルー、
証憑確認による監査
の実施

● 統計的且つ／または
判断による監査サン
プリング

● 内部監査は、CAAT専
用の分析ツールを保
有している

● オーダーメードの分
析は特定された事象
に焦点を置いて行わ
れる

● 分析スクリプトの自
動化およびレビュー
手続きの標準化

● 分析の活用は、内部
監査によるレビュー
の一部と考えられる

● スペシャリストスタッ
フによるデータの抽
出と分析サポート

● （内部/外部によって
開発された）物理的
または論理的に保管
されたデータは、主
要なシステムと主要
な拠点で接続されて
おり、内部監査部門
が常にアクセス可能
な状態にある

● ダッシュボードとア
ラート機能により、内
部監査部門は例外や
ホットスポットエリア
を継続的にモニタリ
ングすることができ
る

● 内部監査計画の策定
や更新に役立つ情報
を提供する

● 自動化されたコント
ロールはリアルタイ
ムでモニタリングさ
れ、潜在的な例外事
象は、リスクオーナー
やコントロールオー
ナーにリアルタイム
で通知される

● 分析プログラムを活
用する責任は事業部
門が持つ。内部監査
はプログラムのユー
ザーであり、潜在的
には管理人としての
役割を果たす

● 内 部 統 制 の 脆 弱 性
は 、リスクが 顕 在 化
する前に、リアルタイ
ムに識別され、改善
される

● 大量の構造化された
データによって、事業
活 動 の 理 解 が 深 ま
り、異常値が識別さ
れる（パターンマッチ
ング）

● 分析の繰り返しを通
じて、何が正常であ
るかを識 別 する。こ
れにより、従来には
ない新しいシナリオ
にも対応可能となる

● 通常のパターン以外
の例外事象に集中す
ることができる

● プロアクティブに将
来予測が可能になる

ビ
ジ
ネ
ス
の
実
現

企
業
へ
の
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値

効
率
的
な
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の
提
供

受動的 予測的キーリスクのモニタリングの有効性

特集：内部監査

出所：PwC分析資料
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ることができます。最近では、データ分析ツールを活用し、
静止画のみならず動画を活用して内部監査結果報告を行う
事例もあります。

⑦不正調査・外部機関の調査への対応等の危機管理対応
社内調査の局面において、CAATを利用した仕訳や取引

分析・抽出により、不適切事案の開始時期の特定や類似案
件調査を行うことができます。

⑧推測、予測リスク分析および内部ベンチマーク
データ分析を駆使して、さまざまなシミュレーションや一

定の仮定を置いた上での将来予測を活用することで、将来
重大化し得るリスクに対して、内部監査部門として早期に予
測的な警告を発したり、注意喚起を促したりすることができ
ます。

4
データ分析の成熟度をはかるための
自己診断
 ～内部監査におけるデータ分析の第一歩～ 

内部監査部門には、自社にとってどのようなデータ分析
が有効かを IT部門等の他部門と会話しながら判断した上
で、企業のビジネスに価値をもたらす内部監査を提供して

いくことが求められています。具体的に、図4に示すような
観点で自社のデータ分析の成熟度を評価した上で、内部監
査におけるデータ分析の高度化に挑戦されてはいかがで
しょうか。

久禮 由敬 （くれ よしゆき）

PwCあらた有限責任監査法人　
リスクアシュアンス パートナー
PwCの日本におけるデータアシュアランスのリーダー。経営コンサルティ
ング会社を経て、PwCあらた有限責任監査法人に入所。財務諸表監査・
内部統制監査・IT監査や内部統制にかかわるアドバイザリー業務、コーポ
レートガバナンス強化（ガバナンス・リスク・コンプライアンス強化）、CAAT

（Computer Assisted Audit Techniques：コンピュータを利用した監査
ツール）を利用したデータ監査、内部監査支援、不正調査、リスク管理態
勢の構築・改善支援、不正再発防止策検討・実行支援、IFRS対応支援、
統合報告をはじめとするコーポレートレポーティングの開示に関する調
査・研究・支援等に多数従事。
メールアドレス：yoshiyuki.kure@jp.pwc.com

夛田 桂子 （ただ けいこ）

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部 アソシエイト
事業会社の内部監査部門を経て、PwCあらた有限責任監査法人に入所。
現在は、内部監査に係るアドバイザリー業務やシステムレビューを中心
に、グローバル内部監査支援やJ-SOX評価支援などの多数のプロジェクト
に従事。
メールアドレス：keiko.tada@jp.pwc.com

1
2

3

導入前段階 内部監査へのアナリティクス導入 応用技術の活用

既にアナリティクスのツールや
スキルは備わっているか？

利用可能な内部データや
外部データを把握しているか？

ステークホルダーの
期待は何か？

内部監査計画にアナリティクスは
含まれているか？

アナリティクスの利用について事業部
門（特にHR）の同意を得ているか？

優先度の高い事業活動やリスク管理
にアナリティクスを利用しているか？

アナリティクスを主要なプロセスや
コントロールに組み込んでいるか？

スキルやツールが適切に
準備されているか？

再現可能な洞察を
提供できているか？

事業部門と
連携しているか？

アナリティクスを利用して
行動分析をしているか？

外部データや公開データを
活用しているか？

エビデンス確保にクラウドソーシング
を利用しているか？

将来分析・将来予測を
提供しているか？

貢献度や価値を
測定しているか？

図４：内部監査におけるデータ分析の成熟度

特集：内部監査

出所：PwC『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）

14 PwC’s View — Vol. 04. September 2016



PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部
マネージャー　百歩 路子

内部不正による情報漏えいリスクに対する
システム監査

1 内部関係者による不正持ち出しの傾向

PwCが実施している「グローバル情報セキュリティ調査 ® 

2015（日本版）」によると、図1に示すように退職者、委託業
者、以前の委託業者を含めて、情報セキュリティ上のインシ
デントを発生させている大多数が企業の内部関係者となっ
ています。これは、企業が内部関係者に対して有効な管理
を実施できていないと言えます。また、日本で一番多い要因
が「分からない」であり、情報セキュリティ管理自体ができて
いないとも考えられます。

よって、企業が情報資産の管理を実践していくとともに、委
託先も含めた内部関係者による不正な情報資産の持ち出しを
抑止すべく、内部監査を実施するニーズが高いと言えます。

それでは、次項にて内部不正による情報漏えいリスクに
関する監査アプローチについて説明します。

はじめに
　昨今、情報漏えいに関する事件や事故の発生により、情
報漏えいリスクについて世間の注目度が高いことは周知の
とおりです。このような状況を踏まえ、内部監査部門として
会社が情報漏えいリスクへどのように対応しているかを把握
できていますか。会社の重要な情報が悪意を持った者に不
正に持ち出されないことを十分に説明できますか。
　本稿では、内部監査として、企業の内部関係者による情
報資産の不正持ち出しに対する評価について記載していき
ます。具体的には、会社の情報資産に対してどのようなリス
クがあり、管理策が実施されているのかを評価し、経営層に
報 告して改 善を促 進していくために実 施すべき監 査アプ
ローチを解説します。
　なお、文中の意見に係る部分は筆者の私見であり、PwC
あらた有限責任監査法人または所属部門の正式な見解で
はないことをあらかじめお断りいたします。

現行の従業員

退職者

ハッカー

委託業者

以前の委託業者

分からない

グローバル（n=9,329） 日本（n=206）

35%

30%

24%

18%

15%

18%

27%

11%

18%

5%

8%

43%

図１：インシデントの発生要因（グローバル情報セキュリティ調査®2015『日本版』より作成）

特集：内部監査
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2 監査アプローチ

会社が保有する情報資産は多種多様であり、取り扱われ
る業務やシステムによって、情報の項目・形式・形態・件数
も多岐にわたります。そこで、内部不正による情報漏えいリ
スクを想定し、情報資産の管理状況を監査するに当たって
は、会社における重要な情報資産の定義と保有する情報資
産の管理方法を評価する必要があります。

（1）重要な情報資産の定義

重要な情報資産として貴社ではどのような情報が定義さ
れているかを確認する必要があります。具体的には、次の
①から④の全ての項目に対して貴社では対応できているか
確認します。
① 重要な情報の判断基準は明確か否か
② 当社にとって重要な情報とは、どのような情報が該当す

るか
③ 当社にとって重要な情報は、どこに保存されているかを

漏れなく把握できているか
④ 上記①から③の内容は、社内においてコンセンサスを得

ている状況か否か

上記①から④のいずれかの項目に対応できていないと想
定される場合には、情報資産の定義から情報資産の分類に
おいて課題があると言えます。

よって、まずは貴社において何を重要な情報資産として

管理するのかを明確にし、その定義に該当する情報の洗い
出し、および保管場所を特定する必要があります。

何を重要な情報として管理すべきかは各社の業務・業態
により異なるところですが、参考までに、表1において重要
情報を識別する基礎となる情報資産の分類を整理した内容
を掲載します。このような情報の分類を実施しながら、どの
情報が貴社にとって重要な情報資産に該当するのかを検討
することが望まれます。

また、重要情報と定義する際には、情報資産の特性を考
慮して重要性を決定する必要があります。表2では、不正持
出の観点から情報資産の特性を整理し、重要性を検討する
際に一般的に活用される内容を参考までに掲載しています。

（2）情報資産の管理方法の評価

情報の不正持ち出しの管理方法を評価するには、次の三
つのステップによる検討が必要です。

Step1：各情報資産に対する不正持ち出しリスクの評価
各情報資産に対する不正持ち出し、すなわち悪意者によ

る情報を持ち出すインセンティブが存在するかを検討する
ことが必要です。ここで言うインセンティブとは、主に情報
を持ち出すことによって金銭的な利得を悪意者が享受でき
るか否かになることが過去の不正持ち出しの事例から一般
的です。

Step2：情報を持ち出す手段に対する管理策の評価
続いて、不正に情報を持ち出すことに対する管理方法の

表1：情報資産の分類（営業秘密管理の考え方（参考1）営業秘密の類型（2013年8月経済産業省）を抜粋）

表2：不正リスクの観点からの情報資産の特性

情報資産分類 情報資産分類に該当する主な情報の例

経営戦略に関する情報資産 経営計画、目標、戦略、新規事業計画、M&A計画など

顧客に関する情報資産 顧客個人情報、顧客ニーズなど

営業に関する情報資産 販売協力先情報、営業ターゲット情報、セールス・マーケティングノウハウ、仕入価格情報、仕入先情報など

技術（製造含む）に関する情報資産 共同研究情報、研究者情報、素材情報、図面情報、製造技術情報、技術ノウハウなど

管理（人事・経理など）に関する情報資産 社内システム情報（ID、パスワード）、システム構築情報、セキュリティ情報、従業者個人情報、人事評価データなど

その他の情報資産 上記以外の情報資産

情報資産の特性 説明内容

量的 情報量が多くなればなるほど、不正持出のインセンティブが増加するもの
（例）個人情報、仕入先情報　など

質的 1件のデータでも不正持出のインセンティブが想定されるもの
（例）クレジットカード情報、製造技術情報　など

特集：内部監査
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評価では、情報への持ち出し手段に着目して監査手続きを
策定します。ここで言う手段とは、次のような情報形態を外
部に持ち出すための方法です。
 • 電子データの場合：インターネットやメールなど
 • 紙や電子記憶媒体の場合：人的な持ち出し、郵送／配送

など
漏えい手段の管理方法で想定される対策としては、システ

ム機能による制限と相互けん制等の人間による管理、またそ
の双方の組み合わせで構築されます。図2では、システム機
能による一般的な持ち出し手段の禁止対策を提載します。

また、管理方法については、情報を持ち出した後から検
知・追跡する発見的統制ではなく、予防的統制に重きを置く
必要があります。しかしながら、実際の業務を考えた場合に
は、情報の持ち出し手段を全て禁じることは不可能であるた
め、どの手段を許可しているのか会社のポリシー（規程等）
で決定されていることが重要です。加えて、許可した持ち出

し手段に対しては、発見的な統制が機能しているかを十分
に評価していくことが肝要です。具体的には、情報の持ち出
しに際して許可されていないログがないか等、すぐに検知
できる体制が確保されているかを評価することになります。

Step3：残余リスクの評価
最後に、Step1で認識した不正持ち出しリスクに対して、

Step2で把握した情報の持ち出し手段に対する管理策を適
用した結果、想定される残余リスクの評価を行います。ここ
で言う残余リスクは、悪意者が不正に情報を持ち出す容易
性の観点から検討します。

残余リスクが許容水準以下である場合には改善の必要性は
ないのですが、悪意者が単独で容易に持ち出せる場合には、
残余リスクは許容水準ではないと評価するのが一般的です。

Step1からStep3をまとめた具体的な評価イメージを図3
に掲載します。

情報資産
（例）

残余
リスク

漏えい手段に対する
予防的管理策

リスク

新製品の情報

仕入価格

M＆A情報

顧客情報

競
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情
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ー
ネ
ッ
ト

情報にアクセス可能な
全ての人間に対する
コントロールの
有効性を検討する

想定
される
残余リスク

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

◎

×

◎

◎

図3：情報資産のリスクの特定および持ち出し手段の評価イメージ

インターネット：接続不可

電子記憶媒体：接続不可

紙：印刷不可 メール：使用不可

スマートフォン：デバイス無効化

重要度：高
情報資産

図2：持ち出し手段禁止のイメージ

特集：内部監査
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3 評価対象範囲を検討する際の留意点

「1.内部関係者による不正持ち出しの傾向」で言及したよう
に、委託業者、以前の委託業者が悪意者として想定される
ため、外部委託先も含めて評価する必要があります。そこ
で、外部委託先に対して情報漏えいリスクをテーマとした内
部監査を実施するには、「2.監査アプローチ」で記載した内
容に加えて、評価範囲および内部監査の実施を担保するた
めに次の三つのステップによる確認が必要です。

Step1：自社内の重要な情報資産を外部委託先に預託してい
るか

業務を外部業者に委託する際に、重要な情報資産を預託
している場合には当該委託先が監査対象の候補として想定
されます。

Step2：外部委託業務の 1次請け、2次請け等の関係を把握し
ているか

Step1で該当した委託業務のサービス提供体制を確認し
ます。特に自社の重要な情報資産はどの委託先まで展開さ
れているのかを把握することが必要です。

Step3：監査権は担保されているか
Step2で把握した自社の重要な情報資産を活用して業務

を実施している委託先に対して、監査権が担保されていな
ければ、そもそも内部監査を実施することができません。そ
のため監査権が確保されていない場合には、委託元部門に
対してまずは監査権の確保を促す必要があります。

一方で、私たちが支援しているケースにおいては委託先
が協力的である場合もあり、必ずしも監査権が契約上明記
されていなくとも、監査に協力してもらえるケースもありま
す。よって、まずは内部監査を実施したい旨を打診すること
も重要です。

このように、外部委託先を評価する際には評価範囲の網
羅的な理解、および監査の実施の担保というプロセスが追
加で必要となる点に留意が必要です。

4 内部監査結果の有効活用

情報セキュリティに対する対策は、IT設備の導入等が必
要となるケースもあるため、導入までに中長期間を要するこ
とも想定されます。しかしながら、検出された事項が会社に
とって早急に対応した方がよいと考えられる事項に関して
は、ベストプラクティスを前提とした発見事項に基づき改善

