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企業活動のグローバル化や人々のライフスタイルの多様化に伴い、企

業グループにはさまざまな国籍、文化的背景、思想、価値観を持った人材

がかかわっています。また、組織の活力の源となる人材は、それぞれの生

活環境のなかで自らのライフスタイルを確立して生き生きと働き続けるこ

とを志向します。

企業はこうしたさまざまな考え方や生活環境にある多様な人材に活躍の

場を用意し、社会的な価値を創出し、社会に貢献することが求められま

す。そのためには、伝統的で画一的な価値観にとらわれず多様な価値観

を受け入れることのできるしなやかな組織風土の醸成が求められます。そ

のような組織で働く人材が仕事を通して自己実現を図る一方で、価値創

出の極大化を図る組織としてもますます成長していくことが可能となりま

す。その点で、多様な人材を受け入れることのできる組織をつくり上げて

いくことは、その組織に属する人材のみならず、組織自体にもプラスの効

果をもたらします。

本号では、昨今注目されている「ダイバーシティ」を組織づくりの観点か

ら考察します。

真のダイバーシティの実現のためには、制度的な対応もさることながら、

組織風土、マインドセットの変革が必要です。このような観点を基に「多様

な人材を活用する組織づくり」として、デジタル時代に向けた人材マネジメ

ントについて解説します。続いて、「リスクカルチャー」という考え方をもと

に、各組織における組織文化の在り方を評価する「リスクカルチャー診断」

のポイントを紹介します。さらには、国連が中心となって女性の地位向上を

訴えるHeForSheの活動、およびこの事業を推進する政府、教育機関、企

業 30団体（10× 10× 10）に名を連ねるPwCの取り組みを紹介します。最

後に、私たちPwC Japanでの働き方改革の取り組みについて紹介します。

特集

人材開発とダイバーシティ
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PwCコンサルティング合同会社　
パートナー　佐々木 亮輔

多様な人材を活用する組織づくり

1 技術革新に伴い求められる
新たなスキルセット

必要な人材やスキルをどこから調達するかに関する懸念
は、この 3 年間に危機的レベルの優先事項へと発展しまし
た。弊社が 2015年に発表した第18回世界CEO意識調査に
おいては、将来必要なスキルを組織として確保できるかどう
かについて、ビジネスリーダーの懸念事項のトップとなって
おり、全 CEOの 73%がこれを挙げています。日本ではその
値が 93%とさらにニーズが高い状況が垣間みえました。（図
表1）

企業は必要とされる人材の確保に多大なエネルギーを注
いでおり、人材採用は今までより多くのチャネルを通じて行
われるようになってきています。事実、世界の 78%の CEO
が、常に複数のチャネルを通じて人材を探していると答えて
おり、71%が異なる地域、業界、属性から積極的に人材を
探しています。しかし、なぜ適材の確保が過去より難しく
なっているのかといえば、セクター間の境界線が曖昧になり
つつあるからです。つまり、自らのインダストリー知識のみ
ならず、複雑なデジタル技術を理解する「ハイブリッド型」社
員が必要となってきているため、人材獲得競争が激化して

はじめに
　弊社の世界 CEO意識調査によると、CEOを悩ます頭痛の
種は、組織が未来に対峙するために適切な人材を確保でき
るかどうかの不安です。現在と将来にわたって必要なスキル
を持った人材を計画にそって育成または採用できるのか。例
えば、どのような職務が自動化の対象となるのか。台頭する
技術を駆使するためには、どんな新たな役割が必要となる
のか。他社との差別化を図るために、どのようなスキルに秀
でて、どんな研修を提供すべきか。世界の人口動態も大きく
変わるなか、企業が必要とする優秀な人材はどこにいるの
か。人材マネジメントにかかわる課題は尽きることがありま
せん。
　しかし本当に重要なのは、企業がどのような未来にも素早
く対応できる基盤を確保することです。それには、適応力が
あり、創造力豊かな人材をそろえること、エネルギーにあふれ
てアイデアがひらめく職場環境や企業文化を整えることが企
業に強く求められるようになっています。未来の技術革新が
どのようなものであったとしても、最終的に成功と失敗を分け
るのは人材だと多くの経営者が考えています。本稿では、企
業に求められるダイバーシティをテーマに、デジタル時代に
向けた人材マネジメントの要件についてご紹介します。

特集：人材開発とダイバーシティ

図表1：成長見通しに対するビジネス上の脅威として、「非常に懸念している」「多少懸念している」と回答したCEO

世界全体（1322） 米国（103） 西欧（330） 日本（162） アジア太平洋地域（日本を除く）（379）

鍵となる人材の調達 73％ 78％ 58％ 93％ 80％

データ保全の欠如を含むサイバー脅威 61％ 86％ 55％ 67％ 66％

消費者のし好や消費行動の変化 60％ 54％ 57％ 63％ 67％

エネルギーコストの高さまたは変動 59％ 36％ 47％ 80％ 68％

技術進歩のスピード 58％ 66％ 49％ 70％ 72％

新規参入企業 54％ 63％ 47％ 51％ 69％

ビジネスに対する信頼の欠如 53％ 52％ 47％ 50％ 58％

贈収賄と不正行為 51％ 29％ 33％ 37％ 64％

サプライチェーンの混乱 47％ 43％ 32％ 48％ 59％

出典：PwC第18回世界CEO意識調査
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いるのです。
81%の CEOが、過去の採用と比べて、より幅広いスキル

を求めていると回答しました。驚くには値しませんが、技術
スキルへの需要は高く、ビジネスリーダーの 4分の 3が全社
的にデジタル技術を活用するための特別な採用と研修戦略
が成功に不可欠であると考えています。必要とされるスキル
や人材の種類、採用のために使用するチャネルを特定する
ためにCEOが苦労している状況がみられます。

ただし事業モデルのデジタル化によって人材の重要性が
低下しているとはいえません。先述のとおり、適材を確保す
ることは必要不可欠となっていて、デジタルスキルを有する
人材だけが着目されているわけではなく、革新的な思考が
でき、時代の変化に即時適応することができる人材が企業
に競争優位をもたらすと考えられています。さらには、人材
をうまくマネジメントすることによって、技術の発展とともに
自動化と人との最適な組み合わせを創造することも期待さ
れています。

スキルセットの変化は社員にとどまりません。経営者は、
ますます複雑化する環境に身をおき、社外における国境や
セクターをまたいだ協働が標準化しつつあります。社内でも
在宅勤務や短期契約で働くなど労働力はより機動的になり
つつあります。また、ソーシャルメディアなどによって素早く
情報が拡散するため、高い透明性が求められる世界で活動
しています。そういった意味で、組織の成否がますます経営
者の社員をまとめて共通の目標に向けてモチベーションを
与えるリーダーシップのエネルギーに左右されるようになっ
ているのです。

将来成功するリーダーシップスキルには、ビジョン提示
力、決断力、謙虚さといった従来のリーダーとしての資質も
含まれますが、目的意識を育み、内外のステークホルダーと
信頼関係を構築し、瞬時に変化に順応し、激しい競争に備

え、重大なリスクに対応する、といった能力が重要性を増し
ています。インダストリーを超えた協働やテクノロジーベー
スの提携といった最近のトレンドを勘案すれば、経営者がテ
クノロジーの可能性を理解する重要性も極めて高くなってい
ます。まさに、変革期に求められるリーダーシップの姿です。
企業は、そうしたスキルを備えた将来の経営者を輩出する
しっかりとしたパイプラインを構築する選抜と育成の仕組み
作りに注力し始めているのです。

2 未来の働き方

求められるスキルセットだけではなく、働き方も変わろう
としています。新しいテクノロジーやデータ分析手法、ソー
シャルネットワークが私たちのコミュニケーションや協働の
手段に計り知れないほど大きな影響を与えるようになりまし
た。異なる特徴を持つ 4つの世代が同じオフィスで働くよう
になり、労働力の多様化が進んでいます。従来のキャリアモ
デルはもうすぐ過去のものになるかもしれません。いまの私
たちが想像も及ばないような未来の職務が現れる可能性も
あります。

では2022年の働き方はどのように変化してゆくのでしょう
か。PwCとオックスフォード大学ビジネススクールのジェー
ムス・マーチン科学文明研究所が 2007年から調査を開始
し、未来の人材マネジメントの数々のシナリオを分析しまし
た。結果的に誕生したのが三つの「ワールド・オブ・ワーク

（働き方）」です。シナリオプランニングの過程では、個人主
義に向かう力と集団主義に向かう力、企業の統合化に向か
う力と企業の細分化に向かう力のせめぎ合いが、未来の働
き方の三つのシナリオを形作る重要テーマとなりました。そ
れぞれの概要を以下にまとめます。（図表2）

図表2：2022年の働き方の特徴　～三つのワールド・オブ・ワーク～

企業が支配する
大企業型資本主義

企業の配慮が動かす
社会的責任の追及

小さいことが価値を持つ
ネットワークの繁栄

人財の獲得・維持 さまざまな評価分析手法を駆使して
将来有望な人財を発掘 志を同じくする人々を求める企業家族 重要なスキルの供給者としての

契約社員を発掘・評価

社員のモチベーション 高い収入が得られる可能性、
雇用の安定、地位に魅力 企業のブランド、価値観、企業文化に魅力 ネット上の雇用市場における

企業の評判が極めて重要

報酬と成果 報酬は精密に構築された
業績評価指標に基づいて決定

企業市民活動や慈善活動なども含めた
成果を総合評価

成果に基づく契約やバイ・イン契約等
契約ベースの報酬

開発育成 スキルを構築し、経験を積む。
目標と業績評価指標に合わせて実施

ボランティア活動など社会貢献と
融合的に育成促進

自己責任の世界。スキル認証の他、
ネット上での業績評価ランキング発表

テクノロジー センサーやデータ分析手法を駆使して
業績を評価

生活に無理なく仕事を組み込み
環境への影響を最小化 バーチャルな協働体制の構築

人事部の役割
高度な分析手法を駆使して、将来有望な
人材への需要を予測し、業績や人材定着
に関する問題を評価および予測

適切な企業文化と行動を育むことと、
サプライチェーン全体における
持続可能性と風評被害のリスクを防ぐ

契約社員を調達し、
契約を交渉することに加え、
成果管理とプロジェクトの採算性を確保

7PwC’s View — Vol. 05. November 2016



① 『ブルーワールド』　
巨大企業が小国家のような存在になり、社会で重要な役割
を果たす

ブルーワールドでは、大企業型資本主義が圧倒的な支配
力を持ちます。柔軟性、生産性、開発時間の短縮化に重点
を置いて構築されたモデルでは、消費者の好みと利益率が
何よりも重視されます。

成果を求める容赦のないプレッシャーをもたらすのは、社
員同士の競争だけではありません。イノベーションをリード
して、市場で地位を確立している大手企業に切り込もうと新
たに参入してくる企業の存在もプレッシャーの原因となって
います。ブルーワールドの企業は利益を追い求め、チャンス
のある場所にはどこへでも入っていきます。その経営モデル
は、企業が経済状況の安定した時期にも不安定な時期に
も、存続して繁栄することを可能にします。

この世界の課題には、さまざまな市場から集めた人材をど
のように総合的な企業文化に組み込むか、などがあります。
イノベーションを率いて、新しいチャンスを拓く必要性も、
企業に研究開発に多額の資金を投資させ、新規の小規模な
ベンチャー企業の買収に向かわせます。

② 『グリーンワールド』
社会・環境に対する優先課題を達成するために、事業戦略が
根本的に見直される

グリーンワールドでは、企業が先頭に立って、強い社会意
識と環境に対する責任感を育んでいきます。企業はオープ
ンで、社員とともに学習する信頼できる組織です。社員と拠
点を置く地域社会の支援に重要な役割を果たす存在です。

企業はサプライヤー全社をしっかりと管理して、自社の倫
理的価値観がサプライチェーン全体で確実に守られ、問題
が発生すればすぐに対応できる体制を整えています。また、
倫理的価値観や家庭生活を大切にできる労働時間を採用す
ることにより、社員に対して賃金のみに依存しない、新しい
仕事の対価を提供します。

ブランドは、環境や社会に与える影響によって成功するこ
ともあれば、失墜することもあります。この規制の厳しい世界
では、企業が不正行為を働くと、政府から罰金を科されるこ
とになり、企業責任は世の中のためのちょっとした善行では
なく、時代が企業に求める義務となります。社会を良い方向
に変えるために利益を使うロジックではなく、責任ある方法
で利益を得るほうが重要になります。社員は環境の優先課
題に関する企業の価値観と目標を守ることが求められます。

③ 『オレンジワールド』
専門化の進行により、協働的ネットワークが台頭する

オレンジワールドの組織は細分化し、従来よりもつながり

の緩いネットワークで結ばれた、自律的かつ専門化された
事業に分かれています。テクノロジーがこれらのネットワー
クを結び付け、そのつながりは課題ごとに組織化されること
が多く、ソーシャルメディアが、この世界の土台となっている

「連結性」を強化しています。
サプライチェーンは、専門分野に特化した業者で構成さ

れる複雑な有機的連携によって構成され、その内容は地域
や市場によって大きく異なります。扱いにくくなりがちな大
規模な企業より、もっとつながりが緩く、規制が少ない企業
の集合体の方が効率的に動けると考えられています。

オレンジワールドに向かう動きは、ポートフォリオ型キャリ
アの人気の高まりによって、さらに強まります。多くの人々
が、さまざまな組織でフリーランサーまたは契約社員として
働く方が、より柔軟に就労できるし、もっと多彩な課題に挑
戦できるとことに気付いているのです。

以上が三つのシナリオの概要です。現実的には、どれか
一つのシナリオに向かうというよりは、この三つが混じり合っ
た形になり、それらの状況にどう対応するかが問われてきま
す。実際に最近の新卒採用においても、これら三つの異な
る価値観を持った人材が現れていると感じます。大企業で
出世しようと思っているのか、社会貢献に携わりたいのか、
高い専門性を早期に習得したいのか。こうした三つの価値
観のせめぎ合いの結果、2022年までに企業は次のような新
たな課題に直面すると考えられます。
● 業績と生産性を監視・管理するためのこれまでよりはるか

に高度な人事考課手法
● 事業の成功をもたらす要因として、社会資本と人間関係の

重要性
● 企業が社員の福利厚生に果たす責任が重くなり、うすれて

ゆく仕事と私生活の境界線

3 ダイバーシティの真価

このように技術革新が目まぐるしい勢いで進む環境にお
いて、最も成功する企業は、古いモデルや思考方法をかた
くなに守った企業ではなく、新たな道を開拓した企業だとい
えます。こうした先進企業は、事業分野や地域横断的に、透
明性が大幅に向上したデータ主導の環境で重要なスキル
セットや新しい思考方法、そしてより優れたコラボレーショ
ンを実現するワークスタイルを模索し始めています。

先進的なテクノロジーを導入し、変革や革新が奨励され
る組織風土を創出し、新しいアイデアを生み出すためには、
ダイバーシティの価値が大きく貢献すると理解されていま
す。こうした新しい要件を視野にいれれば、企業がいかに
人材へ投資するかという点においても再考が必要です。つ
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まり、企業が必要としているのは、単なるデジタル戦略では
なく、技術革新と人的資源を結び付けることができるデジタ
ル時代の新たな人材戦略であり、その中核的なテーマに、
人材の多様性、ダイバーシティが挙げられるのです。

実際ここ数年、スキル不足を補うためにシニア層や海外
人材の活用が進んできましたが、企業は今やダイバーシ
ティがもたらすメリットは人材供給をはるかに超えると認識
しています。性別、年齢、国籍の多様性という職場のダイ
バーシティに関する従来型の解釈は変化して、特に急速に
変化するデジタル世界においては、ダイバーシティを基にし
た革新的思考が競争優位性の源泉になると考えられていま
す。従って、どこの企業でもイノベーションをテーマとした取
り組みが盛んになりつつあるわけですが、革新性、適応性、
創造性をもたらすのは、ただ年齢や性別が異なるだけでは
なく、幅広い視野をもつ人材が協働することで支えられてい
ます。

実際、米国の Center for Talent Innovationが先頃発表
したレポートでは、「二次元の多様性」が特定されました。こ
れは先天的または表面的な多様性（性別、人種、年齢、信
仰、社会経済的背景、性的指向、障害、国籍）と後天的な多
様性（文化的理解力、世代間理解力、性別に関する良識、
ソーシャルメディアのスキル、機能横断的知識、職務経験、
グローバルマインド）を区別する考え方です。後天的な多様
性とは、基本的に、視点の広がりを意味します。

PwCがビジネススクールと共同で実施したリーダーシップ
とマネジメントに果たす倫理の役割に関する研究では、とり
わけ性別、年齢、信仰および政治的信条の違いが意思決定
に際して倫理面に与える影響が明らかとなっています。つま
り、変化に対応して人材戦略を変化させる上で先天的な多
様性を活用しなければならないものの、最大の価値を実現
しようと思うのであれば後天的な多様性の育成が欠かせな
いのです。言い換えれば、日本ではまだまだ先天的な多様
性の促進施策が中心になっていますが、並行して後天的な
多様性の発掘伸長にも手を伸ばさなければ時代に乗り遅れ
るということではないでしょうか。

人材構成の幅を広げるためにはやはり戦略がなければ始
まりません。ダイバーシティ戦略を採用しているCEOの 90%
が人材獲得に役立ったと回答しており、85%が業績改善に
貢献したと回答しています。さらに、革新性、協働、顧客満
足度、新しい技術の受け入れ能力にも貢献したとの認識も
多く、あらためて、ダイバーシティの重要性が広く認知され
るようになってきました。