を促すだけでなく、ベタープラクティスも改善案として提示
することにより残余リスクを確実に低減していくことが重要
です。このような改善を促すことで、主として対策実施者と
なり得るIT部門や総務部門等も納得感ある監査として受け
入れることができると想定されます。

繰り返しになりますが、情報セキュリティに対する投資は
成果としてのリターンが明確に認識できないものです。昨年
末に公開された「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」

（経済産業省）においてもセキュリティ投資に対するリターン
を求めない旨が言及されており、費用対効果の観点から改
善提案を立案することは重要であるものの、投資対効果の
観点から改善案をいたずらに制限するのは避けるべきであ
ると言えます。

5 おわりに

会社の情報資産を持ち出されないための情報漏えいリス
クに関する監査アプローチとリスク評価について述べてきま
した。監査結果で浮き彫りになった不十分な管理状況につ
いて、経営層が許容可能なリスク水準と現場が対応可能な
管理対策を踏まえて、内部監査が現場と経営層とコミュニ
ケーションを密に取りながら改善を進めていくことが望まれ
ます。

一方で、内部不正による情報漏えいを鑑みると、情報に
触れる機会をなくすことが不正根絶への近道と言われてい
ます。情報を不必要に「持たない、見せない、作らない」を
モットーに監査を通じて、必要以上に情報を保有していたり
複製を作成していたりするケースが見受けられた場合には、
啓蒙活動の一環として気付きに取り上げてみてはいかがで
しょうか。

本稿が、貴社における情報資産の管理状況を監査する際
の一助になりましたら幸いです。

百歩 路子 （ひゃくぶ みちこ）

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部 マネージャー
PwCに入所後、主として金融機関の監査業務を担当。財務報告に係る内
部統制対応の評価支援や内部監査におけるシステム監査支援、システム
監査に関するアドバイザリー業務を実施。近年ではシステムリスク管理態
勢の構築支援、システム障害管理態勢の有効性評価をはじめ、顧客情報
を取り扱う外部委託先に対する情報セキュリティ評価、機密情報を扱う業
務・システムに対する情報セキュリティ監査、サイバーセキュリティ対応態
勢の評価等に多数従事。
メールアドレス：michiko.hyakubu@jp.pwc.com

特集：内部監査
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会計／監査

はじめに
　本稿では、建設業界の取引のうち、一定期間にわたる収
益認識、価格未決定の変更注文（契約変更の会計処理）、
未据え付けの資材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、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、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。

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（MDS） 財務報告アドバイザリー部
シニアマネージャー　杉田 大輔

質問1　一定期間にわたる収益認識
　建設業者A社は、20x4年10月1日に、オフィスビルの建
設工事を契約金額50億円で請け負う契約（原契約）を顧客
P社と締結しました。A社は、契約締結時に完成までの総工
事コストを40億円と見積もりました。また、A社は、契約開
始時に、当該契約における履行義務はオフィスビルの建設
という単一のものであると結論付けています。
20x4年10月1日から20x5年3月31日までの期間に当該
工事のコストは10億円発生しました。A社は、当該工事を
一定期間にわたって充足される履行義務として会計処理し
ますが、発生コストに基づく「インプット法」により進捗度を
測定することが、履行を描写する方法として適切であると
判断しています。
　20x5年 3月31日に終了する会計年度において、A社は
どれだけの収益を認識すべきでしょうか。

予想される総工事コスト  40億円

発生した
工事コスト 10億円

20x4年
10月

20x5年
3月末

回答
考え方

IFRS15号では、一定期間にわたり収益を認識する場合、
履行義務の完全な充足に向けての進捗度（以下、「進捗度」）
の測定のために使用できる適切な方法として、アウトプット
法とインプット法が含まれます。インプット法では、企業が
消費した資源や費やした労働時間などのインプットを基に、
予想されるインプット合計に占める割合に基づいて収益を
認識します（IFRS15号B18項）。

本質問では、A社は、発生コストに基づくインプット法を

第4回	建設業界
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適用しています。そのため、予想される総工事コストが 40
億円、20x5年3月31日までに発生したコストが10億円であ
ることから、進捗度は 25％と測定されます。従って、A社は
20x5年3月31日に終了する会計年度において契約金額50
億円の25％である12.5億円の収益を認識します。

質問2　価格未決定の変更注文（契約変更の会計処理）
　A社とP社の原契約については、質問1の事実を前提とし
ます。20x5年4月1日から20x6年3月31日までの期間に
当該工事のコストは15億円発生しました。
　また、A社は20x6年3月1日にP社よりビルの平面計画を
変更する注文を受領しました。この変更注文について下記
の状況がある場合、20x6年3月31日に終了する会計年度
において、A社はどれだけの収益を認識すべきでしょうか。
● A社は20x6年3月31日までに変更の範囲についてP社と

合意しましたが、価格については合意していません。
● A社は20x6年3月31日時点において、この変更から生じ

る追加の対価の金額は20億円、また、変更を履行するこ
とで発生する追加コストは 10 億円と見積もりました。
20x6年 3月31日時点において当該コストは発生してい
ません。

● A社は過去に価格未定の変更注文を履行した経験を持っ
ています。契約変更の範囲を顧客と合意した後、かつ変
更に係る対価について合意する前に建設を開始すること
はA社にとって珍しくありません。

建設業者
A社

40億円（原契約分）

10億円（契約範囲の変更分）

発生した
工事コスト

（原契約分）

予想される
工事コスト

10億円 15億円

20x4年
10月

20x5年
3月末

20x6年
3月末

顧客
P社

建設請負契約（原契約）

契約範囲の変更

追加の対価は合意前
（20億円と見積もり）

契約金額 50億円

回答	
問題の所在

IFRS15号では、契約変更を「契約の当事者が承認した契

約の範囲又は価格（あるいはその両方）の変更」と定義して
います。本質問の平面計画の変更のように、契約の範囲の
変更が承認されているが、対応する価格の変更が決定され
ていない契約変更（価格未決定の変更注文）の場合がありま
す。このような場合においても、変更により創出される、もし
くは変更される権利義務に強制力がある場合には、IFRS15
号が定める変動対価の見積もりの規定に従って、取引価格
の変更を見積もって計上する必要があります。

また、契約変更による影響については、契約変更を独立し
た契約として取り扱うか否かによって会計処理方法が異なり
ます。そのため本質問においても、①平面計画の変更をオ
フィスビルの建設という原契約と独立した契約として会計処
理すべきか否か、さらに②①の検討により独立した契約とさ
れない場合は、契約変更を含む残りの財またはサービスが、
契約変更日以前に移転された財またはサービスと別個のもの
か否かを検討し、会計処理方法を決定する必要があります。

検討のポイント

本質問を検討するためには、まず、契約変更が原契約と独
立した契約か否かについてIFRS15号の規定を考慮します。
1） 契約変更の定義（IFRS15号 18項、19項）：契約変更は

強制力のある権利義務を新たに創出するか、変更する
場合に存在し、そのような場合に該当するか否かの決定
には、関連する全ての事実と状況の考慮が必要になりま
す。契約変更の承認は、書面や口頭での合意により行わ
れる場合と、取引慣行により含意される場合があります。

2） 独立した契約としての検討（IFRS15号 20項）：下記の両
方の条件が存在する場合、契約変更を独立した契約と
して会計処理しなければなりません。

（a）別個のものである約束された財またはサービスの追加に
より、契約の範囲が拡大する

（b）契約の価格が、追加的に約束した財またはサービスにつ
いての企業の独立販売価格を反映した対価の金額の分
だけ増額される

次に、会計処理に関して、変動対価の見積もりと契約変更
の影響につき下記を考慮します。
3） 変動対価の見積もり（IFRS15号19項）：契約当事者が契

約の範囲の変更を承認したが、それに対応する価格の
変更をまだ決定していない場合、企業は変動対価の見
積もりおよび変動対価の見積もりの制限について関連規
定に従い、当該変更から生じる取引価格への変更を見
積もらなければなりません。

4） 契約変更の影響（IFRS15号21項（b））：契約変更が独立
した契約として会計処理されない場合、かつ契約変更日
において、まだ移転されていない財またはサービスが、
契約変更日以前に移転された財またはサービスと別個
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のものではない場合には、契約変更を既存の契約の一
部分であるかのように会計処理しなければなりません。
この場合、契約変更が取引価格と進捗度の測定に与え
る影響は、契約変更日における収益の調整（増額または
減額）として認識されます。

考え方	

平面計画の変更は原契約と独立した契約か 
1） 本質問の平面計画の変更は、20x6年 3月 31日時点に

おいて価格未決定の変更注文に該当します。A社にとっ
て、こうしたケースは珍しくなく、過去にも類似の契約変
更に伴う義務を履行していることから、価格の変更を含
めて P社との間で既に強制力のある権利義務の追加が
取引慣行により含意される場合は、契約変更が存在する
と考えられます。

2） 本質問において、A社は原契約のオフィスビル建設を平
面計画を含む単一の履行義務と考えています。よって、
平面計画の変更は、あくまで原契約に含まれる平面計画
の見直しであるため、原契約のオフィスビル建設と平面
計画の変更が、別個の財またはサービスではない場合
は、IFRS15号 20項（a）を満たさず、当該変更注文を独
立した契約として会計処理しないと考えられます。

会計処理 
3） 平面計画の変更は価格未決定の変更注文に該当し、A

社は変動対価を見積もる必要があります。A社は変動対
価の見積もりの規定に従い適切な方法（期待値もしくは
最も可能性の高い金額）に従って、価格が合意されたと
きに認識される収益の累計額に重大な戻し入れが発生
しない可能性が非常に高い金額を見積もった結果が 20
億円であれば、これを追加の取引価格に当たる変動対
価として取り扱うものと考えられます。また、本質問で
は、A社の過去の経験から当該変動対価の見積もりは適
切なものと考えられます。

4） 上記4）「契約変更の影響」に従い、平面計画の変更が原
契約のオフィスビル建設と別個の財またはサービスとは
考えられない場合、契約変更を既存の契約の一部分で
あるかのように会計処理します。契約変更の影響が、取
引価格と進捗度の測定値に与える影響は、契約変更日
の収益の調整として「累積的キャッチ・アップ・ベース」
で認識されます。この場合、変更後の取引価格は70億円

（原契約の取引価格 50 億円＋変更注文の取引価格 20
億円）、また変更後の予想総工事コストは 50億円（原契
約の予想総工事コスト40億円＋変更注文のコスト10億
円）となり、20x5年3月31日時点での進捗度は50％（＝

（10億円＋15億円）÷50億円）となります。

上記1）から4）の前提等に基づくと、A社は20x6年3月31
日までに契約当初から2年度累計で35億円の収益を認識す
ることになります（70億円の 50％）。既に前年度に 12.5億
円の収益が認識されていることから、20x6年 3月31日に終
了する会計年度にA社が認識する収益は 22.5億円となると
考えられます。

質問3　未据え付けの資材
　建設業者B社は、20x4年12月に、顧客の空港運営会社
Q社との間で空港ターミナルの設計および建設の契約を締
結しました。竣工は20x6年3月頃の予定です。B社はプロ
ジェクト全体の設計・監理の責任を負っており（基礎工事、
ターミナルの各部分の建設、装置の設置、仕上げ等を含
む）、これは一定期間にわたり充足される単一の履行義務
と考えられます。工事収益と工事コスト（下記特殊設備に関
するものを含む）は、それぞれ100億円と80億円と見積も
られています。
　契約上、B社はある下請け業者より特殊設備を購入し、
空港ターミナルに統合する義務を負っています。当該設備
の支配は、現場に搬入された20x5年2月にB社から顧客に
移転しました。特殊設備に関するコストは 20億円であり、
予想される工事コストに対して重大であると考えられます。
契約開始から20x5年3月31日までの間に発生した工事コ
スト（特殊設備に関するコストを除く）は12億円でした。
20x5年 3月31日に終了する会計年度において、B社はど
のように進捗度を測定し、収益をどれだけ認識すべきで
しょうか。

建設業者
Ｂ社

下請業者

予想される総工事コスト 80億円

発生した工事コスト
（特殊設備に関する
コストを除く） 

特殊設備に関する
コスト

12億円

20億円

20x4年
12月

20x5年
3月末

20x6年
3月末

顧客
Q社

空港ターミナルの
設計・建設

（特殊設備の調達・設置を含む）

工事収益 100億円

特殊設備の調達
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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
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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。

【既刊紹介】	IFRS第15号の基礎から実務の論点までを事例を交えて詳細解説

IFRS解説シリーズⅤ　収益認識

杉田 大輔 （すぎた だいすけ）

PwCあらた有限責任監査法人　
製造・流通・サービス（MDS） 財務報告アドバイザリー部
シニアマネージャー
2005年PwC香港事務所に入所し日系事業開発部門にて監査業務等に従
事。2008年あらた監査法人入社後はアドバイザリー業務を主として担当
し、主にIFRSコンバージョンやクロスボーダーM&A等に係る多様な会計・
財務報告アドバイザリー業務、および米国 SECへの財務報告や海外での
資金調達などの海外キャピタルマーケッツ関連業務を多く行っている。
メールアドレス：daisuke.s.sugita@jp.pwc.com

回答
問題の所在	

質問 1で解説した進捗度を測定するためのインプット法
は、IFRS15号では、例えば、発生コストが企業による履行
義務の充足の進捗に対応していないときは、一定の状況を
満たす場合に収益認識額を調整することとされています。本
質問の特殊設備の購入と搬入等に関するコストが、履行義
務の充足の進捗に対応しないと考えられる場合は、進捗度
の測定値や取引価格を調整した上で収益を認識することが
必要になります。

検討のポイント	

IFRS15号B19項では、顧客への財またはサービスの支配
の移転に関する企業の履行を描写しないインプットの影響
を、進捗度の測定値から除外すると規定しています。同じく
B19項において、発生コストが企業による履行義務の充足
の進捗に対応していないとき、例えば契約開始時に下記の
条件全てが満たされると見込まれる場合は、財のコストと同
額で収益を認識することが適切な場合があるとしています。
1） その財は別個のものではない
2） 顧客が、その財に関連するサービスを受け取るより相当

前に、その財に対する支配を獲得すると見込まれる
3） 移転した財のコストが、履行義務を完全に充足するため

に予想される総コストに対して重大である
4） 企業が本人として第三者からその財を調達しており、そ

の財の設計と製造に深く関与していない

考え方	

本質問の特殊設備に関するコストは、以下のとおり上記
1）から4）の条件を契約開始時に全て満たすため、B社によ
る履行義務の充足の進捗に対応しないインプットと判断さ
れる場合は、コストと同額の収益（20億円）を認識します。

1） プロジェクト全体が単一の履行義務であり、特殊設備は
空港ターミナルと別個のものではない

2） 顧客 Q社は、特殊設備によるサービスを空港ターミナル
完成時点で初めて受けることができる一方、特殊設備の
支配は完成時点の相当前に移転される

3） 特殊設備に関するコストは、予想される総工事コストに
対して重大である

4） B社は本人として第三者から特殊設備を調達しており、
当該特殊設備の設計と製造に深く関与していない

 また、当該コストは進捗度を測定するインプットおよび
総工事コストには含めず、進捗度は 20％（＝ 12億円÷

（80億円－ 20億円））となると考えられます。従って、特
殊設備以外の収益については、取引価格（100億円）か
ら上記で認識される特殊設備に係る収益を除外した 80
億円に対して20％の進捗度を適用し、16億円の収益を
認識します。

上記検討を踏まえ、20x5 年 3月 31日に終了する会計年
度において、Ｂ社は 20億円と16億円の合計として36億円
の収益を認識することになると考えられます。

税務研究会「週刊経営財務」（2014年 12月22日号）掲載
記事より一部改編

本書の構成
第Ⅰ部　IFRS第15号の基礎事項
第Ⅱ部　適用上の諸問題
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出版社：第一法規株式会社
定価：3,700円（税抜き）

編者：PwCあらた監査法人
仕様：A5判／ソフトカバー／312ページ

発行日：2015年11月17日
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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

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2号「棚卸資産」

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」）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」）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 2号「棚卸資
産」を取り上げて解説します。

1 IAS第2号「棚卸資産」の却下通知

過去 13年間、IAS第 2号に関してIFRS ICに提出された議
題は他の基準に比べて少なく、「IFRS ICの却下通知」はわ
ずか 4件で、そのうち2件は、割り戻しおよび値引きに関す
るものでした。これら4 件の却下通知を解説するとともに、
その要旨を表1にまとめました。

現金値引き
（2002年8月）
IFRS ICは、財を購入した際に受け取った現金値引きをど

のように会計処理すべきかに関するガイダンスを要請され
ました。

IAS第 2号では、受け取った現金値引きを購入原価から控
除することを明示的に要求していますので、IFRS ICは追加
のガイダンスは不要という結論を出しました。IAS第 2号 11
項には、値引き、割り戻しおよびその他の類似の項目を、棚
卸資産の購入原価から控除することが示されています。

サービス提供事業者による棚卸資産の消費 
（2004年3月）
IFRS ICは、提供するサービスの一部として棚卸資産が消

費される場合、例えば、テレコム企業が固定期間の通信
サービス契約を締結する顧客に携帯電話機を無料で提供す
る場合、棚卸資産である携帯電話機の正味実現可能価額を
どのように算定すべきかに関する質問を受けました。

IFRS ICは、この論点は、サービス提供事業者に特有の論
点ではなく、直接的なキャッシュ・イン・フローがないあらゆ
る資産の回収可能性の評価に当てはまると考えました。企
業は将来の一連の収益を生み出すためにこうした棚卸資産
を利用しており、従って、他の棚卸資産と同様に測定すべき
であるという結論に達し、IFRS ICはこの論点を議題に加え
ませんでした。
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値引きおよび割り戻し
	（2004年11月）
値引きに関連するもう1 件の議題要請には、次の三つの

質問が含まれました。
1） 買掛金を期日前に支払うことによる値引き（仕入れ割引）

は、棚卸資産の原価から控除せずに、金融収益として認
識すべきか。

 IFRS ICは、2002年8月の現金値引きに関する結論と同
様に、IAS第 2 号では、決済における全ての値引きを、
通常、棚卸資産の原価から控除することを明確に要求し
ているという結論に達しました。

2） その他の割り戻しは、全て棚卸資産の原価から控除す
べきか、あるいは、一部を収益として、または販売促進
費用の減額として処理することは可能か。

 IFRS ICは、割戻しが明確かつ真に販売促進費用の払い
戻しである場合には、棚卸資産の原価から控除しないこ
とに合意しました。

3） 数量に関するリベートは、閾値となる数量に達した後に
初めて認識すべきか、あるいは、達する可能性が高いと

評価した将来の期間にわたって比例的に認識すべきか。
 IFRS ICは、この論点に関する実務上の会計処理にばら

つきがあることを示す証拠が十分にないという理由か
ら、議題として追加しないことを決定しました。

棚卸資産の長期供給契約における前払い
（2015年7月）
IFRS ICは、原材料の長期供給契約において、原材料の

購入者が供給者に対して重要な前払いを行う場合の会計処
理を検討しました。質問は、購入者が長期前払いに係る利
息を金利収益として認識し、同時に棚卸資産の原価を増加
させる処理を実施すべきかどうかというものです。仮に棚卸
資産の原価を増加させる場合には、最終的には売上原価が
増加することになります。

アウトリーチの結果、このような事例は非常に限られるこ
とが判明しました。しかし、原材料の長期供給契約に金融要
素が識別される場合には、その金融要素は別個に会計処理
すべきであるとの見解を IFRS ICは示しました。ただし、
IFRS ICは、個々の契約が金融要素を含むかどうかの識別に
は判断が必要であるとしています。

会計／監査

表1：IAS第2号に関するIFRS	IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

現金値引き
（2002年8月）

受け取った現金値引きをどのように会計処理すべきか？

IFRS	ICは、IAS第2号が、受け取った値引きを購入した財の原価から控除すること
を明示的に要求しているとして、追加的なガイダンスは不要という結論を出した。

サービス提供事業者による棚卸資産の消費
（2004年3月）

提供するサービスの一部として消費する棚卸資産について、その正味回収可能価
額をどのように算定すべきか？

IFRS	ICは、企業は将来の一連の収益を生み出すためにこうした棚卸資産を利用し
ているため、他の棚卸資産と同様に測定すべきであるという結論に達した。

値引きおよび割り戻し
（2004年11月）

IFRS	 ICは、値引きと割り戻しに関連する3件の論点を検討した。このうち2件は、
IAS第2号に十分なガイダンスが提供されているという理由により、もう１件は実
務において会計処理にばらつきがあることの証拠が不十分であるという理由によ
り、却下された。

本文の詳しい解説を参照のこと。

棚卸資産の長期供給契約における前払い
（2015年7月）

長期前払いに係る利息を金利収益として認識し、同時に棚卸資産の原価（最終的
には売上原価）を増加させる処理を実施すべきか？

IFRS	ICは、原材料の長期供給契約に金融要素が識別される場合、その金融要素は
別個に会計処理すべきであるとの見解を示した。
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アカウンティング・サポート部

経理Q&A
平成28年度税制改正に合わせた
減価償却方法の変更について

することが想定される。
ASBJでは、この論点に抜本的に取り組むには減価償却に

関する会計基準の開発を検討する必要があるとしつつ、そ
れには一定の時間を要するとされました。そのため、会計基
準の開発に着手することの合意形成に向けた取り組みを速
やかに行うことを前提に、実務上の取り扱いを定めることと
されました。以下、本実務対応報告の内容を紹介します。

（1）会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

本実務対応報告第2項では、表1の要件を満たす場合、法
令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会
計方針の変更 （企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準」（以下、「企業会計基準第 24 
号」）第5 項（1））として取り扱うこととされています。

表1：本実務対応報告第2項における要件

対象企業 従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を
減価償却費として処理している企業

対象資産 建物附属設備、構築物またはその両方に係る減価
償却方法について、定率法を採用している場合

減価償却方法の
変更とその範囲

2016年4月1日以後に取得する当該全ての資産に係
る減価償却方法を定額法に変更するとき

なお、表1の減価償却方法の変更における下線部「当該全
ての資産」については、公開草案に対する「一部の資産につ
いて減価償却方法を変更しない場合でも、本公開草案を適
用できるかどうか明確にすべき」というコメントに対応して文
言が追加されています（ASBJ『実務対応報告公開草案第 46
号「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関
する実務上の取扱い（案）」に対するコメント』（以下、「主な
コメントの概要とその対応」）論点4）。

また、本実務対応報告は、取り扱う範囲を 2016年度税制
改正に係る減価償却方法の改正に限定して緊急に対応した
ものであり、今回に限られたものとするとされています（本実
務対応報告第16項）。

1 会計方針の変更に関する取り扱い

質問1
当社は、税法基準により会計上の減価償却費を計上し
ています。2016 年度税制改正に合わせて建物附属設
備および構築物の減価償却方法を、定率法から定額法
に変更しましたが、正当な理由による会計方針の変更
に該当しますか。

回答
2016年度税制改正により、2016年 4月 1日以後に取得

する建物附属設備および構築物の法人税法上の減価償却
方法については、定率法が廃止されて定額法のみとなりま
した。

これに対応して、企業会計基準委員会（ASBJ）より、2016
年 6月17日に、実務対応報告第 32号「平成 28年度税制改
正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（以下、「本実務対応報告」）が公表されています。
原則的には、税法の改正によって償却限度額の算定方法

が変更されたことのみでは、会計基準等の改正に伴う会計
方針の変更には該当しません。しかしながら、今回の税制
改正に合わせた会計方針の変更を正当な理由に基づく自発
的な変更として扱う場合、個々の企業において変更の適時
性と変更の適切性を判断する必要が生じ、以下のような懸
念があるとの意見が寄せられました。
・ これまで一定程度、いわゆる税法基準による会計処理が容

認されてきたことを踏まえると、企業における作成実務に混
乱が生じる。

・ 監査実務においても、これまで対象となる企業がいわゆる
税法基準によっていたことを踏まえると、正当な理由に基づ
く自発的な会計方針の変更の適切性の判断は相当程度困
難なものとなり、審査も含めた監査対応に相当の時間を要

会計／監査
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ソリューション表1の要件を満たす場合、会計基準等の改正に伴う会計
方針の変更であるため、「変更の適時性や変更の適切性」を
判断することは求められていません（主なコメントの概要と
その対応 論点3）。

（2）正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変更

（1）以外の減価償却方法の変更については、正当な理由
に基づき自発的に行う会計方針の変更（企業会計基準第 24 
号第 5 項（2））として取り扱うものとされています（本実務対
応報告第 3 項）。例えば、2016 年度税制改正に合わせて、
一部の事業場の建物附属設備および構築物についてのみ、
定率法から定額法に変更し、他の事業場については、税法
基準と異なり定率法を継続するケースが考えられます。

この場合、以下の規定に基づいて「変更の適時性や変更
の適切性」を判断することが求められます（企業会計基準適
用指針第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準の適用指針」第6項）。

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更以外の会計方針の変更（企
業会計基準第 24号第 5項（2））を行うための正当な理由がある場合
とは、次の要件が満たされているときをいう。
① 会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変

化に対応して行われるものであること
② 会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映する

ために行われるものであること

（3）本実務対応報告の適用時期

本実務対応報告の適用時期は、表2のとおり規定されてい
ます（本実務対応報告第5項）。

表2：本実務対応報告の適用時期

原則 公表日（2016年6月17日）以後最初に終了する事業年度のみに	
適用する

容認
2016年4月1日以後最初に終了する事業年度が本実務対応報告の
公表日前に終了している場合には、当該事業年度に本実務対応報
告を適用することができる

以上より、3月決算会社の場合であれば、表1の要件を満
たし、かつ、2017年 3月期においてのみ、（1）会計基準等
の改正に伴う会計方針の変更に該当することとなります。

他方で、（1）に該当しない場合には、（2）正当な理由に基
づき自発的に行う会計方針の変更として取り扱うことなり、
正当な理由の有無、すなわち、「変更の適時性や変更の適
切性」について、慎重な検討が必要となります。

2 開示に関する取り扱い

質問2
当社は、2016年度税制改正に合わせて建物附属設備
および構築物の減価償却方法を、定率法から定額法に
変更しています。会計基準等の改正に伴う会計方針の
変更に該当する場合、どのような注記が必要となりま
すか。

回答
本実務対応報告第 2項に従って、会計基準等の改正に伴

う会計方針の変更として取り扱う場合、次の事項を注記しな
ければなりません（本実務対応報告第4項）。

① 会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴い、本実務対
応報告を適用し、2016年4月1日以後に取得する建物附属設備、
構築物またはその両方に係る減価償却方法を定率法から定額法
に変更している旨

② 会計方針の変更による当期への影響額

本実務対応報告第 2項の取り扱いは、建物附属設備また
は構築物を本実務対応報告の適用初年度に取得したかどう
かにかかわらず、2016年度税制改正に合わせて減価償却
方法を定額法に変更する場合に、会計基準等の改正に伴う
会計方針の変更として取り扱うことを意図しています。その
ため、上記の注記事項は、建物附属設備または構築物を取
得していない場合も記載することとなります（本実務対応報
告第18項）。

なお、1 株当たり情報に与える影響は記載を要しません
（主なコメントの概要とその対応 論点10）。

記載例

（会計方針の変更）
　法人税法の改正に伴い、「平成 28年度税制改正に係る減価償却
方法の変更に関する実務上の取り扱い」（実務対応報告第32号 平成
28年6月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後
に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法
から定額法に変更している。
　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整
前当期純利益はそれぞれXXX百万円増加している。

出所：公益財団法人 財務会計基準機構「四半期報告書の作成要領（平成 28年 6月第 1四半期提出用）」

を基に作成

会計／監査
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PwCあらた有限責任監査法人
公認会計士
鈴木 理加

リスク分担型企業年金に係る
会計実務の検討ポイント

1 本公開草案の公表の背景

2015年 6月に閣議決定された『日本再興戦略』改訂 2015　
─未来への投資・生産性の改革─」では、具体的施策の一
つとして、「企業が企業年金を実施しやすい環境を整備する
ため、確定給付企業年金制度について、運用リスクを事業
主と加入者で柔軟に分け合うことができるようなハイブリッ
ド型の企業年金制度の導入や、将来の景気変動を見越した
より弾力的な運営を可能とする措置について検討」※ 1するこ
とを織り込んでいます。この閣議決定を受け、現在、厚生労
働省（社会保障審議会企業年金部会）では、以下の二つの
仕組みの導入を検討しています※2 。

イ）将来の財政悪化を想定した計画的な掛金拠出を可
能とする仕組み（リスク対応掛金）

ロ）運用リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合う仕組
み（リスク分担型企業年金）

上記の厚生労働省による検討のうち、（ロ）のリスク分担型
企業年金は確定給付企業年金の新たな仕組みであり、制度
上の枠組みは、確定給付企業年金とされています。しかし、
企業は追加的な拠出義務を負うことは制度上要求されてい
ないことから、確定拠出企業年金の特徴も持っています。

このため、このような新たな仕組みの導入に伴い、2015
年 11月、ASBJに対して、企業会計基準第 26号「退職給付
に関する会計基準」（以下、「退職給付会計基準」）に基づく

「確定拠出制度」もしくは「確定給付制度」のいずれに該当す
るものとして会計上取り扱うべきなのかについて、新規テー
マとして検討することを、基準諮問会議により提言されまし

はじめに
　企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」）は、2016年 6月 2
日、実務対応報告公開草案第 47号「リスク分担型企業年金
の会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」（以下、「本公
開草案」）を公表しました。本公開草案の目的は、新たに導
入される第 3の企業年金制度として注目されるリスク分担型
企業年金について、その会計処理と開示を定めることとして
います。また、本公開草案では、リスク分担型企業年金につ
いて、現行の会計基準の枠組みの外で、新たな取り扱いを
定めるものではなく、現行の会計基準の枠組みのなかで、
会計上の確定拠出制度の定義に該当するのかどうかを検討
し、この検討結果を踏まえた会計処理を定めています。
　本文中では、本公開草案の背景、現行の会計基準に基づ
く企業年金制度の分類と会計処理やリスク分担型企業年金
の特徴を踏まえ、本公開草案で提案されているリスク分担
型企業年金の会計処理と開示について解説しています。ま
た、本公開草案に基づいた会計処理と開示の設例、ならび
に、導入時に検討しておきたい再判定時や IFRS移行時の留
意事項についても解説し、幅広く、リスク分担型企業年金の
取り扱いについての理解を深められるようにしています。
　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 首相官邸政策会議日本経済再生本部　『日本再興戦略』改訂2015　─未来への投資・
生産性の改革─」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai2_3jp.pdf）