ただし、求めている視野の幅を獲得する効果的な方法を
確立するには、依然として多くの企業が苦労しているのも事
実です。その一つの答えとして、企業は次世代の従業員の
スキル育成が自社だけではなく他と連携して実施されなけ

ればならないという認識も広がりつつあります。60%の CEO
が、熟練した適応力の高い労働力の育成は政府の最優先課
題として国家的にサポートされるべきと考えているものの、
自国政府がこの分野で効果的な役割を果たしていると考え
ているのはわずか 22%でした。44%の CEOが自社は今後 3
年で政府と連携して熟練した適応力の高い労働力を育成す
ると回答しています。

4 多様な人材のマネジメント

多様な組織文化を支える要因にはどんなものがあるので
しょうか。PwCは LinkedInと共同で適応性や柔軟な働き方
ができる人的要因について調査しました。ここでは、企業が
社員に投資して新しいことを試すよう促す組織力と、社員が
変化を受け入れて自らのスキルを新しい分野に応用する意
思があるかどうかが重要になります。調査の結果、変化に適
応力のある社員は、デジタル世界でのスキルギャップに対
応し、職務要件に自らをマッチングさせる能力があることが
わかりました。つまり、一歩進んだ幅広い能力や経験を習得
する機会を優秀な社員に提供し、自らのスキルを新たな機
会に応用する積極性を社員から引き出す育成の場が必要な
のです。

企業がより高い対応力と敏しょう性を求めて、必要に応じ
た人員の増減を実施するなか、従業員の構成がどのように
変化しているかが明確になってきました。CEOの 3 分の 1
が、契約社員、パートタイム労働者やアウトソーシング契約
への依存度を大幅に高めたと回答しました。こうした臨時雇
い労働者はスキルやモチベーションが高いことが多く、結果
として企業の成功の中核をなすこともあります。企業はこう
した労働者の関心を得るために競争しなければならないと
同時に、彼らを正社員同様に戦略的に管理しなければなら
ない時代になっています。つまり、「労働力」とはもはや直接
的な総合職社員のみを意味しておらず、例えば、臨時雇い
労働者の業績はどのように計測するべきか、そして報酬はど
うするかといった議論が始まっているのです。

これまでご紹介したようなさまざまなスキルセットを持っ
た専門家や異なる価値観や就労観をもった社員層を活用す
るためには、その受け皿となる職種や役割を企業が再考・
整備する必要があります。また価値観を満たすためには、単
純に基本となる職務を定義するだけではなく、社会貢献に
資する時間やプロジェクト、専門性を高められる時間やプロ
ジェクトなどインフォーマルな機会を提供することも極めて
大事になってきています。

また、将来必要な職務やスキルセットの要件に鑑みて、
育成機会を提供することもさることながら、社員の資質を見
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極めて適材適所を実現するタレント／ジョブマッチングの精
度をあげる施策にも企業の注力が高まっており、最近はそ
の答えを導き出す一つの有力なツールとして、アナリティク
スの人事への活用が動き出しています。過去の人事データ
が積みあがってきているため、どんな資質を持った人材を
採用すべきなのか、高い業績を発揮する社員にはどんな要
因があるのか、といった要件の特定がデータ解析によってで
きるようになってきているのです。

適材適所が成功したのかどうかは業績指標管理で検証す
るほかありません。社員の業績や生産性をモニタリングする
ためには、新たなテクノロジーの活用も期待されています
し、自社独自の指標を設定して仮説検証するような動きも見
受けられます。その背景には、業績と一言でいっても単純に
結果を計測するだけではなく、どのような行動によって導き
出された業績を企業として奨励するのかといった報酬哲学
的な独自性も差別化要因として重要度を増しているのです。
またダイバーシティの促進とビジネス業績との相関をデータ
で検証する観点も欠かせません。さまざまな価値観が台頭
している世界では、経営理念やバリューといった組織の価値
観に訴えかけて、共感する優秀な人材を獲得する手法も極
めて重要になっており、それらがデータによって裏付けされ
ている透明性と説明責任も求められているのです。（図表3）

5 推進者はだれか

変化への適応という意味では、人事機能もその例外では
ありません。過去の調査結果は、CEOは必ずしも自社の人
事機能が人材確保の課題に十分対処できる能力があるとは
考えていないことを示唆しています。これまでに多くの改善
が行われたものの、あまりにも多くの人事機能が、社員の
ニーズに対応するために、日々のオペレーションを回すため
だけに多大な時間を取られているのも事実です。技術革新
の影響によって、従来の人事制度や人材マネジメントのアプ
ローチが将来はあてはまらなくなる可能性もあります。しか
し、人事機能の改革は一番遅れを取っていると言わざるを
得ません。

事業戦略が根本的に再考されるなか、組織の人材戦略も
再考しなければなりません。新しい技術やデジタル事業モ
デルがもたらす機会や脅威に対処し、規制要件やコスト目
標を満たすためには、労働力の総合的な再構築が必要と
なっています。企業は優れたリーダーを確保するだけでは
なく、未知の課題に対応できる将来的な経営者のパイプラ
イン構築に力を入れています。

現在の環境下においては、最も重要な戦略的意思決定は
人材とスキルを中心に行われます。競争力を維持するため

に必要な能力はどのようなものか、そうしたスキルは外部か
ら調達できるのか、それとも既存の社員に習得可能なのか。
何を自動化あるいはアウトソースしなければならないのか、
パートナーシップによって必要な人材を獲得できるのか、重
要な判断が求められています。

また、デジタル化が進む世界で成功するには、より幅広い
スキルと人材プール、そして新しい思考方法が求められま
す。デジタル世界に翻弄されて、本当の人材価値を見失う
企業もあるかもしれません。しかし、この時代の勝者は、社
内の人材から最高の結果を引き出すべく既存の技術を活用
できる柔軟な組織と考えられます。そのためにはアナリティ
クスの技術を応用して手元にある人材データを賢明に活用
しなければならないですし、データによって証明された分析
結果が人材戦略に組み込まれなければ意味をなしません。
デジタル時代にふさわしい機能を備えた人事が求められて
います。人事機能が事業ニーズにマッチした組織として生
まれ変わる最後の変革のチャンスが到来しているのではな
いでしょうか。

佐々木 亮輔 （ささき りょうすけ）

PwCコンサルティング合同会社 パートナー
組織人事・チェンジマネジメントプラクティスのリーダー。20年以上にわた
り、多国籍企業のグローバル化をテーマに、組織変革を専門領域として、
国内外の様々な変革プロジェクトを経験。
本社機能の設計、地域統括／持株会社の設立、営業組織の活性化、組織
人事面のM&A、経営幹部の選抜育成、バックオフィスの業務改革、チェン
ジマネジメントなど、シンガポールとアメリカでの駐在歴があり、日本だけ
でなく海外のベストプラクティスに精通。
メールアドレス：ryosuke.sasaki@pwc.com

業績と処遇の
マネジメント

人材の需給戦略

価値観と
組織風土の
マネジメント

組織と役割の
マネジメント

能力と人材の
マネジメント

成果

需要 供給

図表3：多様性の人材マネジメントの４大要素

出典：PwC作成
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はじめに
　“リスクカルチャー”という言葉をご存知でしょうか？分かり
やすく言うと、詳細なルールや手続きがなくとも、組織内で共
有されている原理原則に基づき、適切にリスクが管理される
組織文化や風土となります。
　通常、一定規模の企業では、判断基準の明確化やチェック
リストの整備、エスカレーションルールの明確化に加え、研修
や日々の業務を通じた教育・コーチングによって考え方や価
値観を共有することで、組織として合理的な判断を下すこと
ができる仕組みを構築してきました。
　しかし、手厚く部下を教育する余裕もなく、コミュニケー
ションの機会も少なくなっている結果として、過去から常識と
して実施されてきたことが履行されず、事務ミスや作業品質
の低下を招いている話をよく耳にします。この再発防止策と
して、暗黙知を可視化・文書化することが有効と考えられるか
もしれませんが、必ずしもそうではありません。
　暗黙知となっている事項の多くは、特段の意識なく実施さ
れていて本人は気付いていないものや、そのレベルまでマ
ニュアル化するとキリがないとして意図的に文書化されてい
ないものも多分に含まれます。また、企業において発生する
事象の全てをマニュアル化することは現実的ではなく、可能
であっても、その内容を社員全員が理解・記憶し、遵守するこ
とは期待できません。
　リスクカルチャーが醸成されていない組織では、各人の行
動や判断に一定の統一感がなく、担当者の経験やスキルに
依存する内部統制については効果が期待できないため、故
意・過失にかかわらず、インシデントが発生するおそれがあり
ます。
　本コラムでは、各組織におけるリスク管理活動において、
リスクカルチャーという概念をどのように適用するのか、特に
リスクカルチャー醸成において最も重要な要素である人とコ
ミュニケーションについて深くご紹介します。

1 リスクカルチャーへの関心の高まり

（１）リスクカルチャーの重要性

リーマンショック後、世界経済の混乱を招いた原因の一つ
として金融機関のリスクカルチャーに注目が集まりました。
具体的には、リスクが高い商品であると警笛を鳴らす専門
家がいたにもかかわらず、金融機関はそのような商品を開
発・販売し続け、銀行をはじめとした企業はこのような商品
を買い続けた背景について議論がなされ、行き過ぎたイン
センティブボーナスや利益主義が過度なリスクを許容する
カルチャーを醸成したとして、役員報酬や会社の社会的責
任の在り方について議論が及びました。

日本においてリスクカルチャーという言葉の認知度は高く
ありませんが、企業不正や不祥事が相次いで発覚しており、
このような事態を招いた会社の組織文化・風土を疑問視す
る声が多く挙がっています。そして今後、さらにリスクカル
チャーの重要性が高まることは疑いの余地がありません。

現在、日本では、人材確保の難しさも相まって、単純作業
は機械や情報システムが担い、柔軟性や判断を伴う必要と
する作業を人間が担う流れが加速しています。また人工知
能技術の適用範囲が広がりを見せつつあることを鑑みると、
日常的な判断は人工知能で対応し、前例がなく、重要かつ
複雑な判断のみが人間に残されることになるでしょう。この
ような判断に際しては、社長であればどう判断するか、組織
にとって重要なものは何か、自社のビジネスを考えると何を
してはいけないのか、といった視点が重要となります。その
際、リスクカルチャーが醸成され、何が正しくて、何が悪い
のかの価値観が共有されていれば、妥当な判断が下される
ことになります。

（２）価値観共有のむずかしさ

冒頭に触れたように、実施すべきこと（Do）、しないこと
（Don’t）を全て言葉や文書で伝えることは不可能であり、一

定程度、担当者の判断に委ねられる作業が組織の中には存

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　
ディレクター　辻 信行
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　田中 大介

リスクカルチャーの醸成に向けて図表3：多様性の人材マネジメントの４大要素
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在します。判断を伴う作業は、十分な経験者を有する者が
担当していたり、上位者がチェックを行うなどによって、結
果の合理性を確保しています。しかし、人事異動等により、
適切な経験を有していない担当者や上位者がアサインされ
た場合はどうなるでしょうか？

私たちは、担当者の入れ替わりが繰り返された結果とし
て、過去の教訓が共有されていない、当たり前に実施され
ていた確認作業が実施されなくなった、という現場に遭遇し
てきました。残念なことに、このような事態に陥っていること
は認識されておらず、重大なインシデントが契機となって発
覚するということがほとんどです。

本来、同じ経験をしていない人間と“危機感 ”や “想い ”を
共有することは困難なはずなのですが、同じ職場の人間に
対しては、自然に共有できる、同じ価値観を持っていると期
待する傾向にあります。しかし、高度経済成長下の日本のよ
うに、長時間労働がもてはやされた時代とは異なり、働くこ
との意義が多様化している現代社会において、自然な価値
観の共有を期待することはできません。

この数年で、制度だけではなく、多様な働き方が認められ
る環境となってきました。女性の産休・育児休暇はもちろん
のこと、男性の育児休暇を促す企業も増えつつあり、育児や
介護といった理由で時短勤務を選択することも可能となって
います。

また、多様な働き方を実現する上で、インフラ面も充実
し、働く場所、時間を選択できるようになりましたが、同時
に、従来のような Face to Faceをベースとしたコミュニケー
ションが成り立たないことを意味しています。

コミュニケーションの手法としては、電話／テレビ電話、
電子メールに加え、メッセージアプリなど、便利なツールが
増えてきていますが、意識しなければ、効果的なコミュニ
ケーションを図ることはできません。

（３）人事評価とリスクカルチャーとの関連性

働き方の多様化を推進する一方で、人事評価の仕組み・
制度の見直しが合致していない企業も存在します。特に、
以下のような課題が見受けられます。
●  時短勤務や在宅勤務であっても管理職にプロモーションで

きるのか
●  工場等の在宅勤務が適用できず、プライベートを犠牲にし

ている点は評価で優遇されるのか
●  時短勤務者がフルタイム勤務者より成果を出した場合の金

銭的な評価はどうなるのか

多くの被評価者は、他人の評価結果を意識しており、自身
に対する評価が自身の想定と異なるケースに限らず、他人
の評価結果が自身の想定が異なるケースにおいても、評価

内容、プロセスに不信感を抱くことがあります。不信感を抱
いた状態のままでは、モチベーションが低下して作業品質
の低下を招いたり、“評価されないのだから、これくらいは許
されるだろう”といったルール違反や不正行為を正当化する
おそれがあります。そのため、昇進・昇格など、評価結果が
広く知られるタイミングにおいては、特に注意が必要です。

昇進・昇格は、その組織で奨励される価値観、行動、成果
が何かを伝える強いメッセージとなります。これらは、日頃
から、文字や言葉で伝えられていますが、表層的に理解され
るにとどまっており、真意が理解されていないことがほとん
どです。これに対して、昇進・昇格によって “評価される人
間 ”の考え方や行動が具体的に示されれば、理解が促進さ
れます。よって、ルールを守らない、グレーな行動が多いと
認知されている人間の昇進・昇格は慎重に行う必要があり
ます。また、経営層を含め、日常的に従業員に伝えている
メッセージと合致しない昇進・昇格も同様です。

組織において奨励されている価値観や行動と、経営者や
管理者からのメッセージ（言葉・文字に加えて行動）が整合
していない、若しくは真意が伝わらず整合していないと誤解
される状況下では、リスクカルチャーを醸成することは期待
できません。そのため、これらを文字として定義し、継続的
にメッセージとして発信し、人事評価にてモデルとして特定
人物を明らかにすることが重要となります。

2 リスクカルチャー醸成に向けたアプローチ

（１）リスクカルチャーの6つの側面

効果的なリスク管理のカルチャーを確立するためには、ソ

図1：リスクカルチャー醸成に向けた6つの側面

リスク管理の
カルチャー

リーダーシップ

人材
マネジメント
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フトスキル、全社的な方針およびツールに関する検討を含
む、多面的なアプローチが必要となります。また、マネジメ
ントの姿勢、人材の管理、評価・報酬制度といった、組織の
価値観や従業員のインセンティブ付与に係る事項は、リスク
管理のカルチャーを支える基礎となっている必要がありま
す。私たちは、以下のリスクカルチャーの 6つの側面に着目
することが、健全なカルチャーを維持・構築する上で極めて
重要であると考えています。

①リーダーシップ

マネジメント層は、従業員のロールモデルとして、望まし
い行動を身をもって示し、リスク管理活動のモニタリングと
リスク管理方針の遵守に責任を負います。リスクに対するマ
ネジメント層の姿勢や行動が、組織のリスク環境やリスクカ
ルチャーを左右し、マネジメント層の行動は、自身が理想と
する倫理規範を体現するものでなくてはなりません。

②ガバナンスと組織体制

さまざまなリスクに関係する意思決定権限を適切に設定
することが、効果的なガバナンスの礎となります。具体的に
は、自社のリスク許容度、事業計画、権限の集中度および権
限に対する制約事項を鑑みて、それぞれのディフェンスライ
ンの中で、意思決定権限を担当者に付与することが重要と
なります。

また、諸リスクに関連する部門の相互連携など、協調を促
すカルチャーを醸成するためには、リスク管理部門は事業
部門のパートナーとなる必要があります。残念ながら、事業
部門とリスク管理部門の間の協調を促進させる万能の方法
は存在しません。しかし、組織変更、事業プロセスの改善、
テクノロジーの活用は、有効な手段となることが多いと考え
られます。

③コミュニケーション

効果的なリスクカルチャーを醸成するためには、従業員と
マネジメント層のオープンで誠実なコミュニケーションを促
す、双方向のコミュニケーションチャネルを構築するための
明確なアプローチが必要となります。また、強固なリスクカ
ルチャーが備わっている企業では、マネジメント層のメッ
セージを効果的に従業員へ伝えるための戦略を有している
ことが多く、効果的なコミュニケーション構築に関して多大
なリソースを投入しているケースが見受けられます。

なお、コミュニケーション戦略の検討ステップに関しまし
ては、後述しますのでそちらを参照ください。

④人材マネジメント

採用面においては、リスク管理に係る専門性、企業の価

値観への共感、業務部門での実務経験、ソフトスキル、と
いった特徴を兼ね備えた人材を採用することが望まれます。

多くの組織においては、業務部門での限られた実務経験
しか有していないリスク管理担当者が多く、業務部門による
意思決定に異議を唱えることが難しい状況が見受けられま
す。そのような課題への対応としては、ジョブローテーショ
ンの活用や従来と異なる人材配置などを通じて、担当者の
ビジネス面の知見を高め、事業部門との関係が強化される
ような施策を試みているケースが見受けられます。

また、評価・処遇の側面においては、インセンティブの仕
組みと違反行為に対する懲戒措置を、リスクに関する望まし
い行動パターンと整合的なものにすることで、リスクについ
て従業員がよりバランスの取れた見方をするよう促すことが
できると考えます。