※2 厚生労働省社会保障審議会企業年金部会（2016年6月14日）資料２「確定給付企業
年金の改善の現状について」（http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-
Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000127379.pdf）
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た。これを受け、ASBJでは、リスク分担型企業年金の会計
上の取り扱いについて審議を重ね、2016年 6月2日に、本
公開草案として公表しています。

2 本公開草案に基づく会計処理

①適用対象となる企業年金制度

本公開草案の対象となるのは、新たな企業年金制度であ
るリスク分担型企業年金です。

このリスク分担型企業年金とは、確定給付企業年金法
（2001年法律第 50号）に基づいて実施される年金制度のう

ち、給付の額の算定に関して、厚生労働省より2016年 5月
27日に公表された確定給付企業年金法施行規則（2002年
厚生労働省令第 22 号）案の第 25 条の 2 に規定される調整
率※3により定められる制度となります。

②退職給付会計基準における分類と会計処理

退職給付会計基準における定義と会計処理は、以下のと
おりとなります。

会計上の分類 定義 会計処理

確定拠出制度
（たとえば、確定拠出
年金）

一定の掛金を外部に
積み立て、事業主であ
る企業が、当該掛金
以外に退職給付に係
る追加的な拠出義務
を負わない退職給付
制度	（退職給付会計
基準第4項）

拠出した掛金を費用
処理する。したがっ
て、数理計算の必要
はない。

確定給付制度
（たとえば、最終給与
比例給付等の伝統的
な確定給付企業年金、
キャッシュ・バランス・
プラン）

確定拠出制度以外の
退職給付制度	（同会
計基準第5項）

退職給付債務と年金
資産の差額を退職給
付に係る負債（または
資産）として貸借対照
表に計上する。なお、
個別財務諸表におい
ては、貸借対照表計
上額について、未認
識項目を考慮する。

企業年金制度の会計処理を検討するに当たって必要とな
る分類の判断は、まず、上述の確定拠出制度の定義に該当
するかどうかを検討することになります。すなわち、退職給
付会計基準上の確定拠出制度の定義に該当すれば確定拠
出制度として、該当しなければ確定給付制度として会計処
理するという消去法による考え方が採用されています。

③リスク分担型企業年金の特徴と会計上の取り扱い

リスク分担型企業年金においても、②において解説したよ
うに、会計上のいずれの制度の定義に該当するのかが明確
であれば会計処理について疑問は生じないものと考えられ
ます。しかしながら、リスク分担型企業年金の主な特徴に

は、以下のようなものがあります。

イ） 平準的な掛金の拠出
 従来の確定給付企業年金は、景気の変動に応じて掛金

の拠出額が変動しやすい構造にあるという仕組みに
なっています。これを克服し安定的な制度運営を実現す
るため、拠出額を一定程度平準的なものとする必要があ
ります。そのため、リスク分担型企業年金では、あらかじ
め「財政悪化時に想定される積み立て不足」を測定し、
その水準を踏まえて、掛金（リスク対応掛金）の拠出を行
うことができる仕組みを活用することとしています。 

ロ） 将来発生するリスクを労使で分担
 リスク分担型企業年金は、上記（イ）におけるリスク対応

掛金の拠出を行う仕組みを活用することにより、将来発
生するリスクについて、事業主の掛金負担により対応す
る部分と加入者等への給付の調整により対応する部分
を定める仕組みとなっています。すなわち、将来発生す
るリスクを労使間でどのように分担するかをあらかじめ
定めることができます。 

ハ） 調整率に応じた給付の増減
 上記（イ）のとおりリスク対応掛金をあらかじめ定められ

た水準で拠出することができる一方で、給付に対する財
源のバランスが各事業年度において変化するため、追
加的な掛金の拠出が生じない限りにおいて、各事業年
度の決算において給付を増減することにより財政の均衡
を図ることが想定されています。

従って、上記の特徴を有するリスク分担型企業年金は、制
度の観点からは、確定給付企業年金の枠組みの制度であり
ながら、会計の観点からは、「一定の掛金を外部に積み立
て、事業主である企業が、当該掛金以外に退職給付に係る
追加的な拠出義務を負わない」という退職給付会計基準に
おける「確定拠出制度」の特徴も有していると考えられます。
このため、従来型の企業年金制度とは異なっており、新たな
中間的な仕組み（図1）として会計上の取り扱いを検討するこ
ととなりました。

④リスク分担型企業年金の分類・会計処理と開示

本公開草案では、上記③で示したリスク分担型企業年金
の特徴を踏まえた上で、制度の実態に応じた会計処理となる
ように、個々の制度について、退職給付会計基準を踏まえた
会計上の分類の判定を行い、その分類に従って会計処理を
行うこととしています。そのため、会計上の確定拠出制度に
該当するかどうかについては、 会計上の制度の定義に基づ

※3 積立金の額、掛金額の予想額の現価、通常予測給付額の現価および財政悪化リスク相当
額（通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額）に応じて定まる数値
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いて、事業主である企業が一定の掛金以外に退職給付に係
る追加的な拠出義務を負うか否か、および、一定の掛金を
外部に積み立てているか否かが判断基準になります。

このような判断基準を踏まえるならば、リスク分担型企業
年金は、特段の取り決めが規約に存在しなければ、財政不
均衡が生じた場合にも、調整率により給付額を減額させる限
りにおいては、企業に追加的な拠出が要求されることは基
本的にありません。また、導入時の規約に基づいて拠出され
た掛金が外部に積み立てられているといえます。従って、こ
のような場合には、確定拠出制度の定義に該当するものと
考えられます。他方で、同じリスク分担型企業年金という制
度であっても各企業の労使間の取り決めは一様ではなく、
規約の取り決めの内容によっては、企業に追加的な拠出が
要求されるケースも否定できないものと考えられ、留意する
ことが必要です。

このため、本公開草案では、企業の拠出義務が、給付に
充当する各期の掛金として、制度の導入時の規約に定めら
れた標準掛金相当額、特別掛金相当額およびリスク対応掛
金相当額の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に
拠出義務を実質的に負っていない制度と判断された場合
に、確定拠出制度に該当するものとして会計処理することと
なります（本公開草案第 3項）。他方で、これに該当しない場
合には、確定給付制度に該当するものとして会計処理するこ
ととなります（本公開草案第4項）。

リスク分担型企業年金については、上記の判断に基づく
分類に従って、以下のような会計処理と開示が、本公開草
案において要求されています。

会計上の分類 会計処理 開示

確定拠出制度 規約に基づきあらか
じめ定められた各期
の掛金の金額を、各
期において費用処理
する（ただし、導入に
伴い、移行時に未払
金等として計上した
特別掛金相当額を除
く。後述参照）。

以下の項目について注記が要
求される（本公開草案第12項）。
・企業の採用するリスク分担型
企業年金の概要

・リスク分担型企業年金に係る
退職給付費用の額

・翌期以降に拠出することが要
求されるリスク対応掛金相当
額および当該拠出に関する残
存年数

確定給付制度 退職給付会計基準の確定給付制度の会計処理および開
示を行う。

なお、本公開草案では、リスク分担型企業年金について
導入時においては、確定拠出制度に該当すると判断された
場合であっても、新たな労使合意によって規約が改定され
た場合などは、会計上の分類について、再判定することが
要求されています（本公開草案第5項）。

⑤確定給付企業年金からリスク分担型企業年金への移行時
の会計処理

本公開草案では、会計上の確定給付企業年金から会計上
確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金への移行
である場合には、退職給付制度間の移行または制度の改定
により退職給付債務がその減少分相当額の支払い等を伴っ
て減少するため（企業会計基準適用指針第 1号「退職給付制
度間の移行等に関する会計処理」（以下、「制度移行適用指
針」）第 4項）、退職給付制度の終了に該当するものとして会
計処理することが提案されています（本公開草案第9項）。

また、新たなリスク分担型企業年金への移行に伴う財政

加入者等の給付調整に
より対応する部分

事業主の掛金負担に
より対応する部分

労使合意により、
あらかじめ規約に

定められた
掛金を拠出する

（リスク対応
掛金相当額）

掛金収入現価

給付現価

将来発生するリスク
（財政悪化リスク

相当額）

積立金

（制度導入当初）

財源の変動に
合わせて

給付を増減調整

財政悪化による年金資産の運用リスクを
誰が負担するのか？

(*)掛金収入現価＋積立金＞給付現価＋財政悪化リスク
相当額となる場合には、加入者等の給付が増額する。

確定給付
（DB）

リスク分担型
（中間型）

確定拠出
（DC）

全て事業主
が負担

一部を
事業主が負担し、
残りを加入者等
が負担（*）

全て加入者
が負担

リスク分担型企業年金は、確定給付企業年金と確定拠出年金の中間的な制度であると考えられる（確定給付企業年金は事業主にリスクが
集中し、確定拠出企業年金は加入者にリスクが集中すると考えられているが、リスク分担型企業年金ではリスクを労使で分担するため）。ポイント

・ 給付現価：将来、年金等で給付する支給総額の現在時点の価値
・ 掛金収入現価：掛金による収入総額の現在時点の価値
・ 財政悪化リスク相当額：将来の財政悪化時に想定される積み立て不足を測定したもの。リスク分担型企業年金では、財政悪化リスク相当額につい

て、掛金負担（事業主負担）と給付調整（加入者等の負担）の割合を労使合意によりあらかじめ規定される。
・ リスク分担型企業年金の掛金は、標準掛金相当額、特別掛金相当額およびリスク対応掛金相当額から構成される。リスク対応掛金相当額以外の掛金

についても拠出が固定（財政再計算による掛金率の変動等がない）である。
・ 給付は、従来の確定給付企業年金制度における給付算定式×調整率で計算され、受給権者への給付についても変動がある。

（用語等の解説・補足）

図1：リスク分担型企業年金のイメージ

参考：社会保障審議会企業年金部会「確定給付企業年金の改善について」
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計算の結果により、特別掛金相当額が発生する場合があり
ます。この特別掛金相当額は過去に発生した積み立て不足
に対応するものであり、移行前の確定給付制度に関する事
業主からの支払いまたは現金拠出額の確定額（制度移行適
用指針第 4 項（2））に該当するものと考えられます。従って、
当該特別掛金相当額の総額は、移行前の確定給付制度の
終了に伴い、未払金等として計上することが提案されていま
す（本公開草案第10項）。

3 公開草案に基づくケーススタディ

本公開草案で提案された会計処理に基づいたケーススタ
ディをここで紹介します。

（前提条件）
　企業Aは、確定給付企業年金を採用していましたが、このたび、リ
スク分担型企業年金（会計上の分類は、確定拠出制度）を導入するこ
ととしました。
　この新制度の導入は、従前の確定給付企業年金の一部の移行と
して行います。移行前の制度の年金資産 4,000百万円がリスク分担
型企業年金に移管されます。移行に対応する退職給付債務は2,500
百万円、未認識項目は950百万円です。
　移行時点において、既に移行前の確定給付企業年金において企
業の現金拠出額として確定している特別掛金相当額は、1,440百万
円であり、12年の元利均等償却を行うものとします。
　導入後、リスク分担型企業年金の掛金として400百万円を毎期支
払うものとします。リスク対応掛金相当額の総額は、2,000百万円で
あり、導入後20年にわたって均等に拠出する方法により拠出します。
なお、本ケーススタディでは、税効果の影響は考慮しません。

（移行時の個別財務諸表上の会計処理） （単位：百万円）

退職給付債務の減少 （借）退職給付引当金　
2,500

（貸）退職給付費用
（終了損益）2,500

未認識項目の認識 （借）退職給付費用
（終了損益）950

（貸）退職給付引当金
950

特別掛金相当額の計上 （借）退職給付費用（終了損益）1,440
（貸）未払金
1,440

（リスク分担型企業年金の掛金を拠出したときの会計処理）（単位：百万円）

（借）	退職給付費用	 280
	 未払金	 120（注1）

（貸）現金預金　400

（注1）1,440百万円÷12年＝120百万円

（他に確定拠出制度がない場合の開示例）

１．確定拠出制度の概要（省略）
２．確定拠出制度に係る退職給付費用の額　280百万円
３．その他の事項

●翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額　
1,900百万円（注2）

●リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年数　19年

（注2）2,000百万円－（2,000百万円÷20年）＝1,900百万円

4 リスク分担型企業年金の
会計処理に関する留意事項

①再判定

本公開草案では、導入時において、会計上の確定拠出制
度に分類されたリスク分担型企業年金であった場合も、労
使交渉による規約の改訂等があった場合には、分類の再判
定が求められています。例えば、財政不均衡が生じている
状況において、調整率により給付が下がることを阻止するた
めに、追加での掛金拠出が生じるような場合には、会計上
の確定拠出制度としての分類を維持できないものと考えら
れます。このため、規約の改訂等を行う場合には、その点を
留意することが必要となります。

②IFRSにおける取り扱い

会計上の取り扱いに関して、確定拠出制度と確定給付制
度の定義に基づいた消去法を用いる点においては、退職給
付会計基準とIFRSとの間に差異はありません。しかしなが
ら、IFRSには、本公開草案に該当する規定はないため、IAS

（国際会計基準）第 19号「従業員給付」の確定拠出制度の定
義に該当するのかどうかについて検討することになります。
IFRSに基づく検討を行う場合も、導入時に会計上の確定拠
出制度に分類されたリスク分担型企業年金について、規約
の改訂等において、当初想定されていない事象が生じた場
合には、確定拠出制度に該当するか否かについて、あらた
めて判断することが求められる点（上記①）については、同
様に、留意することが必要となります。

5 今後の予定

ASBJは、本公開草案のコメント期日（2016年 8月2日）以
降、寄せられたフィードバックを踏まえて、実務対応報告の
最終化に向けた審議を行う予定となっています。

鈴木 理加 （すずき りか）
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ソリューション

1 リスク分担型企業年金の詳細

2016年 4月28日の企業年金部会では、前回概要をご説
明しました「リスク対応掛金」の基礎となる将来発生するリス
クの測定方法の詳細案が示され、5月27日と6月20日のパ
ブリックコメントにおいても、同様の内容の案が公表されま
した。これまで「リスク分担型DB」という名称で呼ばれていた
新たな企業年金制度は、前述のパブリックコメントや ASBJ
の公開草案において「リスク分担型企業年金」という名称に
変更されました。以下、新たに示された内容を含め、リスク
分担型企業年金の案の詳細についてご説明します。

（1）将来発生するリスクとリスク対応掛金
リスク対応掛金は、景気が悪い時期に掛金が増加し企業

の負担が重くならないよう、あらかじめ将来発生するリスク
に備えた掛金を拠出する仕組みです。リスク対応掛金は、リ
スク分担型企業年金の前提となるものであり、また、従来の
確定給付企業年金（DB）でも利用可能です。

将来発生するリスクの測定方法として、前号では、金融機
関のリスク管理などで用いられている複雑な手法が取り上げ
られていることをご説明しましたが、その後のパブリックコメ
ントでは、標準方式として、図表1の案（リスク分担型企業年
金では予定利率低下リスクも考慮）が示されました。図表1
に掲げられているその他の資産の割合が 20%以上（リスク
分担型企業年金では 10％以上）である場合などは、厚生労
働大臣の承認を受けて個別に規定する方法（特別方式）によ
り測定することとなります。

将来発生するリスクに備えたリスク対応掛金を用いる場合、
積み立ての剰余・不足の状態は、「財政均衡」の考え方に基づ
き判定されることとなります（図表2参照）。積み立て不足の状
態は、リスク対応掛金を含む掛金収入現価と積立金の合計額
が給付現価を下回る場合となります。逆に、積み立て剰余の
状態は、リスク対応掛金を含む掛金収入現価と積立金の合計
額が給付現価と将来発生するリスクの合計額を上回る場合と

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」）
の議論に基づき、2016年 5月27日と6月20日のパブリックコ
メントの手続きにおいて、前号で概要をご説明しました「リス
ク対応掛金」と「リスク分担型企業年金」に関する政省令案
等が示されました。これらの内容を前提として、6月 2日に企
業会計基準委員会（以下、「ASBJ」）から公開草案「リスク分
担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い（案）」
が公表されました（本公開草案の内容については、本号の
記事「リスク分担型企業年金に係る会計実務の検討ポイン
ト」を参照）。一方、継続審議となっていた「確定拠出年金法
等の一部を改正する法律案」（以下、「改正 DC法」）が 5月 24
日に成立し、6月 3日に公布されました（改正 DC法の内容に
ついては、第2号「確定拠出年金（DC）法案の概要」を参照）。
　本稿では、上述のパブリックコメントで提示されている「リ
スク分担型企業年金」の案の詳細と年金ガバナンスに係る
ルール改正の見通しについて解説し、企業の対応を考える
上での視点を提供します。文中の意見にわたる部分は筆者
の私見であり、PwCあらた有限責任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あらた有限責任監査法人
第2金融部（保険･共済）
年金数理人　井川 孝之

リスク分担型企業年金と年金ガバナンス
【年金改正解説④】
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なります。それ以外の場合は、「財政均衡」の状態となります。
リスク対応掛金は、労使合意に基づき、5～20 年での均

等拠出や弾力拠出、定率拠出により拠出することが可能とさ
れています。また、リスク対応掛金は、将来のリスクに備え
ることを目的としていることから、緊急度を考慮し、拠出期
間は特別掛金の償却期間よりも長期に設定することとされて
います。

（2）リスク分担型企業年金の仕組みと意思決定
新たに提案されているリスク分担型企業年金は、上述のリ

スク対応掛金の利用を前提としています。具体的には、将
来発生するリスクのうち、リスク対応掛金による事業主負担
部分を設定した上で、それ以外の部分を給付調整により加
入者や受給権者が負担する仕組みです（図表2参照）。

リスク分担型企業年金では、制度導入時に他の DBと同様
の掛金区分（標準掛金、特別掛金、リスク対応掛金）に基づ

き算定した額の合計額により掛金を設定し、制度導入後は
設定した掛金を固定する仕組みとなっています。このため、
企業年金部会の資料では、導入時に適切なリスクを見込む
ことが必要とされており、この点に留意する必要があるもの
と思われます。なお、加入者や受給権者のリスク負担に係る
給付の調整率については、前号の記事「リスク分担型 DBの
概要」をご参照ください。

リスク分担型企業年金を実施する場合、基金型 DBでは労
使代表で構成される代議員会における議決、規約型 DBにお
いては加入者の過半数で組織される労働組合（当該労働組
合がない場合は、加入者の過半数を代表する者）の同意の
取得が必要とされています。また、リスク分担型企業年金に
おいては、加入者や受給権者は、運用の結果により給付が
調整されるリスクを負うため、制度開始後においても、適切
に意思決定に参画できる仕組みが必要とされています。す
なわち、加入者の代表が参画する委員会を設置することを

標準方式

特別方式

■価格変動リスク
次の手順により計算。
①  資産区分ごとの資産残高に所定の係数（下表）を乗じ、これらの合計額を算出
②  係数の定められていない資産（その他の資産）の額を勘案した補正率を算出
③  「上記①の額×上記②の補正率」により、将来発生するリスクを算出

■予定利率低下リスク（リスク分担型企業年金の場合は考慮）
一定期間経過後に予定利率が1％低下した場合の積み立て不足を測定。

厚生労働大臣の承認または認可を得て、DBの実情に合った特別方式を用いることが可能。

所定の係数 5% 50% 25% 50% 0% 0%

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

係数の定められている資産

一般勘定 短期資産

掛金収入
現価

積立金
給付現価

将来発生する
リスク

増額

剰余が生じている場合

掛金収入
現価

積立金
給付現価

調整なし

将来発生する
リスク

財政均衡している場合

掛金収入
現価

積立金

給付現価

減額

不足が生じている場合

将来発生する
リスク

図表1：将来発生するリスクの種類と測定（概要）

図表2：財政均衡の考え方とリスク分担型企業年金における給付調整（イメージ）

厚生労働省の資料を加工して作成

厚生労働省の資料を加工して作成
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基本とし（受給権者の参画も妨げられていません）、委員会
は、資産運用の方針・結果等について議論し、業務の執行
を行う理事会や事業主に対して提言等を行うこととなります。

従来の DBにおいて、加入者に対しては、年 1回以上、業
務概況（以下の項目）について周知することが義務付けられ
ており、また、受給権者に対しては、加入者に対する周知と
同様の措置を講ずるよう努めることとなっています。

［現行の義務付けられている周知事項］
・給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
・加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
・給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況
・事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他

掛金の納付の概況
・積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他

積立金の積み立ての概況
・積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金

の運用の概況
・基本方針の概要
・その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項

　リスク分担型企業年金については、加入者や受給権者の
リスク負担のため、上記に加え、以下のような項目を「年金
額の改定を見通す上で有用な情報」として提供することとさ
れています。

［リスク分担型企業年金において周知が義務付けられる情報の具体例］
・年金額改定のルール
・過去5年程度の調整率の推移
・上記の調整率の算出根拠となったデータ（調整率を1.0とした場合の

給付現価、積立金、掛金収入現価、将来発生するリスクを想定）
・その他、調整率に重要な影響を与えると認められる事項

このように、リスク分担型企業年金においては、制度運営
上、資産運用などに関する意思決定や法定事項の周知（情
報提供）について義務付けられており、リスク分担型企業年
金の実施を検討するに当たって留意が必要でしょう。

（3）制度設計に関する取り扱い
上述のとおり、リスク分担型企業年金は、従来のDB（以下、

「従来型」）と異なるリスク分担を前提としているため、制度
運営についても、従来型と異なるルールの導入が想定され
ています。このようなことから、一つの DB内において、リス
ク分担型と従来型の両方を実施することは原則として認めら
れないとされており、経理や資産を区分しリスク分担型に係
る意思決定については別の措置を施すなど要件を満たした
場合に限り、併用が認められるとされています。

リスク分担型企業年金の給付減額の判定については、従
来型と同様、給付現価が減少した場合等に減額と判定され

る他、掛金を変更し掛金収入現価が減少した場合にも減額
調整の可能性が高まるため減額と判定される案が示されて
います。また、従来型からリスク分担型に移行する場合、将
来発生するリスクのうち掛金収入現価等で措置されている
割合が2分の1を下回る場合は減額と判定されています。な
お、減額に係る同意手続きの要件については、従来型と同
様となっています。

リスク分担型企業年金の導入や制度設計を検討する場合
は、上記の取り扱いにも留意する必要があるでしょう。

2 年金ガバナンスに係る改正動向

リスク分担型企業年金は新たな仕組みであり、意思決定
などに関し新たなルールが導入される見通しであることをご
説明しました。その他の企業年金についても、厚生年金基
金の実質廃止などに伴い、年金ガバナンスにかかわるルー
ルが改正される見通しです。以下、これらのうち DB基金監
査と資産運用関係の内容についてご説明します。

（1）DB基金監査
同種同業の中小企業などで設立されていた総合型厚生年

金基金が代行返上するなどして設立されたDB基金がありま
す。このような場合、加入企業間の人的関係が密でないこと
などに鑑み、代議員の選任・基金の名称・外部専門家によ
る会計監査について検討されています。日本公認会計士協
会では、2012 年以降、年金基金の監査について研究など
を行っており、2016 年 3月 16日には、業種別実務指針第
53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指
針」を公表しており、監査環境は整いつつあります。

（2）DB資産運用関係
DBの資産運用については、運用基本方針および政策的

資産構成割合の策定に係る規定と資産運用ガイドラインの
見直しが進められています。企業年金部会で示されている
方向は、厚生年金基金の資産運用に係るルールとほぼ同様
のものとなっています。以下、主な内容を記載します。

［法令･資産運用ガイドラインの方向性］
・運用基本方針及び政策的資産構成割合の策定の義務があるDBの範囲

の拡大
・一定規模以上のDBにおける資産運用委員会の設置の義務化
・スチュワードシップコードやESG投資の運用機関の評価項目としての

例示
・運用受託機関の定性評価項目として、受託業務監査の有無や投資パ

フォーマンス基準（GIPS）への準拠を例示
・運用コンサルタントの適格性や中立・公正性の重要性を記載
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3 改正を踏まえた企業の対応

リスク分担型企業年金が利用可能となると、企業として、
人事制度改定や事業再編などに伴い退職給付制度を変更
する場合、新たな選択肢として、リスク分担型企業年金を加
える必要が生じます。図表3に伝統的 DB（勤続年数別の定
額給付や最終給与比例給付等）、キャッシュ・バランス・プ
ラン、DCとの比較概要を掲載しました。伝統的 DBとキャッ
シュバランスプランは、前述の従来型に該当します。各種取
り扱いや制度運営にかかわる実施事項も踏まえながら、各
制度を比較・選択し、制度構成や設計について検討する対
応が想定されます。

制度運営については、制度変更がない場合においても、
改正 DC法の施行や DBに係る年金ガバナンスルール改正に
応じた対応が求められることに注意が必要でしょう。

4 今後の動向

リスク分担型企業年金に係る政省令案などの内容や年金
ガバナンスに係る改正動向についてご説明しました。今後、
これらの改正案の内容や冒頭で触れたリスク分担型企業年
金に係るASBJ公開草案などがどのような形で確定するかな
ど、確認していくことが必要と思われます。退職給付制度関
連の改正が続きますが、一つ一つ内容を確認して対応して
いくことが求められそうです。

井川 孝之 （いがわ たかゆき）

PwCあらた有限責任監査法人
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

図表3：企業年金の制度種類と比較（概要）

制度種類 給付 運用リスク 掛金 会計上の取り扱い 制度の特徴 制度運営・ガバナンス関連の事項

1 伝統的DB あらかじめ規定（運用
実績にはよらない） 事業主が負う 変動 DB 長期勤続優遇等

の設計が可能
資産運用
情報提供等

2
キャッシュ・
バランス・
プラン

国債利回り等に応じ
変動・保証あり

事業主が負う（国債利
回り等の変動に係る
部分は加入者が負う）

変動 DB リスクシェアリン
グが可能

資産運用
情報提供等

3 リスク分担型
企業年金 運用実績に応じ変動

リスク対応掛金に係
る部分は事業主が負
う（その他の部分は給
付により調整）

固定 要件を満たした
場合はDCの方向

リスクシェアリン
グが可能

資産運用
情報提供
（年金額改定に係る情報含む）等

4 DC 運用実績により決まる 加入者が負う 固定 DC ポータビリティ

運用商品対応
継続教育
運営管理機関
評価等
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Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　コーポレートガバナンスとは、「企業統治」のことをいい、企業が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等
の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みのことをいいます。
　IPOを目指す場合には、上場企業と同じレベルのコーポレートガバナンス体制を構築する必要があります。
以下、その概要を記載いたします。

　コーポレート・ガバナンス・コードは、日本再興戦略のなかで成長戦略として掲げられた三つのアクションプ

ランの一つである日本産業再興プランの具体的施策として、コーポレートガバナンスに関する規範として設定

されました。本コードは、下記五つの基本原則に加えて、30の原則および 38の補充原則の計 73の原則で構成

されています。

 （1）株主の権利・平等性の確保

 （2）株主以外のステークホルダーとの適切な協働

 （3）適切な情報開示と透明性の確保

 （4）取締役会等の責務

 （5）株主の対話

 

　コーポレート・ガバナンス・コードの適用対象は上場企業であり、上場企業にはコーポレートガバナンス報告

書の提出が義務付けられています。

　本コードに法的拘束力はありませんが、Comply or Explainの考え方の下で、原則を実施するのか、あるい

は実施しない理由を説明するかの対応が求められています。

　なお、マザーズ等の新興企業向け市場については、基本原則のみが適用されるため、基本原則部分を実施

しない場合にのみ、その理由を説明するものとされています。

　東京証券取引所の有価証券上場規程では、上場会社は下記の機関を置くこととされています。

① 取締役会

② 監査役会、監査等委員会または指名委員会等

③ 会計監査人 

　なお、上場審査上、直前期 1年間は原則として上場時と同じ機関設計の下での運用実績が求められるため、

直前期までに機関変更をしておく必要があります。

 

1  監査役会設置会社
　監査役会設置会社は 3名以上の監査役から構成される監査役会を設置する会社です。常勤監査役を 1名以

上選任し、また監査役の半数以上が社外監査役であることが求められます。 

1│コーポレート・ガバナンス・コードの概要

2│委員会設置会社、監査等委員会設置会社、監査役会設置会社

PwC IPO 
コーポレートガバナンスについて
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　竹内 以南

36 PwC’s View — Vol. 04. September 2016



PwC IPO│コーポレートガバナンスについて

3│株主総会

4│取締役および取締役会

　上場後は株主数が著しく増加し、株主の属性も多種多様になるため、会社の最高意思決定機関である株主

総会の重要性は上場前に比して著しく高まります。

　株主総会の運営は、会社法に定められた手続きに準拠して実施することになりますが、総会の準備に当たっ

ては、開催会場の手配といった事務的な対応も含め、入念なリハーサル、想定問答の作成等、相当の準備期

間が必要であり、証券会社、証券代行業者（信託銀行や専門会社）のアドバイスを受けながら進めることとなり

ます。

　上場直前期以前の段階で、上場を想定した株主総会のリハーサル等を行う必要はありませんが、財務諸表

等の作成・開示を含めた上場後のタイムスケジュールを想定しておくことは重要です。

　上場審査の過程では、取締役の監督機能の実効性について厳格な審査が行われます。監査役会設置会社

の場合、取締役会は原則として毎月開催し、議事録を作成することが求められ、個々の取締役の経歴、報酬の

妥当性、役員数の妥当性、退職役員が競業に関与していないか、さらには次世代の役員候補が育成されてい

るか等についても審査されることになります。

 

1  取締役会の設置
　マザーズへ上場する場合には、上場申請日から起算して 1 年前以前から取締役会を設置していることが求め

られます。また、東証本則市場へ上場する場合には、上場直前期末から起算して3 年以前から取締役会を設置

していることが必要となります。

2  監査等委員会設置会社
　監査等委員会とは、2015年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」において導入された機関であり、