⑤グローバルベースでの事業運営規範

一貫した事業運用規範が国境を越えて適用されることで、
従業員は、リスク管理の尺度、手続き、ガイドラインについ
て統一的に理解することができます。リスク管理方針の適用
においては、企業全体のカルチャーが各地域のカルチャー
に優先されなければなりません。一方で、企業カルチャーと
地域固有のカルチャーの相違を理解することが、地域固有
の慣行を企業全体の方針や価値観に合わせる上で重要であ
るとも言えます。

⑥技術およびインフラ

テクノロジーの活用を通じて、情報の効果的な共有と、組
織内の協調を推進し、リスクカルチャーの構築を促進するこ
とが重要です。テクノロジーの活用に当たって、次のような
点に配慮する必要があります。

A. 十分な情報をニーズに即した形式で提供することによ
り、適切な担当者が正しい情報に基づく意思決定を適
時に行えるようにする。

B. 組織全体のリスクポートフォリオについて、包括的な理
解を提供する。

C. リスクに関する課題について、従業員による匿名での
エスカレーションを可能にする。

D. 倫理、コンプライアンス、リスクに係る入社時および定
期的な必須研修について、研修、理解度の評価、修了
記録をワンストップで提供できるようにする。

3 コミュニケーションの重要性

上記 6つの側面は、それぞれの要素が相互に影響を与え
る関係性を有していますが、特に他の要素との繋がりが大

特集：人材開発とダイバーシティ
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きく、組織の階層や部門を問わず、読者の皆様が施策とし
て着手できる「コミュニケーション」に関して、より詳細なア
プローチをご紹介します。

（１）他社事例

既述のとおり、強固なリスクカルチャーが備わっている企
業では、効果的なコミュニケーション構築に関して、多くの
リソースを投入しているケースが見受けられます。加えて、
リスクカルチャー醸成に向けて先進的な取り組みを実施して
いる組織においては、リスク管理に係るコミュニケーション
が、以下のように日々のオペレーションに組み込まれている
事例が見受けられます。
● 従業員は、リスクに関する課題の記録およびリスク低減策

にアクセスでき、情報の透明性が確保されている。
●  重要なリスク事案が発生した場合は、必要に応じて従業

員、顧客、株主、規制当局に向けた公式のコミュニケーショ
ンプランが発動するようになっている。

●  十分なリスク分析とコミュニケーションが、確実な情報に基
づく意思決定を支えている。

●  リスクに関するコミュニケーションが、協調を重んじるアプ
ローチに基づいて行われている。

（２）コミュニケーション戦略の検討ステップ

次に、他社の先進事例にも見られるコミュニケーション戦
略に関して、その策定や運用に関する進め方（ステップ、関
連するタスク）をご紹介します。

STEP 1 ステークホルダーアセスメントの実施　

ステークホルダー（社内・社外の関係者）アセスメントは、
リスク管理活動の出発点と言えます。関係者の意識や行動
を繋ぎ、組織としての管理活動を有効化するためにも、誰が
かかわる必要があるのか、既存の会議体で十分か否か、な
どの検討が重要となります。「取り急ぎ〇〇会議で報告すれ
ばいい。」など、ステークホルダーを安易に決定するのでは
なく、各関係者が取り組みに関連する度合や影響度などを
整理した上で、各施策を進めることが重要です。

■ステークホルダーアセスメントに関連するタスク
A. ステークホルダーの要求事項を識別、評価
B. コミュニケーションおよび報告の仕組みについて有効

性を評価
C. コミュニケーションの担当チームを指名し、報告に係る

ガバナンス構造を策定
D. ステークホルダー管理の状況を追跡するツールを導入
E. ステークホルダーの意識を向上させ、コミットメントを

醸成

STEP 2 コミュニケーション戦略の策定

特定されたステークホルダーに対して、何を、いつ、どの
ように情報を届け、または受領するのか、リスク管理に係る
コミュニケーションの設計図を描くことが必要となります。目
的、対象、内容、タイミングなど、状況に応じた媒体（会議、
電話、メール、チャット、イントラなど）を選定し、効果的お
よび効率的なコミュニケーションを図ることが有効です。

■コミュニケーション戦略策定に関連するタスク
F. 大局的なコミュニケーション戦略および報告戦略を策

定
G. 詳細なコミュニケーションプランを策定
H. 主要なメッセージ内容およびコミュニケーションに含

まれるその他の要素を特定
I. 安全なコミュニケーションチャネルを作成（匿名のホッ

トライン、メール、ウェブサイトなど）
J. 内部通報の方針を定め、報復防止措置を公式化
K. コミュニケーションの成否を測定する尺度を定義

STEP 3 脅威の迅速なエスカレーション

事故やインシデントなどの顕在化した事象や、問題の兆
候など、今後顕在化が想定される事象に対して適時に情報
連携が行われ、組織として適切な意思決定を行うためにも、
エスカレーションの仕組みの整備および運用高度化は重要
な要素となります。とりわけ、組織に大きな影響を与え得る
のは、事象への対応が遅れることと言えます。報告内容の
充実も適切な意思決定において重要ではありますが、よりス
ピードを優先した仕組みやルールを設定することが有効で
す。

■脅威の迅速なエスカレーションに関連するタスク
L. 問題のエスカレーションおよび対応手順を策定、導入
M. 報告の手順を確立
N. コミュニケーションおよび報告活動を実施
O. コミュニケーションプランおよび報告プランをモニタリ

ングし、必要に応じて修正
P. ウェブサイト、ホットライン、メールの稼働を開始
Q. 上位経営者層からのメッセージを配信

STEP 4 継続的なフィードバックの確立

組織変更や人事異動などにより、関与するステークホル
ダーの変更が行われる、または関与割合が変化する可能性
が生じます。運用の形骸化を防ぐためにも、策定したコミュ
ニケーション戦略やプランを適宜見直し、その有効性を検
証した上で修正を行うことが必要となります。

特集：人材開発とダイバーシティ
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■継続的なフィードバックの確立に関連するタスク
R. ステークホルダーの関与プランを必要に応じて評価し

修正
S. リーダー層の活動とオーナーシップの在り方につい

て、有効性を評価
T. コミュニケーション活動の成果測定尺度について、評

価を実施

4 おわりに

組織文化や社員の意識に係るサービスを監査法人が提供
することに違和感を覚える読者も多いのではないでしょう
か？

監査業務では、初期段階で、経営者の特性や企業の文化
を理解した上で、正当化、機会、プレッシャーの観点で不正
リスクの分析を行っています。この３つの観点のうち、正当
化、プレッシャーは心理にかかわるものとなりますが、これ
らを分析するナレッジを豊富に有しています。

リスクカルチャーへの挑戦は、ゴールのない航海であり、
何らかの指針がないと、前に進むことができません。私たち
PwCでは、リスクカルチャー醸成を行うためのメソドロジー、
監査業務やアドバイザリー業務を通じて培った豊富なノウハ
ウを有しています。

本コラムでは、リスクカルチャーに係るサービスの概要を
ご紹介しましたが、貴社のリスク管理に係る課題を整理する
際のヒントとなれば幸甚です。

図2：コミュニケーション戦略の検討ステップ

ステークホルダー
アセスメントの実施

コミュニケーション戦略の
策定

脅威の迅速な
エスカレーション

継続的な
フィードバックの確立

A ステークホルダーの要求事項を識別、
評価

B コミュニケーションおよび報告の仕組
みについて有効性を評価

C コミュニケーションの担当チームを指
名し、報告に係るガバナンス構造を策
定

D ステークホルダー管理の状況を追跡
するツールを導入

E ステークホルダーの意識を向上させ、
コミットメントを醸成

F 大局的なコミュニケーション戦略および
報告戦略を策定

G 詳細なコミュニケーションプランを策定

H 主要なメッセージ内容およびコミュニ
ケーションに含まれるその他の要素を特
定

I 安全なコミュニケーションチャネルを作
成（匿名のホットライン、メール、ウェブサ
イトなど）

J 内部通報の方針を定め、報復防止措置
を公式化

K コミュニケーションの成否を測定する尺
度を定義

L 問題のエスカレーションおよび対応手順
を策定、導入

M 報告の手順を確立

N コミュニケーションおよび報告活動を実
施

O コミュニケーションプランおよび報告プ
ランをモニタリングし、必要に応じて修正

P ウェブサイト、ホットライン、メールの稼
働を開始

Q 上位経営者層からのメッセージを配信

R ステークホルダーの関与プランを必要に
応じて評価し修正

S リーダー層の活動とオーナーシップのあ
り方について、有効性を評価

T コミュニケーション活動の成果測定尺度
について、評価を実施
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PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
PwC Japan Territory Diversity Leader（ダイバーシティ推進リーダー）
パートナー　梅木 典子

専門家集団として最適なサービスを提供するために、
多様性から価値を生み出す
～PwCが、国連とDiversity & Inclusion（D&I）に取り組む理由～

1
HeForShe─国連ウィメンとの活動
～性別にかかわらず互いに相手を尊重して
受け入れるために

映画「ハリー・ポッター」シリーズのハーマイオニー・グレ
ンジャー役として知られる女優のエマ・ワトソンが、国連ウィ
メンの親善大使として 2014 年 9 月に「HeForShe」キャン
ペ ーン で 演 説 を 行 い 、そ の 内 容 が 話 題 を 呼 びました

（http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/
emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too）。

HeForShe（『彼女のために彼ができること』）とは、国連
ウィメンが世界的に展開するGender Equityのための啓発
活動です。女性だけでなく、男性が主体となって Gender 
Equityの議論に参加し、課題解決へと臨むことを促すもの
であり、全世界で男性に働きかけ、10億人の署名を集める
ことを目標としています。2016 年 8月時点で、既に世界の
13億人以上が賛同を表明しており、この活動に理解を示し
協力しようとしています。

PwCは、国連ウィメンによりHeForSheを推進する政府、
教育機関、企業 30団体（10× 10× 10：テン・バイ・テン・
バイ・テン）の一社として公式に選出されています。これは、
これまで PwCが「Top 50 Companies for Diversity 2016」
や「Top 50 Employer for Women 2015」などに選ばれて
きた実績から、HeForSheが掲げる6つの課題領域（図表 1）
の中の「Work」における変革への貢献を期待されていること
を意味します。なお、政府からは、女性の活躍推進をうたう
日本の安倍首相も選ばれています。

PwCは、HeForSheの推進役として、以下のコミットメント
を掲げています。

● Develop and launch an innovative male-focused gender 
curriculum with global reach（男性の意識改革を促す革
新的なジェンダー研修の開発と、全世界レベルでの導入）

● Launch a Global Inclusion Index to further increase 
women in leadership roles（女性リーダーをさらに増やす

はじめに
　「多様なメンバーが他者の多様性を受け入れ、同質な集
団では創出できない価値を生み出す」。これが、私たちPwC
が Diversity & Inclusion（D&I）を重要戦略として位置付け
る理由です。企業の皆さまが抱える課題が急速に多様化・
複雑化するなか、私たちは Global  Networkの総合力を
もって質の高いプロフェッショナルサービスを提供すること
で企業の課題解決にあたるよう尽力しています。157カ国、
20万人以上が働くPwC Networkの持つ総合力をより生か
すためには、性別・年齢・国籍・障がいの有無等を問わず、
多様なバックグラウンドや考えを持つ人材の洞察やアイディ
アを組み合わせるアプローチが重要であると考えています。
　PwCが D&Iで取り組むべき領域は多岐にわたりますが、
なかでもGender Equity（男女平等）の実現は、女性の社会
進出の注目度が高まり、初の女性東京都知事が誕生した日
本においても、急ぎ解決すべき重要な課題と言えます。
　本稿では、女性の地位向上を支援するために PwCが国
連と連携して推進している「HeForShe」の活動をご紹介しな
がら、私たち PwC Japan グループ（以下「PwC Japan」）に
おけるD&Iの取り組みについてご説明します。

図表1： HeForSheの6つの課題領域

http://www.heforshe.org/en

特集：人材開発とダイバーシティ
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ためのGlobal Inclusion Indexの導入）
●  Raise the profile of HeForShe with PwC people, clients 

and communities（PwCメンバー、クライアント、コミュニ
ティに向けたHeForSheの認知度向上）

 （出典：PwC内ポータルサイト https://heforshe.pwc.com/）

このコミットメントの実現に向けて、PwCは既にジェン
ダー研修や Global Inclusion Indexの導入を社内で展開し
ており、今後 3 年間で世界中の PwCの男性メンバーの約 8
割からHeForSheへの賛同を得ることを目標にしています。
2016年8月時点で、既に約58,000人が賛同しています。こ
の活動が単なる「賛同」の表明にとどまることなく、職場にお
ける実際の変化につながることを目的として、PwCは全世
界共通の HeForSheポータルサイトを特設し、賛同者に「5
つのアクション（行動）」を取ることを提案しています。また、
ポータルサイトには啓発を促すビデオや思考トレーニング
ができるe-Leaningが提供されているほか、グローバルの
D&Iグループや各国のネットワークに参加する方法など、
キャンペーンの理解、および行動の実践のためのコンテン
ツが 5つのアクションごとに用意されています。ポータルサ
イトでは、これらのアクションに実際に取り組んだ社員がコ
メントを投稿できるようにもなっているので、それぞれのア
クションやコメントがネットワークを通じて社内外へと拡がっ
ていく仕組みとなっています。

Action 1
Challenge
double
standards

Action 2
Expand
your
network

Action 3
Acknowledge
potential
blind spots

Action 4
Call on
more
voices

Action 5
Bring
equality
home, too

図表2：5 Actions for HeForShe

● Challenge double standards（ダブルスタンダードに異議
を唱える）

● Expand your network（ネットワークを広げる）
● Acknowledge potential blind spots（自分の中に「盲点」

がある可能性を認める）
● Call on more voices（より多くの意見を求める）
● Bring equality home, too（家庭でも男女平等を実践する）

PwC Japanにおいても、2018年 6月までに全社員の 8割
の賛同を得ることを目標に、各法人で啓発活動を実施して
います。また社外に向けては、去る2016年 7月に、スポン
サーを務める「国際ビジネス女性会議」で HeForShe特設
ブースを開設するなど、積極的な情報発信を行っています。
国連ウィメンが提唱するHeForSheは Gender Equityに焦点
を当てていますが、PwC Japanが最終的に目指しているの
は、性別にかかわらず互いに相手を尊重して受け入れると

いうもの、言うなれば MeForYouまたは YouForMeであっ
て、そのための第一歩として HeForSheを位置付けていま
す。Gender Equityにおいて成果を上げることが、PwC 
Japanにとって、また社会にとって「Inclusive Culture：多様
なメンバーがお互いに相手を尊重し、個々の強みを活かし
て協働する文化」の構築につながると信じています。

2 トップマネジメントの強いコミットメント
のもと、柔軟なアプローチでD&Iを推進

 PwCは、「社会における信頼を築き、重要な課題を解決す
る」ことをPwC Purpose（存在意義）としています。職員を含む
多様なステークホルダーが、人口構造の変化、テクノロジー
の進化といったメガトレンドによって重大な変革を迫られるな
か、私たちはステークホルダーにとって常に信頼されるプロ
フェッショナル集団であり続けたいと思っています。そのため
には、多様な人材の獲得と活用が必要不可欠となります。

現在は、Global D&I Leadership Teamのもと、各地域の
Diversity Leader（Territory Diversity Leaders）が、それ
ぞれの国や地域の取り組みを推進していますが、こうした活
動のスポンサーは Global PwCの Chairmanが務めており、
ことあるごとに全世界の PwCに向けてメッセージを伝えてい
ます。今年 7月に新たな Chairmanに就任した Bob Moritz
は、かつて日本に赴任していた経験があり、異文化における
マイノリティとしての経験はとても意義のあるものだったと、
D&Iを重要視しています。このようにトップマネジメントが強
いメッセージをたびたび発信することが、社員一人一人が
マネジメントの本気度を認識し、D&Iの取り組みの重要性を
理解することにつながるのです。

加えて、トップマネジメントのコミットメントにより、PwC
の活動が社会的に認知されることは、職員の誇りにもつな
がっていきます。

PwCは、D&Iに取り組み始めた 2004年当初からGender 
Equityに焦点を当てており、女性の活躍推進に注力してき
た結 果、当 初は 1 0 ％だった女 性パートナーの比 率 が、

+ Ethnic heritage
+ Sexual orientation
+ Thought diversity
+ Generational
+ Disability
+ and more…

2+1
approach

Gender

Valuing
Differences

+1

図表3：2+1 アプローチ

特集：人材開発とダイバーシティ
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2016年には 18％まで増加しました。その後は D&Iの活動
領域を広げ、現在は「2+1 アプローチ」を採用しています

（図表 3）。これは、世界共通の 2 領域（GenderとValuing 
Differences）と各国や地域で固有の１領域においてD&Iに
取り組んでいくというものです。これは、D&Iの展開アプ
ローチそのものが、各国や地域の文化・価値観を尊重して
おり、多様性に富んでいるということを意味します。

下記は、PwCの Global Diversity Teamと連携して PwC 
Japanで実施した施策の一部です。

表1：PwC Japanの施策

Aspire
to lead

世界の女性と学生リーダーのためのグローバル・フォーラム・シリーズ。
2014年に始まり、初年度はFacebook COOであるSheryl Sandbergを、
2015年は Womanomicsのベストセラー作家であるKatty KayとClaire 
Shipmanを、2016年には女優の Geena Davisをキャストに迎え、セッ
ションをwebcastで全世界に配信。
日本でもこの内容をもとに、女子大生向けのキャリアセミナーを開催。

Global
Diversity
Week

毎年開催されるPwC社内でのDiversityキャンペーン週間。
SNSを通じて、Global PwC のトップマネジメントや各国のリーダーとイ
ンタラクティブなセッションを行うもの。
http://www.pwc.com/gx/en/about/diversity/global-diversity-week.html
また、この期間には各国でも独自のセッションが催される。昨年、日本
では社内SNSを使い、PwC Japan代表や各法人のトップマネジメントと
の意見交換セッションを開催。400名以上が参加。

HeForShe
国連ウィメンが提唱する、女性のエンパワーメントに向けた活動。
2016年1月に開始。PwCはこの活動を推進する企業として選出。
日本では社外イベントでのPRや、社内啓発活動を積極的に展開中。

3 PwC Japanの取り組み

PwCの D&Iの取り組みは、「Awareness」から「Action」に
シフトしています。これまでの D&Iの重要性や意義に関する
トップマネジメントの強いメッセージによって、「気付き」を
得る状態から、社員一人一人が理解を深め、「行動を起こ
す」ことが期待できる時期に来ています。多様な人材が個々
の強みを発揮できる環境を整えるというビジネス上のニー
ズが高まりつつあるなか、私たちPwC Japanの D&I 推進メ
ンバーは、社内の関係部門と連携して、さまざまな取り組み
を行っています。

上記で示した 2+1 アプローチのもと、PwC Japanでは日
本独自の取り組み領域として、Working Style（働き方改革）
と、Disability（障がい者雇用）に取り組んでいます。

特にWorking Styleは、既存社員の常識や固定観念にと
らわれない新しいアクションや制度立案が求められていま
す。幸運なことに、PwCのネットワークを通じて、他国や地
域における D&Iの取り組み事例を参考にすることができま
す。これらを十分に活用し、PwC Japanにおける対応を早
めていきたいと考えています。

＋HeForShe
＋女性向けリーダーシップ研修
＋女性パートナーの育成
    （スポンサーシップ制度）
＋復職者セミナー
＋外部団体協賛

＋在宅勤務推進
＋生産性向上検討
＋意識改革

＋障がい者Community立ち上げ
＋Challenged Athlete活動の推進

＋English programs
＋Global Community立ち上げ

Nationality

PwC Japan
D&I

Disability

Gender Work Style

図表4：PwC JapanのD&Iの取り組み領域

4 まとめ～D&Iに取り組む企業のために

最後に、これまでの活動を踏まえ、D&Iの取り組みを成功
に導き、継続的な活動として企業に落とし込んでいくための
PwCが考えるポイントを整理しました。

1）D&Iを経営戦略として位置づける

企業には、D&Iに取り組む前に、なぜ D&Iに取り組むのか
という課題設定が必要です。目まぐるしく変わる経済社会に
おいて今後企業が優位に立つためには、従来の価値基準に
とらわれない新しい創造性や、問題解決策の提案力の育成
に加え、それらを生み出す人材の獲得・維持が不可欠です。
また彼ら・彼女らが持つコミュニティやネットワークがもたら
す新しいマーケットの獲得も見逃すことができません。この
ことから、D&Iの活動は企業にとって重要な経営戦略として
位置付ける必要があると言えるでしょう。

PwCでは、クライアントにとって、また社会にとって、そし
てPwC社員を含むあらゆるステークホルダーにとって、最適
なサービスを提供できる専門家集団であり続けるため、多
様な人材を獲得し活用するための経営戦略としてD&Iに取
り組んでいるという意識を、世界中の PwCネットワークで共
有しています。

2）トップマネジメントの強いコミットメントが、D&Iの
取り組みを成功に導く

企業の理念や中期的ビジョン、戦略などを企業全体に落
とし込むためには、トップマネジメントからの強力なメッ
セージをもって、社員一人一人に意識をさせることが効果的
です。それも1 度ではなく、繰り返しメッセージを伝える機
会を増やすことによって、一人一人の意識に深く浸透してい

特集：人材開発とダイバーシティ
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梅木 典子 （うめき のりこ）

PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部 パートナー
1995年公認会計士登録。SEC登録企業の連結財務諸表監査（米国基準）、
国内系、外資系の金融機関（証券会社、保険会社、資産運用会社）の財務
諸表監査に数多く従事。2009年から財務報告アドバイザリー部にて金融
機関向けにアドバイザリー業務を提供。
日本公認会計士協会の広報委員会の委員長、監査業務審査会の委員を務
める（現在）。
2011年よりPwC Japan Groupにおけるダイバーシティ推進リーダーを務
める。

きます。
PwCでは、トップマネジメントが D&Iに関連する強いメッ

セージをたびたび発信しています。そのメッセージを受け
て、さらに各地域はそれぞれの取り組むべき活動領域を
2+1アップローチにより明らかにし、どう落とし込むかにつ
いて活動実施基準に照らして検討しています。そして、この
活動をどのように評価し改善していくか、活動評価指標　
(Inclusion Index）のモニタリングを通じたフィードバックを
行うことによって、D&Iの活動を継続的に循環させていま
す。

3）D&Iで取り組む領域も、国・地域・文化に併せた多様性
を持たせることが望ましい

取り組むべきD&Iの課題は複数あり、また、それら課題に
対する解決策も地域性や企業文化によって複数あるべきと
考えられます。

PwCでは、D&Iで取り組む領域や取り組み方について、
各地域のリーダーの裁量による自由度が与えられています。
D&Iは、こうした多様性が認められてこそ、企業に、そして
一人一人に根付いていき、周囲に大きく広がっていくもの
なのです。

最後に、D&Iの取り組みに即効薬はありません。D&Iに
取り組んでいるにもかかわらず、目に見える成果はまだ達
成できていないと、多くの企業の CEOが課題として挙げて
います。成果をあげるには、行動やプロセス、そしてカル
チャーを 変 えていく必 要 があり、そのための 総 合 的 な
change managementアプローチが重要です。多様性が強
みとなって新しい価値を作り出していけるように、PwCは、
これからもD&I活動を推進していきます。

特集：人材開発とダイバーシティ
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1 官民挙げて進められる働き方改革
今、企業は何を進めるべきか

これまでさまざまな企業や公的機関において進められて
きた「ワークスタイル変革」や「スマートワーク」といった取り
組みは、最近、政府でも「働き方改革」として、働き方改革担
当大臣の新設（2016年 8月3日）や、内閣官房での「働き方
改革実現推進室」の設置（2016年 9月2日）など、日本の成
長戦略の柱としてまさに国を挙げての取り組みとなりつつあ
ります。これらの政府の取り組みには、その方針として長時
間労働の是正が含まれており、今後、官民挙げてさまざまな
施策が推進されることが見込まれます。

この長時間労働の是正を推し進めるためには、各企業の
現場において生産性を向上させるための取り組みが不可欠
です。では、そのために各企業はどういった施策に具体的に
取り組む必要があるのでしょうか。

独立行政法人労働政策・研究機構による企業を対象とした
「労働生産性を（さらに）高めるために必要なもの」について

の調査結果※1では、以下が上位に来ています。

① 仕事内容の見直し（ムダな業務の削減）
② 仕事の進め方の見直し（決裁プロセスの簡素化、会議の

短縮等）

今後、働き方改革の取り組みが国を挙げて進められるな
かで、どのような企業においても、仕事の内容やその進め方
の見直しが急務となってくることが考えられます。

2 PwCでも進めている働き方改革

このような状況においてPwC Japan グループも例外なく、
かねてから働き方改革を進めています。数々の施策の中で

はじめに
　現在、官民を挙げて「働き方改革」が推し進められ、長時
間労働の是正が強く求められる状況になっています。一方、
長時間労働の是正のためには、各企業での現場における継
続した生産性向上の取り組みが不可欠です。そのために各
企業ではどのようなことに取り組めばよいのでしょうか。
　 本 稿 で は 、貴 社 にお ける検 討 の 一 助とす べく、P w C 
Japanグループでの働き方改革の一施策として行われた、
Google Apps for Work Unlimited導入を契機とした業務
生産性改革の事例を紹介します。
　なお、文中の意見に係る部分は筆者の私見であり、PwC 
Japan グループ、PwCコンサルティング合同会社または所
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コンサルティング合同会社
テクノロジーコンサルティング
シニアマネージャー　井手 健一

Google Apps for Work Unlimitedによる  
PwC自身の働き方改革

特集：人材開発とダイバーシティ

※1 独立行政法人労働政策・研究機構『「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査」結
果および「労働時間や働き方のニーズに関する調査」結果』（2016年３月）より
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特筆すべきものとして、Google Apps for Work Unlimited
の導入を機とした業務生産性改革を紹介します。

（1） Google Apps for Workとは

PwC Japan グループでは、社内の ICTインフラストラク
チャとして、Google Apps for Work Unlimited（Google 
Apps for Workの上位サービス。以下、「Google Apps」）の
利用を今年の 7月に開始しました。Google Appsとは、グー
グル社が提供するコミュニケーションおよびコラボレーショ
ンのためのクラウドサービスです。本サービスによりGmail
や Googleカレンダーといった個人向けに提供されている
サービスを、企業向けに高いセキュリティ機能等が付加され
た状態で利用することができます（図1参照）。

（2）PwC各国オフィスで進められているクラウドサービ
スの利用

Google Appsの導入は、日本だけの取り組みではなくグ
ローバル全体での取り組みであり、導入を決定した国におい
て展開が進められています。2016年9月10日現在、導入済
みの国は、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ノルウェー、ブ
ラジル、そして日本となっ
ており、他の国々も後に
続く予定となっています。

PwCはテクノロジーを
活用した革新的な存在で
あり続けたいと考えてお
り、Googleを含むさまざ
まな各種最先端のテクノ
ロジー企業との協業を行
い、それらの企業が提供
するテクノロジーの活用
を進めています。Google
の企業用クラウドサービ

スである Google Appsを用いることで、PwC内の共同作業
を大幅に効率化することを目指しており、結果としてPwCが
クライアントに対して提供するサービスの向上につながると
考えています。将来的には、Google Appsを利用するクライ
アントとの共同作業にも活用することで、さらなるコラボ
レーション効果を実現させる予定です。

（3）クラウドサービスが変える日々のビヘイビア

PwCでは共同作業を効率化させるに当たり、Goog le 
Appsを用いることで従来からの働き方の変革を進めていま
す。具体的には図 2が示すとおり、Eメールや電話が中心で
あったコミュニケーションを、チャットやビデオを用いた距
離感の近いコミュニケーション方法に変化させたり、また、
ドキュメントをバージョン管理しながら相互に更新し合う進
め方から、チームで同時にドキュメントを更新する進め方へ
変化させたりすることによって、日常の仕事の作法（ビヘイビ
ア）を見直し、生産性を向上させています。

 
（4）働き方に対する効果

Google Appsの利用開始以降、日常のビヘイビアを変え
ることで生 産 性を変 わったことを実 感する職 員 が P w C 
Japan グループ内で徐々に出てき始めました。ここでは、従
来であればジレンマに陥りがちだった状況に対し、Google 
Appsの利用によってうまく改善させることができた事例とし
て、2点紹介します。

① 「移動時間の削減」と「会議の生産性向上」の両立

複数のクライアントに対応する職員の一部は、東京や大
阪といった複数の拠点で業務を行っています。このような職
員は、クライアントとの会議や社内の会議といった理由に
て、飛行機や新幹線での移動がたびたび必要になりますが、
その一方で、生産性を高めるために、移動時間を削減する
ことが課題となっていました。従来、移動時間を削減するた

Eメール、電話

フォルダ管理

複数バージョンの管理

添付ファイル

チャット、ビデオ会議

ラベル付け、検索

リアルタイム同時編集

リンク

減らす対象

増やす対象

図2：Google Appsで変わる日常のビヘイビア

特集：人材開発とダイバーシティ

メール

カレンダー

Gmail

Calendarカレンダー

● 容量無制限のストレージ
● グーグルの検索エンジン
● PC・モバイル間のシームレスな利用

● カレンダー共有
● Googleハングアウトへの簡易なリンク
● モバイル機器へのカレンダー同期
● PC・モバイル間のシームレスな利用

テキストチャット、
ビデオチャット Google

ハングアウト

● 音声・ビデオでの会議を簡便に実施
● 画面共有
● PC・モバイル間のシームレスな利用

ファイル共有
Google
ドライブ

Google
ドキュメント

● 容量無制限のストレージ
● チームでの簡便なファイル共有
● 同時編集によるコラボレーション
● PC・モバイル間のシームレスな利用

図１：PwCにおいて利用されているGoogle Apps for Work Unlimited
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めの解決策としてしばしば電話会議が用いられましたが、
相手の状況が見えにくかったり、ドキュメントの共有にも手
間がかかったり等で、意思決定にあたっての生産性が悪い
傾向にありました。

現在、Google Appsの導入によって、遠隔であっても互い
の顔を見ながら生産性の高い会議を進められるようになり、
移動時間を削減しても問題ない状態が実現された、との声
が多数寄せられています。

②「アウトプットのリードタイム向上」と「OJT時間の増加」の両立

PwCでは、クライアントに対するサービスについてスピー
ドも含め、最高品質で提供することが求められる一方で、将
来のために後進を育てるということが強く求められます。し
かしながら従来は、スピードを優先するとOJTの機会が減っ
てしまい、その一方で OJTを優先しすぎるとアウトプットの
リードタイムが長くなってしまう、というジレンマが発生しが
ちでした。特に同一拠点に集まって作業を進めることができ
ない場合に、この問題が顕在化する傾向にありました。

しかしながら現在は、Google Appsを用いることで、遠隔
であっても同一のドキュメントに対して、音声チャットやビデ
オチャットでコミュニケーションしながら同時に編集できるよ
うになっています。この結果、一部のチームではマネー
ジャーがチームメンバーに対して自らの考え方を伝えつつ、
かつ、ドキュメントも同時に編集するというチーム運営を始
めています。このようなチームは、チーム作業の効率性の
向上とOJT時間の確保を両立することに成功しています。

（5）チェンジマネジメントが働き方改革を成功させる鍵

前述の効果は、決して Google Appsの導入だけで得られた
ものではありません。むしろ、このような新しいテクノロジー
の導入という変化に対し、適切な対応を行わなければ、例え
ば以下のような“人”の問題が発生することが想定されます。
●  Google Apps導入に対して、職員の支持を得られず、プロ

ジェクトが頓挫する
●  新しいテクノロジーが導入されただけで、働き方に変化が

生じない
●  新しいテクノロジーに慣れず、パフォーマンスや士気が低

下する
このような “人 ”の問題に対処し、新しいテクノロジーの導

入による効果を創出するためには、社員を変化にうまく適応
させるチェンジマネジメントの取り組みが不可欠となりま
す。ここでは、PwC Japan グループでの Google Apps導入
でのチェンジマネジメントについて、特に重視された視点と
して、ステークホルダーの支持をどのように得て関与させた
か、また、社内向けの教育とコミュニケーションをどのよう
に行ったかについて紹介します。

① ステークホルダーの関与

●  Google Apps導入によって得られる目に見える成果を主要
ステークホルダーに対して理解を得られるよう伝達する

●  新しいテクノロジーの導入によって沸き起こる大きな期待
と、“Day1”にできることに対し過度な期待を抱かせないこ
との適切なバランスを取る

●  新しいテクノロジーに対して慣れており、かつ、グループ内
に豊富なネットワークをもつ職員を“エバンジェリスト（伝道
師）”として設定する

② 教育およびコミュニケーション

●  導入段階に応じて教育コンテンツを絞り、必要なときに必要
なだけジャスト・イン・タイムに教育プログラムを提供する

●  導入の成功に不可欠な層に対しては、フェイス・トゥ・フェ
イスでの研修を行う

●  リーダーシップ層から新しいテクノロジーおよびそれを用
いた新しい仕事の進め方に対する期待を発信する

●  教育コンテンツや新しいテクノロジーを利用するときの知
見は、日本だけのコンテンツに頼らず、グローバルでのコン
テンツについての積極的に活用・紹介する

3 おわりに

今後も多数の企業において働き方改革が進められていく
ことが見込まれ、働き方改革として生産性向上のための新し
いテクノロジーを導入する企業は増加する一方だと考えら
れます。

その際、新しいテクノロジーの導入の成功のためには、生
産性向上のための実現方法を明確化することともに、生産
性向上の取り組みを全社員に浸透させるためのチェンジマ
ネジメントが不可欠です。

本稿で述べたPwC Japan グループでの取り組み事例が、
貴社における働き方改革の推進の参考になれば幸いです。
※ Google Apps for Work及びGoogleは、Google Inc. の登録商標です。
※ Google Apps for Work Unlimitedは、2016年9月よりG Suite Businessに名称変更され
ました。

井手 健一 （いで けんいち）

PwCコンサルティング合同会社
テクノロジーコンサルティング シニア マネージャー
金融、公共、通信、メディアなどの業界において、ITアーキテクチャ刷新、
IT部門変革、ITインフラ刷新、UX改善、クラウドを用いたワークスタイル
変革、モバイルトランスフォーメーションなど、多数のトランスフォーメー
ション案件の戦略・計画策定から実行支援までに従事。
現在は、PwC-GoogleアライアンスのJapanテリトリー担当として、Google 
for Workを用いた業務変革のコンサルティングに注力する。
メールアドレス： kenichi.ide@pwc.com

特集：人材開発とダイバーシティ
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IFRS第16号「リース」の『影響分析』の解説
～IFRS第16号より生じるコスト・便益およびその他の影響について