取締役会のなかに監査等委員会を設置する会社を意味します。

　三人以上の取締役（監査等委員）が組織的に監査を実施し、監査等委員の過半数は社外取締役であること

が求められていますが、常勤の選任は強制されていません。監査等委員会設置会社を選択する場合、会計監

査人を設置する必要があります。

3  指名委員会等設置会社
　指名委員会等設置会社は、監査等委員会設置会社の導入に伴い、従前の委員会設置会社の名称が変更さ

れたもので、取締役会のなかに指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する会社です。

　指名委員会等設置会社を選択した場合、指名委員会等の三つの委員会を設置することが義務付けられます。

各委員会は 3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役であることが求められますが、各委員の

取締役について、常勤の選任は強制されていません。

　指名委員会等設置会社を選択する場合、監査等委員会設置会社同様、会計監査人を設置する必要がありま

す。
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2  規程の整備
　取締役会規程を整備し、取締役会専決事項、決裁権限を明文化した上、社内ルールに則った取締役会運営

を行うことが必要です。

 

3  取締役の兼務
　取締役が他の会社の取締役等を兼務しているため必要に応じて取締役会を迅速に開催することができない

といったような場合には、兼務自体が審査上問題になる可能性があります。また、当該他の会社との間に取引

関係がある場合には、利益相反取引の承認のための取締役会特別決議が必要となる場合があり、留意してお

くことが必要です。

1  監査役会設置会社の場合
　監査役会設置会社を選択した場合、上場審査の過程では、監査役の取締役に対する監督機能の実効性に

ついて厳格な審査が行われます。監査役会による年度計画に基づく組織的な監査業務に加え、常勤監査役の

日常的な監査業務への取り組み状況や、社外監査役（独立役員）の役割などについても審査されることとなり

ます。

 

■監査役の選任および監査役会の編成
　上場に当たっては、監査役を 3名以上（常勤監査役 1名以上、監査役の半数以上が社外監査役）選任し、監

査役会を組織することが必要です。また、上場申請日から起算して 1年以上監査役会を運営し、議事録を作成

することが必要です。

 

■監査役監査の実施状況の文書化
　常勤監査役の勤務実態および監査役会の組織的な監査の実施状況について上場審査で問われることになり

ます。常勤監査役は、他に常勤の仕事がなく、監査役の職務に専念できる状況であることが求められます。監

査役監査の実務については、日本監査役協会の監査役監査基準等を参考にすることが有用ですが、監査の実

施過程を文書化することが重要であり、監査計画、監査調書等を整備することが必要です。

2  監査等委員会設置会社、委員会設置会社の場合
　監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役会設置会社と制度上の違いはありますが、

上場審査上、確認する事項については大きな差はなく、取締役の職務執行を適切に監査できているか等が確

認されることになります。

　なお、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行した場合には、移行理由が確認されるため、

コーポレートガバナンスの強化につながる等の積極的な理由を説明できるように準備しておく必要があり

ます。

5│監査役および監査役監査、監査委員会

PwC IPO 
コーポレートガバナンスについて
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6│独立役員

　有価証券上場規程によると、上場会社は取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなけ

ればならない、とされています。

　上場申請時点において独立社外取締役がいない場合、上場審査上、独立社外取締役を招聘する意思があ

るかどうかが審査されるため、どのような人物が会社にとって適切であると考えているか、いつ頃を目途に招

聘する予定か等をまとめておく必要があります。

　なお、会社法上の社外取締役、社外監査役の要件を満たせば、多くの場合、取引所の独立役員の要件も同

時に満たすことになりますが、下記に該当する者は、独立役員を満たさないとされており、社外役員の要件よ

りも厳格になっています。

①上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

②上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

③上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専

門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） 

④最近において次の（A）から（D）までのいずれかに該当していた者

（A） ①、②又は③に掲げる者

（B） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

（C） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

（D） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

⑤次の（A）から（H）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

（A） ①から前④までに掲げる者

（B） 上場会社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）

（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

（C） 上場会社の子会社の業務執行者

（D） 上場会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する

場合に限る。）

（E） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

（F） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

（G） 上場会社の兄弟会社の業務執行者

（H） 最近において前（B）～（D）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合に

あっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者

竹内 以南 （たけうち いなみ）

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
2015年公認会計士登録。2012年 7月より2年間、東京証券取引所上場
推進部に出向。
2014年帰任後は主としてIPO候補企業に対するアドバイザリー業務を担当。
日本公認会計士協会東京会 税務顧問のための IPO業務支援 PT 構成員

（現在）。
メールアドレス：inami.takeuchi@jp.pwc.com
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はじめに
　中国国務院は 2012年 1月 1日より、仕入れ増値税額控除
制度の改革、多重課税の問題の軽減および経済発展の促
進を目的として、「営改増」と呼ばれる流通税改革、すなわ
ち、営業税から増値税への移行パイロットプログラムを実施
してきました。2016年 5月 1日よりこの営改増が全面的に実
施されることとなり、ここに 4年間の長きにわたった流通税改
革は正式に完了し、1994年より導入された中国の増値税と
営業税間接税併用制度は終わりを告げることになりました。
　本稿では、中国に進出している日系企業にとって最も重
要な課題の一つである税務問題のうち、最新の重要な税制
改正である流通税改革に焦点を当て、流通税改革の概要や
その影響、増値税に関する今後の動向について解説を行い
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中国、PwCあらた有限責任監査法人または
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中国
上海事務所　日本企業部　
マネージャー　佐賀 睦美

中国流通税改革の概要

1 流通税改革の背景

中国では、1994年から増値税および営業税といういわゆ
る流通税が導入されました。今では、増値税は中国の税収
の4分の1以上を占める最大の税収源であり、営業税と合わ
せると約 40％の税収を占める非常に重要な税目となり、中
国税務当局が年度税務調査において重点を置く分野となっ
ています。
表1にあるように、財貨の生産、加工補修役務、卸売り、

小売および輸入については増値税の課税対象であり、その
他のサービス業および、無形資産の譲渡、不動産の販売に
ついては営業税を課税するものとされ、二つの税が併用さ
れてきました。しかし、増値税は物品の購入・消費取引にお
いて、中間業者の仕入れ税額が控除できますが、営業税は
税額控除ができないことから、営業税においてはサービス
消費に至るまでの段階が多くなると課税が累積し、税負担
が過大となる問題がありました。そのため、営業税の対象業
種と増値税の対象業種の間での税負担の格差に加え、取引
によっては増値税と営業税を二重に徴税されるケースが多
発し、納税者の不公平感を増大させていました。

中国政府が流通税改革に取り組んだ主な目的は、こうし
た二重課税の排除、徴税管理の最適化により、全業界にお
ける構造的減税を進めることにあります。なお、2016年3月
の政府作業報告のなかでは、企業の税負担は全般的に低減
される見込みであるとしていますが、一部の納税者にとって

海外

増値税
営業税

物 サービス

課税対象 物品の販売・
加工・修理補修

研究開発・
現代サービス等

中国国内での
課税役務の提供

基本税率 17％ 6% 5％

仕入れ控除 可 不可

納税者 最終消費者 報酬受領者

課税方式 外税 内税

表1：増値税と営業税の概要
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海外

は改革初期段階で税負担が増すことになることは避けられ
ません。中間業者か最終消費者かによって生じる各納税主
体のポジションによる相違や、仕入れ増値税額控除の申請
時期等の要因を考慮すると、短期的および長期的な税負担
の変化をどう評価するかは、かなり複雑なものになると考え
られます。

2  流通税改革の進展

流通税改革は、2012年 1月1日より段階的に実施されて
きました（表2参照）。2015年 12月時点で運輸業、一部の
現代サービス業、郵便業、電信産業などに適用されてきまし
たが、残りの 4業界、すなわち建築業、不動産業、金融業、
生活サービス業については、中国経済の減速やこれらの業
界への適用の複雑さなどから、これまで対象範囲から外れ
ていました。

しかし、2016年3月24日、財政部と国家税務総局は共同
で、財税［2016］36 号（「営業税から増値税への移行パイ
ロットプログラムの全面実施に関する通達」、以下、「36号
通達」）を公布し、2016年 5月1日より残りの四つの業界に
おいても流通税改革の実施が始まりました。

表2：中国流通税改革の進展

法令 実施時期 地域 対象産業

「上海市の交通運輸業及び一部の現
代サービス業の営業税の増値税へ
の移行パイロットプログラムの展開
に関する通知（財税[2011]111号）」

2012年
1月1日～

上海
（＊）

物流業／リース
業／現代サービ
ス業

「交通運輸業と一部現代サービス業
の徴税に関する営業税から増値税
への移行パイロットプログラムの全
国実施に関する税収政策の通知（財
税[2013]37	号）」

2013年
8月1日～

全国 放送・映像業（TV、
ラジオ、映画）

「鉄道運輸と郵政業に関する営業税
を増値税の課税対象とする事に関す
る通知（財税[2013]106号）」

2014年
1月1日～

全国 鉄道運輸業／郵
政業

「営業税から増値税への移行パイ
ロットプログラムの全面実施に関す
る通達（財税[2016]36号）」

2016年
5月1日～

全国 金 融 業 ／ 建 築
業／不動産業／
生活サービス業

（＊）適用地域は段階的に拡大され、2013年8月1日より全国展開。

3 36号通達の概要

36号通達では、流通税改革の対象範囲を「中国国内の販
売サービス、無形資産または不動産」と規定し、全ての増値
税適用対象サービスを網羅しています。これにより、財税

［2013］106号通達などの流通税改革関連通達は、36号通
達の発効とともに廃止されました。従って、36 号通達の主
要なポイントを押さえておくことが肝要であることから、以下

に36号通達の主要なポイントを解説します。

（1）増値税の適用税率

まず、課税対象サービス別の増値税の適用税率は表３の
とおりで、運輸サービス、郵便サービス、基本電気通信サー
ビス、建築サービス、不動産リースサービス、不動産販売、
土地使用権の移転が 11%、有形動産リースサービスが
17%、その他の課税行為（金融サービス、生活サービスを含
む）が 6%、そして、財政部と国家税務総局が規定する範囲
内のクロスボーダーに係る国内納税者の関連の課税行為
は、ゼロ税率または増値税の免税が適用されます。その他、
納税者は有効な増値税専用発票により、購入不動産により
発生した増値税について、その仕入れ増値税の控除が認め
られるようになりました。

表3：流通税改革の対象となる課税範囲および税率

課税対象サービス 範囲 税率

サービス
の提供

1.交通運輸
サービス

陸上輸送サービス、水上輸送サービス、
航空輸送サービス、パイプライン輸送
サービス、運送工具不要の輸送サービス

11%

2.郵便サービス 通常の郵便サービス、特別な郵便サービ
スおよびその他の郵便サービス

11%

3.電信サービス 基礎電信サービス 11%

付加価値電信サービス 6%

4.建築サービス 工事サービス、組み立てサービス、修繕
サービス、装飾サービス、その他建築
サービス

11%

5.金融サービス 貸し付けサービス（セール・アンド・リー
ス・バック）、金融手数料サービス、保険
サービス、金融商品の譲渡

6%

6.現代サービス 賃貸サービス—不動産の賃貸 11%

その他現代サービス 6%

7.生活サービス 文化体育サービス、教育医療サービス、
旅行娯楽サービス、飲食宿泊サービス、
住民日常サービス、その他

6%

無形資産
の譲渡

所有権又は
使用権

技術、商標、著作権、のれん、自然資源
使用権（土地使用権を含まない）、その他
権益性無形資産

6%

土地使用権 11%

不動産
販売

所有権 建築物構築物所有権、建築物構築物永久
使用権、建設中の建築物構築物、土地使
用権の一括譲渡

11%

その他 クロスボーダー金融取引等 0%／
免税

（2）	増値税計算のベースとなる売上額に関する規定

36 号通達では課税標準となる売上額を納税者が課税対
象行為の対価として取得する代金総額及び価格外費用と定
義し、その計算に関して以下のような規定を定めています。

①差額ベース方式
増値税の一般原則によれば、増値税納付額は売上増値税

額から仕入れ増値税額を差し引いた部分に当たり、つまり
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増値税は、付加価値部分に対してのみ課税されるものです。
しかしながら、実務上では、一部特殊な業務において有効
な増値税専用発票を取得できず、そのため「付加価値部分」
を正確に計算できないという問題も想定されていました。

そこで、36 号通達では、差額ベース方式が導入され、
ファイナンスリースや空輸、仲介代理、旅行業務などの業界
では、売上総額より一部規定された支出部分を控除してか
ら、増値税納税額を計算することを認めています。例えば、
旅行業務における課税売上高は、顧客への総請求額とその
他に徴収する代金から、宿泊、食事、交通、ビザ申請、入場
チケット、および下請け業者に支払う費用を差し引いた額と
なります。なお、差額ベース方式を採用する際、36号通達
は、納税者に納税申告要件を遵守するために、裏付けとな
る証憑の取得を要求しています。

②みなし販売
サービスの無償提供あるいは無形資産または不動産の無

償譲渡は、みなし販売行為として増値税を納付することが
規定されています。

③兼営および混合販売
納税者が増値税課税対象であり、異なる税率が適用され

る業務を兼営する場合、納税者は各業務について個別に売
上高を計算しなければならないと規定されており、各業務
について個別の売上高が計算されていない場合、規定税率
のなかで高い方の税率が適用されます。混合販売とは、一
つの販売行為が物品にもサービスにもかかわる場合で、生
産や物品の取引を行っていない納税者はサービスの販売に
分類され、増値税の課税対象となります。

例えば、ホテル業の納税者は、兼営と混合販売の問題に
直面するものと考えられます。なお、実際には、兼営と混合
販売について依然として明確にすべき問題が存在するた
め、税務リスクが生じる可能性があります。このため、対象
納税者は、今後の実施細則に注意する必要があると考えら
れます。

④合理的な商業目的
36 号通達によれば、納税者の価格が「合理的な商業目

的」がなく、かつ顕著に高くまたは低い場合、税務機関が販
売価格を確定する権利を有するとしています。
「合理的な商業目的」とは、納税者または取引の法的形式

および経済的実質を評価する際に、税務機関により用いら
れる基準で、企業所得税においては広く適用されています
が、これを流通税の分野でどのように判断していくかはこれ
まで明確にされていませんでした。この点について、36 号
通達では、納税上の利益取得を主な目的として、人為的に

増値税納税額を減少や免除、継続し、または増値税の還付
を増加させる行為を、「合理的な商業目的を有していない」
として明確化されています。

（3）	仕入れ増値税額の控除

36号通達により、新たに控除が認められるようになった項
目と、一方で控除できないことが明確に示された項目があり
ます。まず、増値税専用発票を取得している場合、不動産
の購入に係る増値税の控除が認められることになりました。
36号通達によれば、ファイナンスリースおよび建設現場の
臨時建築物や構造物についての不動産以外、不動産購入に
係る仕入れ増値税は 2年間、初年度に60%、次年度に40%
控除できるとしています。なお、従来の増値税控除制度で
は、当期購入についての仕入れ増値税額の控除を認める原
則を採っていることから、納税者は増値税専用発票を取得
した当期に全ての仕入れ増値税額の控除の申請が可能とな
ります。従って、分割控除の申請には、会計上や納税申告上
でいくつかの実務的な問題も発生するとみられ、納税者は
注意が必要です。