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

はじめに
　国際会計基準審議会（IASB）は、現行のリースの会計基準

（IAS第 17号）の主に借手の財務報告上の問題点の改善を
図るため、2016年 1月に新基準である国際財務報告基準

（IFRS）第 16号「リース」を公表しています。PwC's View第 3
号（2016年 7月号）では、IFRS第16号の概要について解説し
ました。今号からは、この新基準の実務的な観点に焦点を
当てた連載を行う予定です。
　IASBは、新基準の公表と同時に、「影響分析」（Effects 
Analysis）という資料を公表しており、その中で、新基準によ
り生じる可能性の高いコストおよび便益、借手の財務諸表
に対する影響、その他の影響についての考慮事項などにつ
いて記述しています。そこで、本稿では、この「影響分析」に
含まれる内容の中から、主に借手における実務的な側面に
着目することとし、IFRS第 16号により生じる可能性の高いコ
ストおよび便益、その他の影響について紹介します。
　なお、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であるこ
とにご留意ください。

1 借手の会計処理の変更の概要

PwC's View第 3号で詳述したとおり、現行の IFRSのリー
ス基準（IAS第 17 号）では、借手のリースは、ファイナンス
リースとオペレーティングリースのいずれかに分類され、そ
れぞれの分類に応じた会計処理が行われています。このう
ち、ファイナンスリースは、借手の財政状態計算書（B/S）に
オンバランスされる一方、オペレーティングリースは、借手
の財政状態計算書からはオフバランスとなっています（図表
1-1参照）。

新基準であるIFRS第 16号は、いくつかの例外※ 1はある
ものの、リースの定義を満たすすべての契約に適用されま
す。IFRS第16号における借手の会計処理は、資産を使用す
る権利である使用権資産を資産計上し、リース料の支払義
務を負債計上する、いわゆる使用権モデルの考え方に基づ
いています。借手の会計処理については、現行の IAS第 17

現行基準
（IAS第17号）

新基準
（IFRS第16号）

ファイナンス
リース

オペレーティング
リース

すべてのリース

オ
ン
バ
ラ
ン
ス

資産 …

…負債

オフバランスの
権利・義務
(B/Sに表示
されない)

$ $ $$$$$$$

$$$$$$$

現行基準
（IAS第17号）

新基準
（IFRS第16号）

ファイナンス
リース

オペレーティング
リース

すべてのリース

収益
営業原価
（減価償却および
償却を除く）

…

金利

減価償却

X

単一の費用

X

…

X

…

…

EBITDA

減価償却
および償却

営業利益

財務コスト

税引前利益

減価償却

金利

図表1-1：リースに関する表示の主な変更のイメージ(B/S) 図表1-2：収益・費用・段階利益・その他の指標の主な変動イメージ

※IASBによる「Effects Analysis | IFRS16 Leases」(2016年1月)を参考にして作成 ※IASBによる「Effects Analysis | IFRS16 Leases」(2016年1月)を参考にして作成

会計／監査

※1 IFRS第16号第3項には、鉱物、石油、天然ガスおよび類似の非再生資源の探査または
利用のためのリース、借手が保有する IAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産の
リースなど、いくつかの例外が示されています。
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号におけるリースの分類がなくなり、単一の会計処理モデ
ルが導入されています。借手は、短期リースおよび少額資
産のリースを除くすべてのリースについて使用権資産およ
びリース負債を認識すること（オンバランス）となる点に特徴
があります。

2 借手の会計処理の変更による便益

（1） 財務報告における品質の改善

IASBの影響分析によると、IFRS第 16 号の適用後は、現
行のリース基準の下でオフバランスのリース（オペレーティ
ングリース）に重要性がある企業の財務報告における品質
が改善されるとしています。

①投資家およびアナリストにとっての便益
現行のリース基準の下では借手のオフバランスのリース

の影響を評価するため、一部の投資家およびアナリストは、
さまざまな技法を用いて、借手の財務諸表を調整していま
す。IFRS第16号では借手は、短期リースおよび少額資産の
リースを除き、基本的にすべてのリースをオンバランスする
ことになります。そのため、投資家およびアナリストは、借
手の財政状態および財務業績をより適切に評価することが
可能となると見込まれます。IASBによると、オフバランスの
リースに関する調整を行っていない投資家が、リースの新
基準から特に便益を受けることになるとしています。

②借手にとっての便益
前述のとおり、借手の基本的にすべてのリースがオンバラ

ンスになることで、投資家およびアナリストが自ら調整して
評価した借手の財政状態よりも、より正確な財政状態が報

告されることになります。IASBの影響分析では、これにより、
すべての借手に、より均等な競争の場がもたらされることが
見込まれるとしています。

また、現行のリース基準の下では、一部の借手は、一部の
投資家およびアナリストからの要望に対応して、これらの投
資家およびアナリストが財務諸表の調整を行うために必要と
するリース調整後の非 GAAP情報を提供してきました。IASB
は、借手がIFRS第16号の適用開始後にはそのような情報を
提供する必要がなくなるであろう、と予想しています。

さらに、IASBによると、借手がすべてのリースを同様に管
理することから便益を得るであろうとしています。IASBの考
えでは、特にリースに関する意思決定が支店などに分散さ
れて行われている一部の企業では、現在、リースの効率性
にあまり注意が払われていない可能性があるためです。
IFRS第 16号の適用後には、借手は、例えば、リースの割引
率に関する情報などに基づいて、事業の資金調達および事
業運営の方法の改善を図る可能性があるとIASBは考えてい
ます。

（2） 比較可能性の改善

IASBは、IFRS第 16 号により、財務情報の比較可能性が
改善されるものと見込んでいます。

①企業間の比較
IASBは、影響分析の中で2つの航空会社（航空会社 1、航

空会社2）の例を用いて、企業間の比較可能性が改善される
可能性があることを示しています（図表 2 参照）。この例で
は、航空会社 1は 10％未満の航空機をリース（つまり、残り
90％以上を自己所有）しており、航空会社 2は航空機の約
70％をリース（つまり、残り約 30％を自己所有）しています。
航空機のリースには、オペレーティングリースとしてオフバ

会計／監査

有形固定資産 16,908

13,232

6,719

2.0 : 1

19,926

16,567

6,402

2.6 : 1

15,748

9,615

5,604

1.7 : 1

24,020

18,320

5,171

3.5 : 1

長期負債

自己資本

長期負債対
自己資本の比率

航空会社1（リースが航空機の10％未満） 航空会社2（リースが航空機の約70％）

貸借対照表上で報告
（IAS第17号）

貸借対照表上で報告
（IAS第17号）

すべてのリースを
貸借対照表に計上※2

（IFRS第16号）

すべてのリースを
貸借対照表に計上※2

（IFRS第16号）

図表2：2つの航空会社のリースによる影響の比較

※2：IASBは、一定の仮定を用いて、IFRS第16号を適用した場合の数値を見積もっている。
※上表は、IASB「Effects Analysis | IFRS16 Leases」（2016年1月）の企業会計基準委員会による翻訳を参考に一部加工して作成したもの
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ランスとなっているものが含まれるために、現行のリース基
準（IAS第 17号）を適用した場合には、航空会社 1のほうが
航空会社 2よりも長期負債が多くなっています。しかし、こ
の例では、IFRS第 16号を適用し、すべてのリースを財政状
態計算書に計上すると、現行のリース基準を適用した場合
とは逆に、航空会社 2のほうが航空会社 1よりも長期負債が
多いという実態が浮き彫りにされています。

IASBがこの設例により示しているのは、現行のリース基
準を適用した場合には、財政状態計算書上でオフバランス
のリースを調整しないと、企業間の比較を適切に行うことが
できない可能性があるという点です。

②リースと資産の購入のための借入の比較
IASBは、IFRS第 16号を適用すると、リースの会計処理と

資産の購入のための借入の会計処理との間の比較可能性
が高まるとしています。これは、IFRS第 16号の下では、借
手は基本的にすべてのリースについてリース資産（使用権
資産）とリース負債を認識するためです。

この点について、IASBは、影響分析の中で以下の 2つの
例を示して説明しています。

● 新品の航空機の20年超のリース
● 新品の航空機の7年のリース

前者の例では、リース期間が航空機の経済的耐用年数の
全体により近くなるため、リースと資産の購入のための借入
の類似性がより高いと言えます。ただし、IASBによると、
IFRS第 16号を適用した場合であっても、資産をリースする
借手企業と資産を購入するために借入を行う企業とが財務
諸表上、報告する金額は、通常、異なるであろうとしていま
す。IFRS第16号を適用した場合、財政状態計算書にオンバ
ランスされる金額は、後者の例のほうが前者の例よりも小さ
い結果となるはずです。IASBは、この結果は適切であると
判断しています。何故ならば、リースと資産購入のための借
入は、経済的に類似してはいるものの、同じ取引ではない
ためです。リースの場合には、借手は、資産の法的所有権
を有せず、また、当該資産の売却および担保差入れを行う
権利をしない点で、リースと資産の購入のための借入とは
異なります。

3 借手の会計処理の変更によるコスト

（1）借手の導入コスト

IASBは、以下のように予想しています。

● 現行のオペレーティングリースに重要性がある場合には、
IFRS第16号を導入する際によりコストがかかる

● 現行のファイナンスリースについては、会計処理が大きく変
更されないため、IFRS第 16号の導入時およびその後の継
続時にもコストが大きくはならない

IASBが導入コストとして発生する可能性が高いと予想し
ているエリアは以下の①から④のとおりです。

①システム
IASBの影響分析では、現行のリース基準の下でオフバラ

ンスのリースに重要性がある借手には、IFRS第 16号を導入
する際、システムを導入または更新するためのコストが生じ
る可能性が高いとしています。

IASBによると、多くの会社では、現行のリース基準の下で
リースを管理するためにシステムを既に整備しています。
IFRS第 16 号を適用するために必要となる情報は、現行の
リース基準において要求される情報と（割引率を除き）ほぼ
同様であるため、既存のシステムを活用する余地があると
考えられます。

ただし、現行のリース基準の下で導入されているシステム
によっては、新たなシステムの導入またはシステムの更新
を要するなど、多額なコストを生じる場合もあると予想され
ています。なお、IASBによると、一部の会社については、以
下のように、既存の他のシステムを活用する方法もあるとし
ています。

● 固定資産管理システムをリース資産（使用権資産）の会計
処理に用いる

● 債務管理システムをリース負債の会計処理に用いる

②プロセス
IASBの影響分析では、主に以下のエリアにおいて、コス

トがかかる可能性があるとしています。

● リースの識別（リースを含むかどうか）
● リースとサービスの区分

借手が、契約がリースを含むかどうかを判定するための
プロセスを構築するために、コストがかかると予想されてい
ます。契約にリースが含まれるかどうかの判定は通常は容
易であると予想されており、借手が複雑な契約を有する場
合には、新たなプロセスの構築に重大なコストがかかるもの
とされています。

また、借手がリースとサービスの両方を含む契約を、IFRS
第 16号に従って、対価をリースとサービスに区分するため
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のプロセスの構築にもコストがかかると予想されています。
なお、借手のコストの軽減のために、IFRS第 16 号では、
リースの原資産の種類ごとに、この区分を行わずに、全体を
単一のリースとして会計処理することを選択できる実務上の
便法が認められています。さらに、IASBは、多くの契約につ
いては、いずれ実務が進展し、借手がこの区分を行うため
に必要となる情報を貸手が提供するようになると予想してい
ます。

③割引率の決定
現行のリース基準の下でオフバランスのリースに重要性

がある借手には、これらのリースを、IFRS第 16号に基づき、
オンバランスするために、使用権資産およびリース負債を
将来のリース料の現在価値で当初測定する必要がありま
す。IASBの影響分析では、この際に、コストが生じる可能性
があるとしています。借手は、この測定を行うために（短期
リースおよび少額資産のリースを除き）個々のリースについ
て割引率を決定する必要があるためです。ただし、このコス
トを軽減するために、現行のリース基準から新基準である
IFRS第 16号への移行時には、後述する継続時の場合（（2）
①参照）と異なり、借手は、IFRS第 16号の適用開始日時点
で存在するオペレーティングリースについては、合理的に類
似する特性を有するリースのポートフォリオごとに、適用開
始日時点における追加借入利子率を単一の割引率として用
いることができる経過措置を利用できます。

その他の情報（例えば、リース期間や将来のリース料な
ど）については、借手が現行のリース基準の下で要求される
開示を行うために、既に有していると想定されます。よって、
IASBは、情報の収集のためのコストが増大することはない
と予想しています。

④コミュニケーションおよび教育
IASBの影響分析によると、現行のリース基準の下でオフ

バランスのリースに重要性がある借手には、スタッフの教育
および企業内部の手続の更新のためにコストが生じる可能
性があるとしています。

さらに、IASBは、個々の借手が IFRS第 16号による財務情
報への影響について投資家やアナリストとコミュニケーショ
ンを行う際にコストを伴う可能性があるとしています。

（2）継続的なコスト

IASBは、IFRS第 16号を継続的に適用する際に、以下の①
から③に示したように、借手にコストが生じると予想していま
す。IASBによると、主な継続的なコストは、借手が各報告日
においてリース資産とリース負債を報告するために必要な情
報を収集することから生じる可能性があるとしています。

①割引率の決定
IFRS第 16 号では、現行のリース基準と異なり、借手が

リースを分類することは不要となるため、コストが低減する
要因となります。

一方で、現行のリース基準の下でオフバランスのリースに
重要性がある借手には、IFRS第 16 号に基づき、これらの
リースをオンバランスするために、使用権資産およびリース
負債を将来のリース料の現在価値で測定する際にコストが
生じます。借手は、この測定を行うために、（短期リースおよ
び少額資産のリースを除き）個々のリースについて割引率
を決定する必要があるためです。

②リース負債の再測定
IFRS第 16号の下では、借手は、以下に示したような一定

の場合において、リース負債の再測定を要求されるため、コ
ストが生じると予想されています。

リースに延長オプションまたは解約オプションが含まれて
いる場合には、一定の要件を満たした際、借手はリース期
間を見直すことが必要となります。これに伴いリース負債の
再測定が必要となります。しかし、IFRS第 16 号上、リース
期間の見直しの閾値が高いため、リース負債の再測定につ
ながる頻度は多くないと考えられています。

IASBの影響分析では、リース負債の再測定のコストは主
にインフレーションに連動する支払を含むリースに関して生
じるであろうと予想されています。例えば、リース料が消費
者物価指数に連動する不動産リースなどが挙げられていま
す。生じるコストの大きさは、リース料が変動する頻度

（IFRS 第 16 号では物価指数や物価上昇率の変動により
キャッシュ・フローが改訂される場合に当該変動リース料の
再評価が要求されるため）、そのような契約の件数および借
手が使用しているシステムに影響を受けるとしています。

③開示
借手が IFRS第 16号の開示要求を継続的に適用する際に

生じるコストは、リースのポートフォリオに左右されます。
IASBの予想では、契約に複雑な要素が含まれており、リー
スが借手にとって重大であるほうが、よりコストがかかるで
あろうとしています。一方で、借手が単純な契約しか有しな
い場合には、既存のシステムからの情報で開示に対応でき
る可能性が高いため、生じるコストは、現行と同程度または
現行よりも小さいであろうと見込まれています。

4 その他の影響

IASBは、その他の影響として、借手の借入コストに対す
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る影響、財務制限条項に対する影響および自己資本規制に
対する影響などについて評価しています。「影響分析」に示
されている主な内容は、以下のとおりです。

（1）借入コスト

現行のリース基準の下でオフバランスのリースに重要性
がある借手は、IFRS第 16号により、より多額の負債を認識
することとなります。そこで、IASBは、これらの借手の企業
の借入コストが上昇するかどうかを検討しました。

IASBの検討によると、借入コストに対する影響は、IFRS
第 16 号を適用した結果、借手のリース負債の実態がレン
ダーへ見えやすくなることで、レンダーがより正確な意思決
定ができるようになることに起因して生じる可能性が最も高
いとしています。アナリストおよびレンダーは、現行の IAS
第 17号の下で、さまざまな見積もり技法を使用してオフバ
ランスのリースを資産化する調整をしています。これに対
し、IFRS第 16号の下では、基本的にすべてのリースがオン
バランスされるため、IAS第 17号の場合よりも、借手のレバ
レッジに関する情報の透明性が改善されることになります。
これにより、借手の借入コストは、増大することもあれば、
減少することもあると考えられています。

（2）財務制限条項

IASBは、IFRS第 16号により借手の会計処理が変更され
る結果、財務制限条項がどのような影響を受けるかについ
て検討しました。

IASBが、いくつかの銀行からヒアリングした結果によれ
ば、既存の融資枠における多くの財務制限条項は会計処理
の要求事項の影響を直接的には受けないとしています。さ
らに、IASBがヒアリングしたところによると、財務制限条項
が財務諸表上の金額を基礎とする場合、事後的に会計処理
の要求事項の変更があったとしても、融資枠の締結の時点
において有効であった会計処理の要求事項に基づくことが
多いとしています。

また、IASBが引用している大手の信用格付け機関による
調査の中で分析された融資契約のほぼすべてが、企業を会
計処理の変更から保護する条項を含んでいたとのことです。
IASBによれば、これらの契約の典型的な条項に基づくと、
会計処理の変更がある場合には、融資契約の当初の意図を
維持するように、財務制限条項が修正されるとしています。
これとは逆に、この調査では、融資契約が、特定の会計処
理の要求事項の変更を免除する文言を含む場合もあること
を示しています。つまり、会計処理の変更がある場合であっ
ても、融資契約の財務制限条項の修正を行わない（例えば、
オペレーティングリースの会計処理に変更があるとしても、
その変更に合わせて財務制限条項の修正を行わない）こと
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を意味しています。
既存の財務制限条項への影響については前述のとおりで

すが、IASBによると、IFRS第 16号の適用後に交渉される財
務制限条項は、借手のレバレッジに関する情報の透明性が
改善されることを考慮して、IFRS第 16号による会計処理の
変更を反映する可能性があると予想しています。

（3）自己資本規制

IASBは、オフバランスのリースに係る割引前の約定の資
産合計に対する比率が高い上位 20社の欧州の銀行をサン
プルとして、一定の仮定に基づいて、これらの銀行の自己資
本比率に対する影響を検討しました。

当該調査によれば、IFRS第 16号を適用した場合、借手の
会計処理の変更により、これらの銀行の自己資本比率はや
や低下するとされています。しかし、株主持分の減少は、サ
ンプルに含まれていたすべての銀行について報告される株
主持分の 0.5％未満にとどまり、サンプルのほぼ半数につい
ては報告される株主持分の 0.2％未満となっています。以上
から、IASBは、借手の会計処理の変更により、大半の金融
機関の自己資本比率には大きな影響が見込まれないものと
予想しています。

田野 雄一 （たの ゆういち）

PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部 マネージャー 公認会計士
2006年にあらた監査法人へ入所。2012年 7月より3年間、企業会計基
準委員会に専門研究員として出向。帰任後、日本基準および IFRSに関す
る相談業務や会計アドバイザリー業務に従事。著書（共著）に『実務入門　
IFRSの新リース会計』（中央経済社）。
メールアドレス：yuichi.tano@pwc.com
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事例で読み解くIFRS第15号
「顧客との契約から生じる収益」

─業種別傾向と対策
PwCあらた有限責任監査法人
名古屋　製造・流通・サービス部
マネージャー　伊藤 清治

第 5 回 自動車産業①

はじめに
　第 5回は、自動車産業における IFRS15号「顧客との契約
から生じる収益」の実務への影響を取り上げます。なお、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　仮単価
　A社は、自動車部品のサプライヤーであり、顧客である完
成車メーカーと自動車部品の供給契約を締結しています。
既存の部品取引については、契約書において半年ごとに今
後の取引価格について定期的な改定を行うことが明記され
ており、完成車メーカーと交渉して決定しています。過去の
経験上、交渉中の今後の取引価格が、改定前の取引価格
よりも低下することがほぼ確実であると見込まれます。
　定期価格改定日より前に今後の取引価格が合意に至ら
ず、価格交渉中に取引が発生した場合、価格合意後に価
格改定日以降の取引価格について遡及して修正額の決済
を行っています。この場合、日本基準では、一旦、改定前
の旧単価を仮単価として収益を認識し、価格合意後に過去
の収益は修正せず、単価決定月度の収益に修正額を含め
ています。期末において定期価格改定日が経過し未だ価
格交渉中の場合、IFRS15号では、どのように会計処理する
のでしょうか。
取引の概要

価格改定日 期末
旧単価
@100 @98@100  (@97)

仮単価 (見積り単価) 確定単価

価格交渉 価格合意

修正額の計上

時間

日本基準
IFRS15号

売上数量 10,000個    
売上高 1,000,000円※1

売上高 970,000円※2

▲20,000円※3

 10,000円※4

※1 仮単価 @100×10,000個
※2 見積り単価 @ 97×10,000個
※3 （確定単価 @98－仮単価 @100）×10,000個
※4 （確定単価 @98－見積り単価 @97）×10,000個

<回答>
（問題の所在）

本質問においては、A社の取引価格が確定していないこ
とから、収益を認識する際に「変動対価」として、どのように
測定・認識すべきかについて検討が必要となります。

（検討のポイント） 

IFRS15号における「ステップ 3：取引価格の算定」におい
て、企業は、契約の条件および自らの取引慣行を考慮して、
取引価格を算定しなければならないとされています。ここで、

「取引価格」とは、顧客への約束した財またはサービスの移
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で
あり、対価に変動性のある金額を含む場合には、その金額
を見積る必要があるとされています（IFRS15号 47,50項）。
そして、変動対価の見積り方法については、①期待値（確率
による加重平均）、②最も可能性が高い金額のいずれかより
適切な方法を、契約全体を通じて首尾一貫して適用しなけ
ればなりません（IFRS15号 54項）。また、変動対価の見積り
に対する制限として、変動対価に関する不確実性が事後に
解消される時点で、それまでに認識された収益の累計額に
重大な戻入れが発生しない可能性が非常に高い（highly 
probable）金額を限度として取引価格に含めます。重大な
戻入れが発生しないか否かの評価においては、収益の戻入
れの確率と金額の大きさの両方を考慮しなければなりません

（IFRS15号 56,57項）。なお、変動対価は契約期間にわたっ
て、各報告期間末日時点において見直す必要があります

（IFRS15号59項）。

（考え方） 

本質問のような、部品の単価改定については、合意後に
遡及して価格を修正する可能性があることから、単価改定
による対価の変動性が「変動対価」に該当します。そのた
め、変動対価の見積り方法については、期待値もしくは最
も可能性が高い金額のいずれかより適切な方法を選択する
ことが必要になります。その上で、期末において定期価格
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改定日が経過し未だ価格交渉中の場合には、過去の実績
や現在の交渉内容などを考慮し、契約全体を通じて首尾一
貫した方法に基づき当該変動対価を見直すことが必要とな
ります（質問 1の図表では @97 円と仮定）。なお、その後の
会計期間において、変動対価と確定した対価（もしくは事後
の見直しにより再度見積られた対価）との差額に差異が生じ
た場合には、当該会計期間において認識されることになり
ます。

質問2　登録基準
　B社は、自動車ディーラーであり、自動車メーカーから車
両を購入し、顧客に対して販売しています。車両が自動車
メーカーからB社へ届き、必要な整備、点検を行い、陸運
局へ顧客を所有者として車両登録を行います。その後、実
際に顧客へ納車しますが、実務上、陸運局への所有者の
登録から顧客への納車まで数日から数週間のタイムラグが
生じます。
　顧客との契約書において、特約により契約は登録時点か
ら効力が生じるものとされており、車両登録によりB社の自
動車代金の請求権が生じ、顧客からの支払条件は納車時ま
でに現金払いとなっています。また、法的所有権の移転時
期は、顧客が自動車代金の債務を完済した時とされていま
すが、B社が納車するまでの間は、顧客による転売は禁止さ
れています。さらに、顧客への納車までの期間における事
故、盗難や災害などに対する危険負担はB社にあります。
　IFRS15号において、車両の販売と輸送サービス（危険負
担を含む）などは個々の履行義務と考えられますが、車両
の販売については、このような登録基準での収益認識は認
められますか。

<回答> 
（問題の所在） 

本質問においては、B社が顧客に車両を販売するという約
束は一時点で充足される履行義務に該当すると考えられま
す。このため、B社は、陸運局への登録時点において当該取
引について収益を認識することができるか否かについては、
その時点で自動車に対する「支配」が顧客に移転しているか
どうかを検討することが必要となります。

（検討のポイント） 

IFRS15号の「ステップ 5：履行義務充足時の収益認識」に
おいて、IAS18 号の所有に伴う重要なリスクおよび経済価
値の移転ではなく、約束した財またはサービス（すなわち、
資産）に対する「支配」を顧客が獲得したときに収益を認識
することを定めています（IFRS15号 31項）。ここで、資産に

対する「支配」とは、資産の使用を指図することができ、残存
するほとんど全ての便益を得ることができる能力をいいます

（IFRS15 号 33 項）。履行義務が一時点で充足される場合、
以下のような支配の移転に関して例示列挙された指標を考
慮して充足の時点を判断することになりますが、これが全て
ではありません。指標の全てを満たす必要があるわけでは
なく、また、必ずしも一つを満たすことで十分であるとは限り
ません（IFRS15号38項、BC155項）。

（1）企業が資産の対価を受け取る現在の権利を有している
こと

（2）顧客が資産の法的所有権を有していること
（3）顧客が資産を物理的に占有していること
（4）顧客が資産の所有に伴う重要なリスクと経済価値を有し

ていること
（5）顧客が資産を検収したこと

支配移転の指標へのあてはめ

登録時点 納車（検収）時点

企業の対価受領権 あり 回収済

顧客の法的所有権 完済時に移転 あり

顧客の物理的占有 なし あり

顧客の重要な
リスク・経済価値 なし あり

顧客の検収 なし あり

（考え方） 

本質問の場合、上記の支配移転の指標にあてはめた場
合、以下のように考えられます。

（1）企業が資産の対価を受け取る現在の権利を有している
車両登録時に、B社は対価の支払いを受け取る権利を有

し、納車時までに顧客からの支払いを受け取ることとなって
います。

（2）顧客が資産の法的所有権を有している
車両登録により車両は所有者に紐付き、B社と顧客との間

に強制可能な権利義務関係が生じますが、B社と顧客との
当事者間においては、契約上、法的所有権の移転時期は、
顧客が自動車代金の債務を完済した時とされています。陸
運局への所有者の登録により、顧客は、二重譲渡の第二譲
受人など第三者に対しては所有権を対抗できますが（道路
運送車両法第 5条）、車両登録は当事者間における所有権
移転の要件ではありません。

（3）顧客が資産を物理的に占有している
車両登録時点では、B社が車両を保管しており、納車時点
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で顧客へ引き渡されます。顧客は納車を受けるまで車両を
使用できず、第三者への転売も禁止されています。

（4）顧客が資産の所有に伴う重要なリスクと経済価値を有して
いる

納車時点から顧客は、車両の所有に伴う事故、盗難、災
害などの重要なリスクが生じ、また、車両の使用と転売が可
能となり、重要な経済価値を有することになります。

（5）顧客が資産を検収した
顧客は、納車を受ける際に、注文した自動車と相違ない

か、状態が良好かを確認して検収し、これに伴い、車両から
得られるほとんど全ての便益を獲得するものと考えられま
す。

上記のとおり、支配移転の指標も参照し、その他の契約に
関連したさまざまな要素も踏まえて総合的に検討した結果、
顧客が、車両登録時点において、当該車両の使用を指図
し、残りの便益のほとんど全てを獲得することができないと
判断されるため、本質問のケースでは、登録基準で収益を
認識することは認められないものと考えられます。

質問3　割賦販売
質問 2のケースについて、B社と顧客との間で5年間均等
払いとする自動車の割賦契約を締結した場合、IFRS15号
ではどのような会計処理が必要となりますか。

<回答> 
（問題の所在） 

本質問においては、割賦販売の取引価格の算定にあたり、
「重大な金融要素」の検討が必要となります。

（検討のポイント） 

IFRS15号の「ステップ 3：取引価格の算定」においては、
契約に含まれる重大な金融要素が取引価格に含まれる場
合、企業は、貨幣の時間価値の影響について約束された対
価 の 金 額 を 調 整しな け れ ば ならな いとされ て います

（IFRS15号 60項）。このような取引には、販売取引と金融取
引という2つの取引が含まれており、これを区別しないと収
益の額が適切に表示されないためです（IFRS15 号 BC229
項）。

貨幣の時間価値を調整するためには、契約開始時におけ
る企業と顧客との間での独立した金融取引に反映されるで
あろう割引率を用い、また、契約開始後、企業は状況（信用
リスクなど）または金利の変動について割引率を見直さない
こととされています（IFRS15号 64項）。表示については、包

括利益計算書において顧客との契約から生じる収益とは区
別して金利収益とします（IFRS15号65項）。

ただし、実務上の便法として、資産が移転する時点と顧客
の支払時点との間が 1年以内であると契約開始時に見込む
場合、調整しなくてもよいとされています（IFRS15号 63項、
BC235項）。

（考え方） 

本質問においては、5年間均等払いとする割賦契約のため
「重大な金融要素」が含まれていると考えられることから、貨

幣の時間価値の影響について取引価格を調整し、利息相当
額については利息法により時の経過に応じて適切な期間に
配分して認識する必要があります。他方で、車両販売取引
については、質問 2と同様に納車（検収）時点において収益
を認識する必要があると考えられます。

質問4　無料メンテナンスサービス 
B社は、自動車ディーラーであり、新車購入後3年の間はエ
ンジンオイル交換などの無料メンテナンスを顧客に提供す
る条件で、顧客との間で車両販売契約を締結しています。
なお、顧客は第三者からも有償で同様のメンテナンスサー
ビスを受けることができます。このような場合、IFRS15号
では車両の販売とメンテナンスサービスは、履行義務とし
て区別して識別すべきでしょうか。

<回答> 
（問題の所在） 

本質問においては、B社は、車両の販売とメンテナンス
サービスが「区別できる（distinct）」要件を満たし、履行義務
として区別して識別すべきか検討が必要となります。

履行義務の識別

履行義務

配分

履行義務の充足：収益認識

取引価格

車両販売

メンテナンス

一時点

一定期間（3年間）

 
（検討のポイント） 

IFRS15号において、履行義務とは、別個の財またはサー
ビス（あるいは財またはサービスの束）を顧客に移転すると
いう顧客との契約における約束とされています（IFRS15 付
録 A）。また、「ステップ 2：契約における履行義務の識別」に
おいて、契約に複数の約束が含まれる取引においては、こ
れらが「区別できる（distinct）」要件を満たす場合には、複
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数の履行義務として区別して会計処理することになります。
履行義務を区別して識別するためには、以下の 2つの要件
を満たす必要があります（IFRS15号27項）。

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

● 財またはサービスを移転する約束を、契約上、その他約束
とは、区別して識別できる（例えば、相互依存性や依存関連
性が高くない場合）

（考え方） 

本質問においては、自動車とメンテナンスは別々に市場
で取引されており、顧客は自動車を単独で、または、第三者
からメンテナンスによる便益を得ることができるため、前者
の要件を満たします。また、顧客は無料メンテナンスを利用
せずに自動車を使用できることから、自動車とメンテナンス
は相互依存性が高くないため、契約上区別でき、後者の要
件も満たしていると考えられます。  

従って、車両の販売とメンテナンスサービスの提供は、区
別してそれぞれを履行義務として識別すべきと考えられま
す。

なお、無料のテレマティクスサービスなどについても、履
行義務として区別して識別すべきか検討が必要となる可能
性があると考えられます。

質問5　売上高・使用量ベースのロイヤルティ  
C社は、自動車メーカーであり、国内外において多数の製
造会社と取引を行っています。C社は、各製造会社（以下、
顧客）と包括的な技術援助契約（ライセンス契約）を締結
し、特許権、実用新案権、意匠権や営業秘密（技術やノウ
ハウ）などの知的財産を提供しており、顧客の売上高に対
して、一定比率のランニング・ロイヤルティを受け取ってい
ます。また、C社は継続的な改善活動と研究開発を行い、
設計変更やモデルチェンジ後の図面、あるいは、新しい製
造技術を継続的に供与しています。このような場合、
IFRS15号ではどのように会計処理を行うのでしょうか。
取引の概要

契約締結

顧客

C社

ライセンス契約

売上高 売上高 売上高

ロイヤルティ ロイヤルティ ロイヤルティ

×料率 ×料率 ×料率

時間

契約終了

<回答> 
（検討のポイント） 

IFRS15号において、「ライセンス」とは、企業の知的財産
に対する顧 客の権 利を設 定するものとされていますが

（IFRS15号B52項）、企業の有する知的財産のライセンスの
使用料（ロイヤルティ）が、顧客の売上または使用に基づき
決定される場合、企業は、ライセンス契約による履行義務の
充足と、顧客の売上または使用のうち、いずれか遅い時点
において収益を認識することになります（IFRS15 号 B63
項）。これは、質問 1において記載した、取引価格について
見積りを必要とする「変動対価」の例外となります（IFRS15
号58項）。

（考え方） 

C社の有する知的財産のライセンスの使用料（ロイヤル
ティ）については、顧客の売上に基づき決定されるため、変
動対価の例外の取扱いを適用し、C社は顧客がその顧客へ
販売した時点で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」（2015年 1月29日号）掲載
記事より一部改編）
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IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
　IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」

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 7号「キャッ
シュ・フロー計算書」をとりあげて解説します。

「現金は王様である（cash is king）」という表現がありま
す。財務諸表の利用者は、現在でもこの表現のとおりに、企
業の現金の生成能力や使用方法を重視しています。キャッ
シュ・フロー計算書は、このような情報を伝達するための
ツールであり、キャッシュ・フローを営業活動、投資活動、
および財務活動に区分しています。

キャッシュ・フロー計算書は現金の増減を示すものですの
で、理論的にはそれほど複雑ではないはずです。ところが、
発生主義のフレームワークのもとでは複雑になります。これ
まで、IAS第 7号に関して、4件の IFRS ICの却下通知が出て
います。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。

1 キャッシュ・フロー計算書の区分

付加価値税
（2005年8月）

IFRS ICは、キャッシュ・フローの額に付加価値税（VAT）

表1：IAS第7号に関するIFRS IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

付加価値税（VAT）
（2005年8月）

キャッシュ・フローにVATが含まれているかどうかを開示すべきか？

IFRS ICは、キャッシュ・フローに VATを含めて表示することも含めずに表示することも認められるとし、ただし、どちらのア
プローチを採用したかを開示することが適切であるという結論を出した。

支出の区分
（2008年3月）

特定の支出を、キャッシュ・フロー計算書でどの区分に表示すべきか？

IFRS ICがIAS第7号の修正をIASBに提言した結果、資産が認識される支出のみを投資活動に区分することが明記された。

マネー・マーケット・ファンドに
対する投資

（2009年7月）

いつでも償還可能な投資は現金同等物の定義を満たすか？

IFRS ICは、そのような投資が「一定の金額に換金可能」で、かつ「価値の変動について僅少なリスクしか負わない」場合は、
現金同等物の定義に該当する可能性があるという結論に達した。

現金同等物の識別
（2013年5月）

満期日までの残り期間に基づいて現金同等物かどうかを判断することで、既存のガイダンスよりも首尾一貫性の高い識別
ができるのではないか？

IFRS ICは、投資は取得時から満期日までの期間に基づいて分類すべきであるという既存のガイダンスの判断要件を確認
し、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。
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を含めるのか含めないのかを検討するよう要請されました。
IAS第 7号では VATを扱っていないものの、IFRS ICは、企
業がキャッシュ・フローの総額にVATを含めているのか含め
ていないのかを開示することは適切であると指摘しました。