36号通達では、貸付業や旅客運送サービスやケータリン
グサービス、居住者日常生活サービス、娯楽サービスに係
る増値税は、控除できないことが規定されています。

4 流通税改革に関して求められる
日系企業の対応

流通税改革は中国に進出している日系企業にとっても重
要な影響を及ぼすものと考えられますので、その影響を見
極め、特に以下の３点について重点的に検討することが必
要です。 

①税務リスクの軽減
税制の移行によるコンプライアンス体制の不備がないか

を確認する必要があります。営業税の比較的単純な管理制
度と比較して、増値税は日常業務、納税申告、専用発票お
よび税務機関の管理要件の面でより複雑です。従って、収
益認識、仕入れ税額控除および発票管理などのリスクに注
意し、社内の税務内部統制を確立し、コンプライアンス違反
がないかを確認する必要があります。

また、積極的に税務当局と協力して流通税改革の完全施
行までに関連文書を準備（追加の税務登記関連資料、一般
納税人資格の登記、増値税発票の申請、発票印刷機の取
得および研修、各種税制優遇措置の届け出、輸出税控除資
格の届け出、ならびにオンライン申告システムの導入等を
含む）し、期限内に納税申告を済ませることが望ましいと考
えられます。
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②税負担の軽減
企業にとって、税制優遇措置の適用可能性や資産購入の

タイミング、企業の事業サイクルといった要因は増値税負担
に影響します。増値税は企業の損益計算書には計上されま
せんが、収益・原価・費用・税金等の項目を通じて損益計
算書に影響を及ぼします。また、外税による計算方式によ
り、対象納税者に対し、企業所得税や各種付加税等の面で
影響が及びます。従って、企業は、当該政策を合理的に活
用し、税負担の軽減を行う必要があると考えられます。利
益、売り上げおよび原価／費用に対する流通税改革の影響
を包括的に評価し、キャッシュフローと資金調達コストに対
する仕入れ増値税の影響を分析したり、事業に対する流通
税改革の全体的な影響を理解するために、全ての税目（例
えば、企業所得税、都市維持建設税、教育費附加等）に対し
て与える影響を考慮し、全体的な税負担額の検討が必要と
考えられます。

③事業展開の促進
増値税は事業サイクルの全ての段階で仕入れ税額を控除

するという特徴があります。しかし、ケータリングサービス、
居住者向け日常サービスおよび娯楽サービス等の一部サー
ビスの受益者は仕入れ税額控除を申請することができませ
ん。これは、当該サービスが仕入れ税額控除の適用範囲に
含まれていないため、川下の産業に対する当該サービスの
売上増値税額を控除できないことを意味しています。

この点に関して、当該サービスの提供者と受益者はビジネ
ス上の交渉および価格戦略における上記の増値税政策の影
響を注視し、合理的なビジネスアレンジメントと価格交渉を
通じて各自の事業展開と収益増加を図る必要があります。

5 まとめ

36号通達は 2016年 5月1日より効力を生じました。中国
に進出している日系企業は、今後の実施細則に留意すると
ともに、関連規定の解釈を精査し、自社への影響を分析し
た上で、自社のコンプライアンス体制を整備し、適切な対応
を取ることが必要となります。

佐賀 睦美 （さが むつみ）

PwC中国
上海事務所 日本企業部 マネージャー
2008年公認会計士登録、上場企業及び外資系企業の監査に従事。2009
年にプライスウォーターハウスクーパース株式会社に出向、M&Aに係る
助言業務に従事したのち、再びあらた監査法人に帰任。2015年 7月より
PwC中国上海事務所に赴任し、中国進出日系企業に対し、監査、会計コ
ンサルティング、税務、内部統制構築支援等のサービスを提供している。
メールアドレス：mutsumi.m.saga@cn.pwc.com
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英国のEU離脱後の展望
－不確実性への対応と将来に向けたプランニング
～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～

不確実性、ビジネスチャンス、株価変動、希望─
英国民投票の結果を受けて、多くのビジネスパーソ
ンの間でこのような反応があったのではないでしょう
か。英国による欧州連合（EU）離脱の決定は、EUの
歴史ならびに英・欧州関係のなかで最も重要な出来
事の一つとなりました。英国の EU 離脱（いわゆる

「Brexit」）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、今後
数カ月以上にわたり、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、不確実性が増
大することから、企業は相応のビジネスプランを用意
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
は柔軟性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系
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」が発足しました。PwC英国をはじめと
した各ネットワークファームと連携して、ブレグジット
を想定した意思決定フレームワークを構築し、関連
性のある問題を特定し、リスクを適切に軽減するた
めのビジネスアクションを提供します。

次号以降、このブレグジット、ブレグジット・アドバ
イザリー・チームからの情報を随時提供いたします。

貿易 規制 産業特有の課題 外国直接投資 労働市場 不確実性

検討すべき課題

サービス一覧 サービスの内容

税制

ブレグジットに伴う影響のシナリオ分析

欧州戦略の見直し／
成長・撤退・売却戦略再検討支援

欧州事業の組織再編・統合支援

サプライチェーン・業務フローの
見直し／再設計支援

新たな規制変化への対応支援

欧州事業計画の策定、
施策の実行支援

ガバナンス態勢見直し、
資本再構築支援

ブレグジットに伴う貴社の英国・欧州事業へのインパクトおよびシナリオについて分析します。
税務面・規制等さまざまな要因から影響の重要度・緊急度について分析します。

貴社の欧州戦略について、ブレグジットに伴う見直し、再検討の支援をします。
貴社の成長機会もしくは撤退・売却についての戦略についても支援します。

欧州拠点をはじめとした、欧州グループ組織・ストラクチャの在り方についての分析を実施し、
その再編・統合に係る支援をします。

欧州事業に係るサプライチェーン・業務フローを見直し、ブレグジット後の環境に沿った形に
最適化するための再設計の支援をします。

金融規制等の業界の新たな規制変化への対応方法全般についてアドバイスします。

欧州事業の中期計画の策定、施策の実行を支援します。

環境の変化に対応して欧州事業のガバナンス態勢の見直しや資金調達方法を含めた再構築に
ついて支援します。

コンタクト

倉田 治 （くらた おさむ）

パートナー

E-mail : pwc.jp.brexit@jp.pwc.com

HP : http://www.pwc.com/jp/ja/the-eu-referendum.html
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はじめに
　適時開示とは、公正な株価等の有価証券の投資判断に
重要な影響を与える会社の業務、運営、業績等に関する情
報を適時にかつ適切に投資者に開示することです。これは、
有価証券の公正な価格形成および投資者保護を目的とし
て、金融証券取引所の規則により上場した会社に義務付け
られています。上場有価証券の発行者は、投資者への適
時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹
をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点
に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底する
など、誠実な業務執行に努めなければならないとされてい
ます。
　ところが、近年、企業不祥事事件の処分に関する発生事
実について適時開示が行われているのか疑問と思われる事
例が散見されます。適時開示が不十分であったり、全く行わ
ない場合には、会社としてこれに伴う二次的なリスクを負わ
なければならなくなります。
　本稿では、具体的な開示例を見ながら、検討してみたい
と思います。

太陽コスモ法律事務所
弁護士　村上 康聡

企業不祥事が生じた場合の
適時開示について

1 適時開示が求められる会社情報

金融商品取引法では、有価証券報告書、四半期報告書、
臨時報告書等の提出が上場会社等に義務付けられており、
これを法定開示といいます。これに対し、日々変化する経済
情勢の下では、投資者の投資判断の材料となるのがこの法
定開示される情報だけでは不十分であり、この齟齬を埋める
ものとして適時開示が求められています。

適時開示が求められる会社情報は、①上場会社に関する
情報、②子会社に関する情報、③非上場の親会社に関する
情報の、各決定事実、発生事実、決算情報です。これらの
情報を「適時に」開示するとは、会社が当該事実を認識した
時点で「直ちに」開示することです。また、「適切に」開示する
とは、①開示する情報の内容が虚偽でないこと、②開示す
る情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていない
こと、③開示する情報が投資判断上誤解を生ぜしめるもの
でないこと、④開示の適正性に欠けていないことです。

適時開示に関しては、東京証券取引所に上場している会

税務・法務

【日本取引所グループ　ホームページより】http://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/02.html
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社の場合には、同取引所の定める「上場有価証券の発行者
の会社情報の適時開示等に関する規則」（以下、「規則」）に
従って行われなければなりません。

このうち、適時開示が求められる「発生事実」の主なもの
は、①災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損
害（規則 2条 1項（2）a）、②財産権上の請求に係る訴えが提
起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しく
は当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらず
に完結したこと（同 d）、③免許の取消し、事業の停止その他
これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁
による法令違反に係る告発（同 f）、④当該上場会社の運営、
業務若しくは財産又は当該上場有価証券に関する重要な事
実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

（同 x）です。子会社に関することについても同様の規定があ
ります（同条2項（2）a,b,d,m）。

もっとも、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの
と認められるものについては、開示は不要とされています。
この軽微基準については、東京証券取引所では 2010年東
証上場第 157号別添 5の「適時開示の軽微基準等の見直し
に係る実務上の留意事項について」に詳細が整理されてい
ます。しかし、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は
当該上場有価証券に関する重要な事実であって投資者の投
資判断に著しい影響を及ぼすものについては、軽微基準は
ありません。

いわゆる企業不祥事が生じた場合には、この「発生事実」
に該当するものとして適時開示の対象となり得ることを社内
で検討しなければなりません。この場合に開示すべき内容
は、発生事実が発生した経緯、発生事実の概要、発生事実
に関する今後の見通しなどです。

会社によっては、規則で開示が義務付けられていない情
報についても、積極的に、迅速、正確かつ公平に開示してい
く姿勢をウェブサイトで示しているところもあります。

2 適時開示の方法

適時開示情報の開示方法は、規則に従って、東京証券取
引所に上場している場合には同取引所が提供している「適
時開示情報伝達システム」（TDnet）によって公開することと
なっています。そして、会社が TDnetで公開した情報は、会
社のウェブサイトにも速やかに掲載するのが一般的です。

3 開示に向けた社内体制

会社では、情報開示に関する基本原則について定め、こ

れを会社のウェブサイトに掲載して公表しておくことが大切
です。

さらに、開示手順管理規程の類いを定め、開示に向けた
社内の体制を定めておくことが必要です。すなわち、適時開
示情報に該当すると想定される重要な事実が発生した場合
には、情報を入手した事業所長や各部門責任者は直ちに情
報管理責任者に報告することが求められます。この情報管
理責任者は、広報宣伝担当の取締役になると思われます。

その上で、適時開示の要否、開示時期、開示内容などに
関することを開示検証委員会が協議を行い、管理情報責任
者が判断し、必要に応じて取締役会に報告して承認をもらう
こととなるのが一般的と思われます。そして、情報管理の事
務局を通じて開示に至るという流れになると思われます。

開示をした場合でもそうでない場合でも、発生事実に関す
る対外的な応答要領を起案し、対外的なコメントにも十分
に留意する必要があります。

4 事例検討

それでは、具体的な事例を見て検討してみたいと思いま
す。昨年実際に起こった事件の開示を題材とした二つの架
空の事象を見ながら、その問題点について検討したいと思
います。

（事例１）

　東証1部に上場している建設業A社は世界的規模で事業展開をして
いますが、A社のナイジェリア法人はナイジェリア連邦共和国の与党の
フロント企業と合弁で現地子会社を設立しました。A社は、政府系企業
の発注する大規模なインフラ工事を受注し、その後、このフロント企業
に「配当」として500万ドル、「成功報酬」として100万ドルを支払いま
した。このうち、成功報酬分は経理上「コンサルタント手数料」として処
理しました。
　しかし、この支出について、支出のあった翌年にこの支出は実質的
に外国政党の支払いに該当するのではないかと問題となり、米国証券
取引委員会（SEC）との間で、海外汚職行為防止法（FCPA）の会計処理
条項違反により多額である50億円相当の民事制裁金を支払うことを合
意しました。SECはこの事実および処分の内容をウェブサイト上で公開
しました。
　その数カ月後、上記事件に関し、過去3年間にわたりコンプライアン
スに関する調査を行ってきたアフリカ開発銀行グループ（AfBA）との間
で、条件付きの12カ月間のdebarmentの制裁（sanction）を受けること
について合意しました。翌月にAfBAはウェブサイトでこの事実を公表
しました。

（A社の開示上の対応）
一つ目の SECからの処分に関して、SECは自らのウェブサ

イトでこの事実を公表しました。これを受け、翌日、日本で
も新聞報道がなされましたが、A社自身はこのことに関する
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TDNetによる適時開示は行いませんでした。新聞報道に対
しては「コメントを差し控える」旨の回答にとどまっています。

続けて、二つ目の事象であるAfBAとの間で合意した制裁
の事実についても、A社は適時開示を行いませんでした。同
社のウェブサイトでは和解した事実を公表するにとどまって
います。

（A社の対応についての評価）
一つ目の事案は FCPA違反という法令違反の容疑に関し

てSECに極めて多額の民事制裁金を支払うことになったもの
であり、二つ目の事案は AfBAからコンプライアンスに関し
調査を受けてきたことについて制裁合意に至ったという事
実に関するものです。いずれも、A社の「運営、業務もしくは
財産又は当該上場有価証券に関する重要な事実であって投
資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」（規則２条（2）
x）に該当するものと考えられます。そして、投資者にとって
は、いずれも、この発生事実だけではなく、合意に至った理
由、極めて多額の民事制裁金の支払いや AfBAからの制裁
が今後のＡ社の業績に与える影響、役員の社内処分の有
無、再発防止策についても投資判断に著しい影響を及ぼす
ものと考えられます。

しかし、Ａ社は、一つ目の SECによる制裁の事案も、二つ
目の AfBAによる制裁の事案についても、いずれも適時開示
の対象とはしませんでした。このような A社の対応は、規則 2
条の 3で求められている「開示する情報に投資判断上重要と
認められる情報が欠けていないこと」（規則 2 条の 3（2））、

「開示の適正性に欠けていないこと」（同（4））の遵守事項に抵
触している恐れがあると考えられ、大きな疑問が残ります。

（事例２）

　日本国内および北米地区を中心に製造業を営む B社は、取引の一
部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、米国司法省と
の間で罰金 5,000万ドルを支払うことを内容とする司法取引に合意し
ました。
　米国司法省がウェブサイト上で公表した内容によれば、B社は、反
トラスト法違反の他、司法省の捜査を妨害したとして司法妨害罪に
も抵触していたとのことです。具体的には、Ｂ社の役員および従業員
らが記録、書類等を破棄、隠匿したこと、FBIによる捜索を知った後
に電子書類を削除し、書類のファイルを破棄したことなどが確認され
ています。

（B社の開示上の対応）
B社は、この事象を発生事実としてTDNetによる適時開示

を行い、そのなかには、業績に与える影響、役員報酬の返
上、再発防止策についても含まれていました。しかし、この
適時開示情報では、反トラスト法違反の事実についての記
載にとどまり、司法妨害罪については「など」としか記載がな
く、その罪名も内容も全く記載がありませんでした。