IFRS ICは、この論点に関して実務で異なる取り扱いがな
されている可能性はあるものの、広範な影響を及ぼす可能
性は低いと結論付けました。PwCでは、企業が負担した売
上税が回収可能である場合には、キャッシュ・フローを税抜
きで表示すべきであり、反対に、売上税が回収不能である
場合には、キャッシュ・フローを総額で表示すべきであると
考えています。

支出の区分
（2008年3月）

IFRS ICは、特定の支出について、キャッシュ・フロー計算
書における区分に関するガイダンスを検討するよう要請され
ました。採掘産業における探査・評価活動に関する支出や、
広告・販売促進活動に関する支出は、企業の将来の収益お
よびキャッシュ・フローの生成を意図した支出であるものの、
資産の認識要件を満たさないため、発生時に損益計算書上
に費用として認識されます。実務における扱いはさまざまで、
このような支出に関するキャッシュ・フローを営業活動に含
める企業もあれば、投資活動に含める企業もありました。

IFRS ICは IASBにIAS第 7号の修正を提言し、その結果、
資産が認識される支出のみを投資活動に区分することが
IAS第7号に明記されました。

2 現金同等物の定義

マネー・マーケット・ファンドの分類
（2009年7月）

IFRS ICは、容易に換金可能で、価値の変動によるリスク
が僅少と評価されたマネー・マーケット・ファンドへの投資
が現金同等物に該当するかどうかを検討するよう要請されま
した。

IFRS ICは、現金同等物の保有目的が、短期の現金支払
債務に充当することである点を指摘しました。この点を検討
する上で重要なポイントは、現金同等物が「一定の金額に
換金可能」であり、かつ「価値の変動について僅少なリスク
しか負わない」ものでなければならないということです。一
つ目のポイント「一定の金額に換金可能」は、当初投資時
に、現金の受取予定額が既知でなければならないことを意
味しています。マネー・マーケット・ファンドの構成単位が、
活発な市場でいつでも市場価格で換金可能であることを
もって、単純に、この要件が満たされるわけではありません。

また、二つ目のポイント「価値の変動について僅少なリスク
しか負わない」については、企業自身が、いかなる投資の価
値の変動についても僅少なリスクしか負わない状態でなけ
れば、現金同等物に分類することはできません。当初投資
時に、将来の価値変動のリスクが僅少であることが求められ
ます。

このような現金同等物の要件を満たすためには、ファンド
の管理方針を厳しく設定し、ファンド内の投資が現金同等物
の要件を必ず満たすようにすることが考えられます。そのた
めには、投資対象を信用度が最も高い金融商品とすること
や流動性が高い短期の金融商品とすることなどが考えられ
ます。あるいは別の方法として、ファンド内のほぼ全ての投
資が個別に現金同等物の要件を満たすかどうかを確認する
ことが考えられます。

IFRS ICは、IAS第 7号のガイダンスが適切であること、か
つ金融商品の保有目的および要件を充足しているかどうか
は契約条件から明らかであるとして、実務上、この論点につ
いて多様性は特段生じないものと考えました。

　

現金同等物の識別
（2013年5月）

IFRS ICは、既存のガイダンスどおりに当初投資時から満
期日までの期間に基づいて現金同等物かどうかを判断する
方法よりも、貸借対照表日時点における満期日までの残り期
間に焦点を当てて判断した方が、より首尾一貫した識別が
できるのではないかという主張について検討するよう要請さ
れました。

IFRS ICは、投資が現金同等物として識別されるために
は、容易に一定の金額に換金可能であり、かつ価値の変動
について僅少なリスクしか負わないものでなくてはならない
点を指摘しました。従って、投資は通常、満期までの期間が
短い場合、例えば取得日から3カ月以内の場合にのみ現金
同等物に該当することになります。IFRS ICは、この 3カ月と
いう仮定が、現金同等物の識別において、企業間の首尾一
貫性を促すものであると考えています。

このIAS第7号のガイダンスを踏まえ、IFRS ICは、IAS第7
号に関する解釈指針の開発や IAS第 7号の修正を行わない
ことを決定しました。IFRS ICは、この論点に関して、実務に
おいて重要な多様性が生じることを想定していません。
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PwCあらた有限責任監査法人
パートナー　鈴木 理加

IFRSに基づいて作成される
業績報告計算書で示される企業の業績指標

1 なぜ、今、業績報告計算書の表示が
注目されているのか

①IFRS財務諸表利用者にとって十分とされる有用な情報

ここでは、英国の PwCが 2014年に85名の多様な投資家
（［国・地域／英国、北米、欧州大陸、アジア等］、［専門分野／

株式、債券］、［業務形態／セルサイド、バイサイド、格付け］）
に対して、企業の業績について何を知りたいと考えているの
かについて調査・分析した結果※ 3を踏まえた考察を解説し
ます。

最初に、図表 1のグラフは、IFRSもしくは米国基準に基づ
いて作成された財務諸表やこれを含む年次報告書に示され
る追加的な小計や代替的業績指標が、企業業績の分析にお
いて一般的に有用といえるかについて示しています。わずか
12％の投資家がこうした情報が有用とは考えられないと回答
しています。他方で、図表 2のグラフは、企業の経営者が基
準に規定された損益（例えば、税引き前当期純利益）を調整
して算出した代替的業績指標の表示や開示を公正なものと
して信頼しているかどうかという質問については、55％の投
資家が疑念を示しています。さらに、図表 3のグラフでは、企
業の経営者が利用する代替的業績指標について基準に規定
された損益への調整が過度なものや一般的でないと考えら
れる場合には、リスクの高い企業の経営者であると評価する
と81％の投資家が回答しています。

ここまでに示した投資家からの回答では、投資家は、一般
に、追加的な小計や代替的業績指標による情報は有用であ
ると考えている。他方、その情報に信頼性が認められない
おそれもあると考え、その情報にリスクがあると警戒してい
ることもうかがえます。このような、投資家の懸念や警戒を
払しょくするために、必要な改善のヒントは、図表 4のグラフ

はじめに
　今日における IFRSの利用の拡大は、著しいものとなって
おり、世界的には、国際財務報告基準を利用する国や地域
は 100を超えています。また、株式会社東京証券取引所が
2016年 7月 20日に公表した「会計基準の選択に関する基本
的な考え方」※ 1の開示内容の分析によると、IFRS適用済み
会社、IFRS適用決定会社、IFRS適用予定会社を併せた企
業数は 141社となり、それらの企業の時価総額の合計 139
兆円は、東証上場会社 3,507社の時価総額の 29％にあたり
ます。このように、日本国内においても、上場会社の IFRSの
利用は拡大傾向にあり、IFRS適用に関する検討を実施して
いる会社も多数存在することから、この傾向はしばらく継続
するものと考えられます。
　海外や国内の IFRS利用が広がるなかで、利害関係者の
間で、注目されているトピックがあります。それは、高品質な
国際的な会計基準である IFRSに基づいて作成された財務
諸表が、投資家に対して十分に有用な情報を提供すること
ができているのかどうかという問題となります。特に、企業
の業績を示す指標、純損益およびその他の包括利益計算書
といった業績報告計算書の小計や代替的な指標について
は大きな論点となります。
　本文中では、今なぜ、基本財務諸表の表示、その中でも、
業績報告計算書の表示が着目されているのかについて、基
準設定主体および財務諸表の利用者（ここでは、投資家、ア
ナリスト等とする）ならびに規制当局の観点から解説します。
また、I F R Sに基づ いて作 成される財 務 諸 表については、
IFRS、特に、IAS第 1号「財務諸表の表示」に基づいて、純損
益およびその他の包括利益計算書を作成することになりま
すが、この際にどのような要求事項が存在するのかについ
て解説します。さらに、これらの要求事項に従った上で、会
社が固有の小計や代替的業績指標※ 2を追加的に純損益お
よびその他の包括利益計算書上で表示する場合には、どの
ような点を留意する必要があるのか、そのポイントを解説し
ます。なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見で
あることをあらかじめお断りします。

※1 http://www.jpx.co.jp/news/1020/20160720-01.html
※2 さまざまな定義が存在しますが、本文中では、会計基準で規定されたり、定義されたりし
ていない企業の業績、財政状態またはキャッシュ・フローに係る財務数値。米国では、非
GAAP財務数値と称する場合もあります。

※3 PwC “Corporate performance: What do investors want to know? Reporting adjusted 
performance measures”, July 2014, http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-
assurance/corporate-reporting/investor-view/investor-survey-edition.html
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の回答にあります。すなわち、76％の投資家が何らかの基
本的な一般原則に基づいて企業の経営者が代替的業績指
標を示している場合は、信頼感を得ることができると回答し
ています。

②規制当局による厳しいモニタリングや規制の強化

（1）欧州市場監督局（ESMA）のガイドライン※4

ESMAは、2015年6月に「代替的業績指標に関するガイド
ライン」（以下、ガイドラインとする）を公表しており、2016
年 7月 3日以降に公表される規制市場の規則で規定される
年次報告書や届出書などに適用されます。ESMAのガイドラ
インは、ESMAの前身となる欧州証券市場監督局（CESR）が
2005年 10月に発行している「代替的業績指標に関する勧
告」※ 5の考え方を踏襲しています。すなわち、ESMAのガイ
ドラインは、代替的業績指標が、適切に利用され表示され
ている場合には、投資家に対して適切な追加的な情報を提

供することができると考え、代替的業績指標の有用性や透
明性を促進するために、以下のような発行体への要求事項
を含めています。

● 代替的業績指標の明確な定義。理解可能な名称の付与。
● 最も直接的に関連する基準に基づく項目との調整。
● 代替的業績指標の利用方法の説明。
● 基準に基づく項目より目立たせない。強調しない。権威づけない。
● 過年度の比較情報を伴った表示。
● 一貫した定義の利用。変更があれば正当な理由の説明。

（2）米国証券取引委員会（SEC）の法令遵守及び開示に関する
解釈指針※6

SECは、2016年 5月に、非 GAAP財務数値に関する解釈
指針をアップデートしています。近年、SECスタッフは、個
別の発行体に対して、頻繁に非 GAAP財務数値にかかわる
コメントを実施してきており、このコメント対応で把握した問
題点について、解釈を明確化する設例を提供しています。
SECにおいても、規則等に準拠した非 GAAP財務数値の利
用は、企業の事業、過去の業績や将来の見通しに関連した
企業経営者の洞察を提供できるものと考えています。他方
で、表示の仕方や調整項目の偏向等により、投資家に誤っ

※4 ESMA, Guidelines on Alternative Performance Measures, October 2015, https://
www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-
alternative-performance-measures

※5 CESR Recommendation on Alternative Performance Measures, October 2005, 
http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/direttive_ue/Recommendation_
CESR_october_2005.pdf

※6 SEC, Compliance and Disclosure Interpretations: Non-GAAP Financial Measures, 
May 2016, https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/nongaapinterp.htm
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図表1：追加的な小計や代替的業績指標が、一般的に有用といえるか

図表 3：数値の調整が過度なものや一般的でないものがある場合に、企業経営
者にリスクがあると感じるか

図表2：代替的業績指標の表示・開示を公正なものとして信頼しているか

図表 4：基本的な一般原則に基づいて代替的業績指標を示されれば、信頼感が
高まるか
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た情報を提供するおそれがあるものと考えています。今回
の解釈指針のアップデートは、非 GAAP財務数値について、
より一貫した公正でバランスのとれた利用を促進すること
で、財務諸表利用者の非 GAAP財務数値に対する信頼性を
高めることを目的としています。潜在的に誤った情報を投資
家に提供するおそれのある非 GAAP財務数値として示した
例示には、以下のようなものがあります。

● 通常、反復する現金支出を伴う、発行体の事業遂行上必要な事業費
用を業績数値から控除して非GAAP財務数値とする。

● 変更理由を明示することなく、表示期間で一貫しない非 GAAP財務
数値を用いる。

● 臨時的な損失は控除し臨時的な収入は含める。
● 基準に準拠した会計方針に従わない独自でカスタマイズした会計方

針に基づいて算定しその数値を利用する（たとえば、基準に基づけ
ば契約期間にわたって認識する収益を、現金受領時に認識した場合
の収益の金額を置き換えて代替的業績数値を算定）

なお、SEC規則においては、投資家に誤った情報を提供
するおそれのある非 GAAP財務数値を利用した場合には、
開示規則であるレギュレーション Gに準拠していないものと
して取り扱われます。

③基準設定主体のより良いコミュニケーションへの取り組み

（1）IASBにおける2015年アジェンダ協議以降の優先プロジェクト
IASBが実施した 2015年アジェンダ協議に対する意見募

集では、現行 IFRSに基づく財務諸表の表示や開示に係る多
数の意見が集まりました。以下の理由から、IFRSの財務諸
表が投資家に価値ある情報が提供されていないおそれがあ
るとされています。

● 定型化された開示や大量の重要性のない開示により、重要な情報の
把握が困難。

● IFRSで定義や特定化されていない代替業績指標の利用の拡大。
● 財務情報によらない非財務情報による情報提供の増加。

これらの問題点が顕在化していることは、上述の①や②で
示した投資家のフィードバックや規制当局の動きなどからも
うかがえます。IASBはこのような利害関係者からのフィード
バックを踏まえて、以下で示すさまざまなプロジェクトを「よ
り良いコミュニケーション」※ 7を実現するために実施しまた
は実施予定としており、今後 5年間の IASBの基準設定にお
いて中核的なプロジェクトとして取り組まれます。

● 基本財務諸表
● 開示に関する取り組み（開示原則、重要性などの検討）
● 資本の特徴を有する金融商品（資本と負債の区分）
● 電子報告（IFRSタクソノミー）
● 他の関係機関が行う非財務報告プロジェクトへの協力

特に、基本財務諸表に関するプロジェクトは、優先される
プロジェクトとされ、その内容は、以下のとおりです。

● 最初に着手するリサーチについては、業績報告計算書（純損益及び
その他の包括利益計算書）の構造と内容に焦点をあてる。
▶営業利益を基準で定義づけた小計として取り扱うか否か。代替的

業績指標（たとえば、EBITやEBITDA）の利用等の検討。
● キャッシュ・フロー計算書や財政状態計算書の見直しの必要性につ

いてリサーチの実施。
● 業績報告計算書の構造や内容について電子報告の導入を踏まえた

リサーチの実施。

なお、IASBにおける概念フレームワークを見直す議論の
中で、検出された純損益の定義づけや、純損益とその他の
包括利益の区分に関する検討は、現段階ですぐに着手する
ことは予定されていません。その代わりに、業績報告計算書
の構造と内容の見直しの検討を行うことを予定しています。
この見直しにより、業績に関する情報について、より有用な
ものが提供されるようになること、更にその結果、その他の
包括利益において表示されることが必要であると基準で定
められる項目が減少する可能性もあることを期待し、IASB
は、議論を重ねていくことを予定しています。

（2）FASBにおける業績報告プロジェクト
財務会計基準審議会（FASB）では、2014年 1月に、業績

報告プロジェクトが、リサーチの項目としてアジェンダに加
えられています。このプロジェクトは、以下を主要な目的と
しています。

● 業績報告計算書において提供される情報の表示方法の改善の評価。
● 企業のキャッシュ・フローの金額、時期、不確実性に影響を与える項

目の表示や業績報告計算書の理解可能性の向上に必要な改善の検
討・評価。

このプロジェクトの主要な目的を達成するために、営業活
動とその他の営業活動に関わる損益の区分を設けること、
営業利益を定義づけ業績指標として表示すること等により、
新たな表示項目や表示の仕方を導入すべきかどうか、また、
具体的な導入の方法等を検討し、評価することを予定して
います。

2 IFRSに基づく純損益及び
その他の包括利益計算書の表示の要求事項

IFRSに準拠した財務諸表であるとされるためには、IAS第
1号「財務諸表の表示」等で規定される要求事項に準拠して

会計／監査

※7 2016年6月30日に IASBハンス・フーガーホースト議長は、チューリッヒで開催された
IFRS財団のカンファレンスにおいて、「より良いコミュニケーション」というタイトルでス
ピーチをしている。http://www.ifrs.org/Features/Pages/Hans-Hoogervorst-better-
communication.aspx
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作成されることが必要となります。このため、純損益および
その他の包括利益計算書における表示の在り方（小計や追
加の表示や代替業績指標の使用を含む）について、IAS第 1
号では、以下の規定があります。

1. 「収益」「財務費用」「持分法による投資損益」「税務費用」
などの特定項目の他、純損益、その他の包括利益の合
計、当期の包括利益を表示、非継続事業に関して区分
して表示（IAS第1号第81A,82項）。

2. 企業の財務業績の理解に関連性がある場合、追加的な
表示項目、見出し及び小計を、純損益及びその他の包
括利益を表示する計算書に表示 (IAS第1号85項)。

3. 追加的な表示項目、見出し及び小計は、財務業績の理
解に資する場合に表示（IAS第1号第85項）。また、小計
を表示する場合の留意点は以下のとおり（IAS第 1号第
85A項）。
▶IFRSに従って認識及び測定が行われている金額から