（B社の対応についての評価）
司法妨害罪に関する法人の罰金の最高額は訴因ごとに最

大 50万米ドルと高額です。そして、同罪は捜査を妨害する
という性質のものであることにも照らすと、司法妨害罪は極
めて重大な犯罪であり、同罪に問われたということはそれだ
けで投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす恐れのあるも
のと考えられます。

その点で、B社が適時開示した会社情報の内容は、規則 2
条の 3で求められている「開示する情報に投資判断上重要と
認められる情報が欠けていないこと」（規則 2 条の 3（2））、

「開示する情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでない
こと」（同（3））、「開示の適正性に欠けていないこと」（同

（4））の遵守事項に抵触しているおそれがあると考えられま
す。従って、B社の開示内容は不十分であり、同社の開示に
向けた姿勢にも大いに疑問が残るところです。

5 おわりに

企業不祥事が発生した場合には、直ちに適時開示すると
ともに、ウェブサイトでも公表して謝罪し、プレス対応にも誠
実に応じる必要があります。これを怠ると、会社のコンプラ
イアンス意識と体制が不十分であるとして厳しい非難を受
け、そのことによって投資者にさらなるマイナスの評価を与
えることになってしまいます。

会社では、会社の信頼性を高め、資本市場において自社
の適正な企業価値評価を受けるためにも、会社情報の適時
開示については十分に意を払っていただきたいと思います。

村上 康聡 （むらかみ やすとし）

太陽コスモ法律事務所
弁護士
1985 年検事任官、1992 年 10月～1993 年 3月米国証券取引委員会

（SEC）法執行局、米国司法省（DOJ）刑事局 Fraud Sectionで株価操縦事
犯の調査研究、1994～1997年外務省総合外交政策局、1997年東京地
方検察庁、2001～2004年内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）、
2005年東京地方検察庁刑事部副部長、2006年福岡地方検察庁刑事部
長を歴任。 
2007年に弁護士登録し、松田綜合法律事務所を経て、2014年 9月から
太陽コスモ法律事務所に所属。2009～2014年株式会社グローバルダイ
ニング監査役、2014年から日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会
副委員長。
著書として『海外の具体的事例から学ぶ腐敗防止対策のプラクティス』（日
本加除出版株式会社）。
メールアドレス：murakami@taiyocosmo-law.jp

税務・法務
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　Informは、国際財務報告基準（ IFRS）に関する情報を総合的に提供するウェブサイトです。

　IFRSに関連する国内外の情報を速報・解説資料・情報冊子などで紹介するとともに、IFRS基準書や PwC 

IFRSマニュアル（ PwCによるIFRSに対する包括的な実務ガイド Manual of Accounting IFRS）もご覧いただけ

ます。また、IFRSに関する教育、学習ニーズにもお応えします。

　モバイル端末にも対応していますので、いつでもどこでも気になったときにリサーチができます。

　Informは、日本サイト（日本語）だけではなく、グローバルサイト（英語）もありますので、IFRS基準書の原文も

参照できます。日本サイトでは、グローバルサイトの主要なコンテンツの和訳に加え、日本独自のコンテンツを

掲載しています。

　Informには、有料会員限定のコンテンツもあります。まずは、全てのコンテンツをご利用いただける 30日間

の無料フリートライアルをお試しください。IFRSの最新情報を月 1回お届けするニュースレターも無料配信して

います。

　いずれも、Informからご登録いただけます。

1│Informとは？

2│まずは、フリートライアルをお試しください

“Inform” へようこそ

IFRSに関するPwCの総合情報サイト

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

3│IFRSの実務のために必要なコンテンツを厳選

4│使いやすい機能が充実

速報、解説資料 ● IFRSの速報、速報解説、詳細解説 *
 ● IFRSをめぐる動向 *（『週刊経営財務』掲載記事）
 ● IFRS News（ PwC GlobalによるIFRSに関する月次ニュースレターの和訳）
 ●これだけは知っておきたい！ IFRS Q&A

情報冊子等 ● Similarities and Differences─ IFRSおよび日本基準の比較（日本語版／英語版）
 ● IFRS開示チェックリスト*（日英対訳）
 ● IFRSに基づく連結財務諸表のひな型（日英対訳）
 ● IFRS 10 Minutes*（四半期ごとの IFRSの動向を解説）
 ●四半期ワンポイント解説 *（四半期ごとの日本基準の動向を解説、日本語版／英語版）
 ●四半期アップデートセミナー資料 *（ IFRSに関する外部向けセミナー資料）
 ●各国の適用状況 *（ PwC US発行の「 IFRS adoption by country」の和訳）

IFRS基準書* PwC	IFRSマニュアル* IFRS	サイバーラーニング（e-learning）*

● IFRS基準書や PwC IFRSマニュアルが全て含まれます！

● グローバルサイトでは英語原文を、日本サイトでは日本
語版をそれぞれご覧いただけます。

● IFRSの基礎知識から最新動向まで、
幅広くカバーするトレーニングコンテ
ンツです（理解度を試すクイズ付き）。

● 日本サイトのみのご提供です。

Topic	Pages
IFRSの基準ごとに Inform内のコンテンツ（基準書や解説資料など）をまとめたページ。

特定の基準に関連する情報を探すのに便利です。

Search
Inform内を横断的に検索でき、効率的に情報収集ができます。

IFRS基準書内のキーワード検索も可能です。

My	Inform
会員用メニューとして、コンテンツのお気に入り登録、閲覧履歴や検索履歴など

個人設定ができます（マイライブラリー機能）。

印刷・PDF ボタン一つで特定のコンテンツを印刷、PDF作成できます。

*は有料会員限定コンテンツです

コンタクト
PwCあらた有限責任監査法人　Inform 日本サイト事務局

E-mail : pwc.jp.inform@jp.pwc.com

©IFRS Foundation

49PwC’s View — Vol. 04. September 2016



PwC
「2017年内部監査全世界実態調査」

のご案内
　PwCでは、毎年、全世界の企業さまにご協力いただき、リスクマネジメントを含む内部監

査の全世界実態調査を実施しております。前回調査におきましては、全世界で約 1,700社の

企業の皆さまにご参加いただき、調査結果についてもご好評いただいております。本年の

調査におきましても、ぜひ各企業さまにご参加いただき、皆さまにとって有用な調査結果を

フィードバックすることにより、皆さまの内部監査活動の推進に少しでもお役に立てていただ

ければと存じます。調査にご協力いただいた皆さまには、ベンチマークとしてご利用いただ

ける、全世界の企業の実情と貴社の状況とを比較・分析し、「個社別ベンチマークレポート」

を参加特典としてご進呈させていただく予定です。

　本年は、下記の要領で実施する予定です。ご関心をお寄せいただけます方は、当法人事

務局にご連絡いただけますと幸甚です。

～記～

<実施要領 >

<本調査の事務局 >

2015年内部監査全世界実態調査
─急激な変革の時代において内部監査の「真北」を目指す─

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

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/
thoughtleadership/internal-audit-profession-study
1507.html

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/
thoughtleadership/risk-in-review2015-1509.html

<過年度の調査結果 >

アンケート用紙の配布期間：2016年 10月下旬～ 11月上旬（予定）

回答期限 ： 2016年 11月末（予定）

参 加 費 ： 無料

PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー
和泉 義夫（いずみ よしお）

yoshio.izumi@jp.pwc.com

PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー
可知 宣和（かち のりかず） 
norikazu.kachi@jp.pwc.com
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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／ PwC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／ PwCあらた監査法人編）

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）

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／PwC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
係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／ PwCあらた監査法人編）

エネルギー・資源投資の会計実務
─石油・天然ガス開発企業の
　権益取得から廃鉱まで─

（2016年3月14日）
本書は、ビジネスの仕組みやその会計処理が
他の事業とは異なり、また独特かつ複雑な論
点も多い石油・天然ガス事業について、権益
取得から探鉱・開発・生産といったビジネスの
流れとその会計上の論点を、石油・天然ガス上
流事業に係る詳細な会計基準が設定されてお
り、実務の蓄積も豊富な米国の会計基準と会
計実務を参考として解説しています。
（中央経済社／ PwCあらた監査法人編）

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）

書籍紹介

書籍紹介
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PwC Japan グループ調査／レポートのご案内

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。

中国銀行経営者調査報告書2015
エグゼクティブサマリー
（2016年6月）
中国の銀行業界の現状と今後の見通しについて
銀行経営者を対象に実施したアンケート調査の
エグゼクティブサマリーです。中国経済が減速す
るなかで今後の成長戦略や経営課題について考
察しています。

新興国市場における
ロジスティクスネットワークの
複雑性を克服する
（2016年6月）
新興国市場においてサプライチェーンネットワー
クのモデリングプロジェクトを実行するには、検
討すべき数多くの課題があります。このレポート
では、これらの課題を克服する方法について事
例を挙げて説明します。

Eurasia	Group	PwC	Japan
共同レポート「中国経済の減速、エネ
ルギー価格、および米国大統領選が
もたらすリスク」
（2016年6月）
本レポートは、日本企業が今後1～2年のリスク
として捉えるべき3つのテーマ（中国経済、コモ
ディティ価格、米国大統領選挙）が中国、米国、
日本にどのような影響をあたえるかを考察した
ものです。

インダストリアル・インターネット・
オブ・シングス（IIoT）
（2016年6月）
なぜIIoTの活用には、新技術の獲得だけでなく、
事業構造全体の新たな青写真も必要となるの
でしょうか？本レポートでは例示とともに、メー
カーや、産業用機器が行わなければならない改
革について述べられています。

グローバル投資家サーベイ
─変貌する世界で成功を再定義する
（2016年6月）
本サーベイは、世界各国の投資家に対して行わ
れたサーベイの結果を取りまとめたものであり、
今回初の試みとして、「第19回世界CEO意識調
査」と回答が比較され、両者の相違点および共通
点が明らかになっています。

第19回世界CEO意識調査	日本分析版　
変貌する世界で成功を再定義する
（2016年6月）
PwC	Japan	グループでは、PwC世界CEO意識調
査の結果を基に、日本のCEOと世界のCEOの回
答を比較・分析した日本分析版を冊子にまとめ
ており、今回で4回目となります。

Creating	a	Strategy	That	Works
―「使える戦略」を作るには
（2016年6月）
PwCの戦略コンサルティングサービスを担う
Strategy&の本レポートは、Harvard	Business	
Review	 Pressより2016年 2月に発行された	
Strategy	That	Worksのエッセンスをまとめたも
のです。先見力のある企業が身に着けている、
特徴のあるケイパビリティを構築・活用するため
の、従来型の常識とは異なる５つの手法を考察
しています。

コネクテッドカーレポート2015
―加速するデジタルサービスと
　自動運転の進化とともに
（2016年４月）
Strategy&の調査によると、2021年までに	コネク
テッドカー関連の市場規模は約3倍の16.5兆円
に	達する見込みです。本レポートでは、自動車
メーカー	各社が取り組むデジタルサービスなど
の	イノベーションを踏まえ、コネクテッドカー市
場の現況と	見通し、自動運転、ビジネスモデル、
サイバー	セキュリティの課題などを論じ、自動車
メーカー・	サプライヤーの取るべき方策を紹介
しています。

2015年世界の上場企業上位2,500社
に対するCEO承継調査結果概要
（2016年4月）
Strategy&は世界の上場企業における時価総額
上位2,500社を対象に、CEOの承継についての	
第16回となる年次調査をまとめました。2015年
にCEOが交代した対象企業は16.6%で、過去最
も高い割合となりました。また、外部から招聘し
たCEOの割合とパフォーマンスが向上しているこ
とがわかりました。その他、世界平均と比べて日
本企業の特徴的な傾向も明らかにしています。

世界の自動車部品業界におけるM&A
―成長余地のある力強い市場
（2016年5月）
Strategy&の「世界の自動車部品業界における
M&A」に関する第7回年次レポートによると、
2015年は世界の自動車部品業界における合併
および買収（M&A）が前例のない水準に達してい
ます。本レポートでは、自動車部品業界における
M&Aブームはまだ拡大する余地があり、優れた
投資リターンを獲得する機会も豊富に残されて
いると分析します。

（2016年6月29日現在）
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ビジネスと持続可能な開発目標（SDGs）
─SDGs実現に向けて企業に何が求め
られているか
（2016年4月）
PwCは持続可能な目標（SDGs）の実現において
企業がどの程度の準備を進めているか、また、
市民が企業に何を期待しているかについて、世
界15カ国の企業986社および2015名の市民を
対象に調査を実施しました。

グローバル市場における
マーケットアクセスの挑戦
（2016年5月）
マーケットアクセス機能をどのように構築・管理
していくのかなどについて、PwC	UKのエキス
パートを呼び、国内製薬会社でマーケットアクセ
ス部門に従事するマネジメントの方々とラウンド
テーブル形式で議論を行いました。

サステナブル投資の主流化：
投資家の見解を探る
（2016年4月）
責任投資原則を背景に、環境、社会、ガバナン
ス（ESG）に含まれるサステナビリティの問題が、
投資家の戦略や慣行に与える影響を調査した結
果、投資判断への影響力やそれが今後強まる可
能性が明らかになっています。

中国の次なる戦略：第13次5カ年計画
李克強首相「政府工作報告」における
ビジネス概観
（2016年4月）
中国の第13次5カ年計画の要点およびPwCの
見解を紹介します。中国経済の今後を読み解く
ツールとして、ご利用ください。

PwC	2015年
グローバルオペレーションズ調査
（2016年4月）
PwCが実施した2015年グローバルオペレーショ
ンズ調査では多数の最高執行責任者（COO）・エ
グゼクティブに対してアンケートを実施し、経営
陣がどのように企業戦略を現実に落とし込んで
いるのか、その実態に迫ります。

First	take	金融規制の動向
（2016年4月）
2016年 3月バーゼル銀行監督委員会は「オ
ペレーショナルリスクに係る標準的計測手法」
（Standardised	Measurement	Approach	 for	
operational	 risk）で従来の標準的手法（TSA）や
先進的手法（AMA）を置き換える手法として標準
的計測手法（SMA）を提示しました。

監査委員会　優れた実務シリーズ
～	第三者リスクの監督～
（2016年5月）
サプライヤーや販売会社などの社外の第三者の
利用の拡大により、第三者との関係に関連する
リスクが増加しています。本モジュールは、第三
者リスクの監督における監査委員会の役割に焦
点を当てて検討しています。

2050年の世界（The	World	in	2050）
─世界の経済力のシフトは続くのか？
（2016年5月）
最新のPwC調査レポート「2050年の世界」は、世
界のGDP総額の約84％を占める経済規模上位
の32カ国について、2050年までの経済成長率
の予測をまとめたものです。

監査委員会　優れた実務シリーズ
～卓越した実務を目指して～
サイバーメトリクス
―取締役が知っておくべきこと
（2016年5月）
本モジュールは、取締役が的確なサイバーメトリ
クス情報を入手しているかを判断する上で検討
すべき重要事項を紹介しています。

今日のホテルブランドにとって
顧客ロイヤルティを
高める要因は何か？
（2016年5月）
ミレニアル世代のホテルブランドに対
するロイヤルティの考え方、受け止め方
は、当該世代特有のものなのか、それと
も旅行者全般におけるより大きなマクロ
トレンドを示すものなのか？
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