なる表示項目で構成。
▶当該小計を構成する表示項目が明瞭かつ理解可能

となる方法で表示して名称を付す。
▶期間ごとの継続性。
▶IFRSで要求している小計及び合計よりも目立つ表示

は不可。
4. 追加した小計は、IFRSで要求されている小計又は合計

と調整する項目を表示（IAS第1号第85B項）。
5. 財務業績の内訳の説明に必要な場合、表示項目を追

加、科目表記と項目の順序も修正（IAS第1号第86項）。
6. 収益又は費用のいかなる項目も異常項目としての表示

は不可（IAS第1号第87項）。
7. 純損益に認識した費用の分析を、費用の性質（性質別）

又は企業内における機能（機能別）に基づく分類のうち
信頼性が高く目的適合性がより高い情報を提供する方
を用いて表示（IAS第1号第99項）。

8. 経営者が企業の会計方針を適用する過程で行った判断
のうち、財務諸表に計上されている金額に最も重要な
影響を与えているものを開示（IAS第1号第122項）。

3 追加の小計や代替的業績指標を
用いる場合の確認ポイント

実務上、現行のIAS第1号の要求事項を踏まえ、会社が純
損益およびその他の包括利益計算書において、小計や代替
的業績数値などの表示項目を追加する場合には、以下の点
を確認する必要があると考えられます。

● 説明の必要性
 他の会社が利用していない会社の固有の数値を追加の表示項目と

して示す場合、その理由を明確に説明。一部の営業費用および営
業収益について除外して小計を示す場合、それらの項目を小計に
含めない理由を明確に説明。

● IFRSへの準拠性
 追加の表示項目に、一部の営業費用および営業収益を含めない場

合には、IFRSの規定に準拠していることを確認。
● 継続性
 採用した表示項目は、同様の方法を継続して適用。マネジメントの

恣意性が毎年の判断に入ることは排除。
● 明瞭性
 原則として、費用の性質に基づく分類と機能に基づく分類は混合し

ない。
● 目立たせない
 小計として示される代替的な数値が、IAS第1号で要求されている項

目よりも目立つ形で示さない、また、より有用であるとは示さない。
● IFRSの規定に準拠しない数値
 基本財務諸表での表示は不可。但し、マネジメントアプローチの適

用が認められているセグメントの注記に含むことは可能。

4  おわりに

企業の経営者の利用する代替的業績指標を使って、企業
の実績や将来の見通しをストーリーとして語ることは、投資
家には大きなベネフィットとなります。他方で、このような代
替的業績指標の利用にあたっては、会計基準や各市場の規
制当局により定められた基本的なルールに従わない限り、
その代替的業績指標だけではなく、企業の経営者に対する
信頼性に疑念をもたらすおそれがあります。このため、代替
的業績指標の使用をする場合には、今後の IASBのプロジェ
クトの動向や各市場の規制当局の動きには留意し、基準や
規制に基づく規則に従って適切に作成された業績報告書に
基づいて、投資家との対話ができるように検討をしていく必
要があります。

鈴木 理加 （すずき りか）

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 パートナー
2000年公認会計士登録。2009年１月より2011年3月まで米国事務所ナ
ショナルオフィスに出向し、外国登録企業等のIFRS財務諸表レビューや会
計相談に従事。
帰任後は日本基準・IFRS・米国基準の会計相談ならびにIFRS導入支援に
従事。ASBJ収益認識専門委員会・IFRS適用課題対応委員会専門委員並
びにIFRSのエンドースメントに関する作業部会委員。
メールアドレス：rika.suzuki@jp.pwc.com
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Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　株式上場を意思決定したその時、経営者は何から着手すべきか。
　上場のタイミングはいつ？ 上場までのイベントは？ 社外を含む登場人物の役割とコミュニケーション方法
は？ プロジェクトリーダー／メンバーの人選は？ など、上場を目指す会社によって課題の規模感は異なるもの
の、多くの会社で共通して認識されています。また、上場準備プロジェクトを遅滞なく推進する上で不可欠な
ポイントも多数存在します。
　今回は、上場準備プロセスと上場準備上の一般的な課題、プロジェクト推進体制の留意事項について解説
します。

1  上場準備プロセス
　会社によって実際には異なりますが、典型的な上場準備のプロセスを図示すると次のようになります。

1│上場準備プロセスと上場に向けた一般的な課題

PwC IPO 
上場準備プロジェクトについて
PwCあらた有限責任監査法人　IPOソリューション部　
シニアマネージャー　大羽 良雄

（X-3期）

● IPOタスク
 スケジュール
 作成
● プロジェクト
 チーム組成

予備調査

主幹事証券
選定

主幹事証券会社
による審査

取引所
による審査

金商法監査準金商法監査

上場直前々期（X-2期） 上場直前期（X-1期） 上場申請期（X期）

会社・主幹事証券会社・監査法人の定期的なミーティング実施

申請書類作成

資本政策立案および実施

コーポレートガバナンス
グループリストラクチャリング

関連当事者取引
財務報告体制

業務処理統制、IT環境　etc.

経営管理体制整備 経営管理体制運用

IPO

　通常、予備調査によって上場へ向けて解決するべき課題およびその解決のためのアクションプランを策定す

ることからスタートします。上場申請会社、主幹事証券会社、監査法人がそれぞれの役割を果たしつつ、協力

しながら上場準備を進めていきます。

2  予備調査（上場に向けた課題の洗い出し）
　経営者は株式上場を意思決定した後、下表に示した一般的な留意事項と会社の現状を照らし合わせ、上場

までに改善・解決すべき課題を認識・把握することを目的とした予備調査を行います。

① 予備調査を行う主な目的
● 株式上場を目指すにあたり、今後検討・解決しなければならない課題の把握
● 課題解決のための方向性の提示、具体的な改善方法の提案
● 株式上場準備のスケジュールの提案
● 今後の監査実施にあたり、監査人が事前に会社を理解すること
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PwC IPO│上場準備プロジェクトについて

　証券会社が同種の調査を行うケースもありますが、通常は監査を円滑に開始する観点から監査法人が行う

ケースが多く、調査結果はベンチャーキャピタルが投資の判断資料の一つとして利用したり、主幹事（候補の）

証券会社が会社の現状把握や上場可能性について検討を行うために用いられたりします。当然、経営者が自

ら上場のための課題を把握するためにも利用します。

　同時に、予備調査により判明した課題を解決するためのタスクプランも作成します。後述する上場準備プロ

ジェクトのプロジェクトマネージャーはこのタスクプランを軸として、上場までの作業スケジュールを管理します。

テーマ 主な留意事項

経営戦略に関する事項 ・ 経営戦略の策定方法や経営理念、行動規範、経営目標等の位置づけや定義とこれらが
一貫しているか。

・ 経営戦略を投資家、証券アナリスト等に明確に説明できるか。など

コーポレート・ガバナンスに
関する事項

・ 上場企業として企業経営の健全性を確保するために、絶えず経営陣を動機付け、監視
し、評価する仕組みを構築しているか。

・ 会社法に定められた手続きに準拠して株主総会運営を行っているか。
・ 取締役の監督機能の実効性をどのように担保しているか。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も考慮することが必要です。

・ 上場直前期には 1名以上の常勤監査役を選任するとともに、上場時には監査役の半数
以上を社外監査役として監査役会を設置しているか。また、監査役の監査の実施過程
を文書化し、監査計画、監査調書等を整備しているか。など

資本政策に関する事項 ・ 上場準備の段階から、将来の株主構成を念頭においた周到な準備を行っているか。特
に、多額の資金調達と持ち株比率の維持（経営権の確保）という、相反する二つの目的
をどのように調整するかが課題となります。

利益管理体制に関する事項 ・ 上場審査では、通常、3年程度の期間について策定される中期経営計画・利益計画に
ついて調査されるため、利益計画の策定にあたり、中期経営計画から有機的に予算編
成につなげているか。

・ 利益計画に基づく予実管理を実施しているか。利益計画を作成にあたり、経常利益
予算までではなく当期純利益予算まで作成するとともに、貸借対照表予算及びキャッ
シュ・フロー予算を作成することが求められる可能性があることにも留意が必要です。 

関係会社、特別利害関係者に
関する事項

・ 関係会社・特別利害関係者等と取引がある場合、取引自体及び取引金額の合理性、取
締役会での承認等の社内的な意思決定プロセスの妥当性に関する資料の整備と審査
時に明確に説明できるか。など

コンプライアンス態勢に
関する事項

・ リスクを回避するために守るべき社内管理規程等や行動規準を整備し、それらを遵守
しているか。

・ 反社会的勢力を排除しているか。社内規程で明確に定めかつ、全社にコンプライアン
ス態勢を浸透させることが必要です。

・ 労働基準法をはじめとした労働安全衛生法等を遵守しているか。いわゆる“名ばかり管
理職”や“サービス残業”について特に留意しておくことが必要です。

IT整備状況に関する事項 ・ J-SOX対応におけるIT統制を整備しているか。ITに関する課題については解決に比較
的時間を要するため、事前によく検討するとともに早めの対応を図ることがコスト面で
も有利に働きます。 

業務処理統制に関する事項 ・ 諸規程の整備・運用状況が具体的な経営活動との関連で確認され、一定期間の運用
実績を積んでいるか。

・ 既に作成済みのものについても、実態と乖離していないか、内部監査等を通じて早い
段階での検証が必要です。

適正な財務報告に関する事項 ・ 開示書類を作成するための会計方針を網羅的に明文化し、上場準備の過程で、会計
マニュアル等を整備しているか。

・ 会計基準等の改正があった場合の適時的な対応ができるか（会計方針の決定にあたっ
ての取締役会承認）。

・ 決算業務において内部牽制機能を有する業務処理プロセスを網羅的に構築し、決算
作業スケジュール及び作成責任者の明文化等を行っているか。など

② 上場に向けた一般的な課題
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　株式上場へ向けての経営管理体制の整備は、グループ会社全般にわたる予算編成、予算実績管理、職務分

掌の見直し等を行うことになるとともに、限られた時間の中で膨大な資料を収集・作成しなければなりません。

　また、取引所、主幹事証券会社、監査法人等株式上場にかかわる多くの外部関係者とも適宜情報共有しなが

ら上場準備を進めていくこととなります。このため、実際に上場準備を進める際には、上場準備室等の名称を付

したプロジェクトチームを作ることが一般的です。

1  上場準備室と体制
　一般的には、上場申請直前期末から遡って 2～3年前までに社長、管理担当取締役、実務担当予定者を中

心としてチームを立ち上げ、準備が進むなかで必要に応じてメンバーを増員します。

　上場準備は組織横断的に進めることが必要となるため、多くの場合、プロジェクトオーナーを社長、プロジェ

クトリーダーを管理担当役員、プロジェクトマネージャーを担当部長が務め、その他に数名のスタッフをメン

バーとします。

　上述のとおり、上場準備は広範囲にわたる業務を多くの関係者とともに、限られた時間、人員で進めてい

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

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

腕にかかっていると言っても過言ではありません。

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

うな事項が重要と考えます。

① 社内諸事情に通じていること
　社内の業務処理の流れ、組織風土、社内政治、人脈に通じていることで、社内の情報収集や社内への伝達

を円滑に行うことができます。

② 数値分析能力、文章力、説明能力に長けていること
　上場申請書類の作成や取引所、主幹事証券会社からの質問対応には不可欠の能力です。

③ 人望があり調整能力が高いこと
　新たに諸規程やガイドラインを作成し、それらの周知徹底を円滑に進めるためには、極めて重要です。

④ 体力に問題がないこと
　短期間のうちに膨大な資料を作成することに加え、いくつかのタスクを同時並行で進めていく必要があるた

め、プロジェクトマネージャーには体力的にかなりの負荷がかかります。

　なお、マザーズをターゲットとするベンチャー企業の場合には、全てのメンバーを専属とすることは人員数の

制約から難しく、兼務としているケースもよくあります。

2  プロジェクト管理
　実際に上場準備プロジェクトをどのように管理遂行していくことが適切かは、会社の規模、事業の複雑性、

株式上場へ向けての課題の特性、組織体制等々によって異なり、さらにプロジェクトの進行段階によって変化

します。

2│上場準備プロジェクト体制

PwC IPO 
上場準備プロジェクトについて
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　今回は、株式上場に向けたプロセスとプロジェクト体制の留意点を解説しました。

　経営者は経営のプロではあっても上場準備のプロではないことがほとんどです。株式上場プロジェクトを “巡

航速度 ”で管理・運営する方法は、会社の規模や上場に至るまでのステイタス、管理者の立場や経験・スキル等

によって千差万別であり、正解はありません。

　株式上場を果たすまでの長い道のりにおいて、現在と上場後の会社像とのギャップや上場までに起こり得るイ

ベントを理解・把握し、管理できる仕組みづくりを一刻も早く整えることが経営者の責務でもあると考えます。

3│おわりに

大羽 良雄 （おおば よしお）

PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部 シニアマネージャー
2007年3月あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人 ）入所。主と
して、国内 IPOに関連するアドバイザリー業務、財務報告に係る内部統制

（J-SOX）構築支援業務に従事。
また、IT・システム領域の専門家として、業務改善に伴うシステム導入や
情報管理体制構築に係るアドバイザリー業務にも関与している。
メールアドレス：yoshio.ohba@pwc.com

PwC IPO│上場準備プロジェクトについて

　どのようなプロジェクトにも共通することですが、どのような課題をいつまでに、どのような方向性で解決し、

誰が担当するのか等を明確にするとともに、プロジェクト全般を誰がオーナーシップを持って取りまとめるのか

を明確にすることが必要です。

　また、状況変化に対して、さまざまな方面への影響に配慮しながら、柔軟な対応を図ることが重要になるた

め、あらかじめプロジェクト管理を行うためのツールと情報共有を行う機会を設定しておくことが有用です。

① 課題管理表と課題を解決するタスクプランの作成
　株式上場へ向けてのさまざまな課題を解決するためには、どのようなタスクがあり、そうしたタスクがどのよ

うな要素・小タスクで構成され、それらをどのようなスケジュールで誰が主担当となって対応していくのかを明

確にします。

　予備調査終了時点で作成したタスクプランに、上場準備が進むにつれて発生する課題も織り込んで適宜更

新することで、タスクプランの鮮度を保ちながらタスクの一元管理を進めます。

② 進捗管理会議
　プロジェクトを遂行する過程では、当初予測できなかった事象が発生する場合など従前の計画を変更する

必要が生じます。こうした状況に柔軟に対応し、できるだけ早い段階で情報を入手し、関係者と対応策を検

討する体制・機会を整えておくことが重要であるため、定期的な進捗会議をあらかじめ設定します。会議メン

バー、開催頻度等は、プロジェクトの規模、解決するべき課題の複雑さ、株式上場へ向けての進捗段階等に応

じて異なりますが、一般的には、各タスクの責任者をメンバーとして、隔週程度で開催します。
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はじめに
タイは長い進出の歴史に裏打ちされた産業の集積が進んで
おり、8,000社以上の日系企業が進出しています。近年にお
いて周辺国（ミャンマー、ラオス、カンボジア等）への進出の
動きもあるものの、充実したサプライチェーンを背景とした
部材・サービスの容易な調達、外国投資優遇政策の存在、
整備されたインフラ等の魅力により、日系企業のタイへの進
出は依然として続いています。一方で、政治・災害リスクや
人件費の上昇、少子高齢化に伴う人手不足といったリスク
も存在します。加えて、タイを含む東南アジアにおいては経
済犯罪（以下、「不正」）が起きるリスクが相対的に高いため、
進出企業にとっては、いかに不正と対峙するかが重要な課
題となっています。
PwCでは Global Economic Crime Survey（世界経済犯罪
実態調査）を隔年で実施しており、2016年度は世界 115か
国にて調査を実施し、6,377社から回答を得ました。本稿で
は、タイにおける調査（以下、「本調査」）の結果に基づき、タ
イにおける不正の実態を理解するとともに、進出企業がどの
ように対処すべきかを考察します。なお、本文中の意見に関
する部分は、全て筆者個人の私見であり、PwCあらた有限
責任監査法人の正式見解ではないことをあらかじめお断り
します。

●タイの調査は、タイ企業 261社からの回答結果に基づき作成されており、
44%が多国籍企業、40%が日本企業、49%が従業員 1,000名以上の企業
に該当します。業界としては自動車を含む製造業が最も多く、金融、小売と
続いており、これは、タイの産業構成を反映しています。

●本文中の調査結果や図表の出典は「PwC’s  2016  Global  Economic 
Crime Survey: Thailand Results」になります。

PwCあらた有限責任監査法人
名古屋　製造・流通・サービス部　
シニアマネージャー　浅野 光敏

タイにおける経済犯罪（不正）の実態と対策
～PwC世界経済犯罪実態調査2016（タイ）の
　結果に基づく考察～

1 タイにおける不正の特徴

（１）全体の傾向

2014年および 2015年において不正が発生したと回答し
た企業の割合は 26%となっています。注目すべきは、当該
不正のうち 77%が企業内部の者による犯行であったことで
あり、グローバル平均の 46％と比べると極めて高い水準に
あります。これは、タイの企業には内部の者にとって不正が
行えてしまう環境があることの裏返しとも言えます。

なお、不正を経験した企業の 69%において金額的被害は
10万米ドル以下となっており、一つ一つの不正は比較的小
規模であるとも思えますが、19%の企業では 10万米ドル以
上、そのうち9%で 1百万米ドル以上の金額的被害となって
います。不正の約 5分の 1が 10万米ドル以上の金額的被害
であるということは、タイの日系企業にとっては看過できな
い事実なのではないでしょうか。また、不正は単に金額的被
害を与えるだけでなく、非財務的な被害（従業員のモラル低
下や風評・ブランドへの悪影響等）により、短・長期的にビ
ジネス全体に影響を及ぼすおそれがあります。

（２）主な不正の種類及びその特徴

資産の横領（2014：71%→2016：78%）
図表 1のとおり、資産の横領は 78%で、2014年度調査に

続きタイにおいて最も多く発生した不正となっており、グ
ローバルの平均 64%、東南アジアの平均 69%と比較しても
発生率が高くなっています。一方で、今後 2 年間に資産の
横領が発生するとの回答は 40％と少なくなっています。こ
の数字は、ここ数年において防犯カメラの設置や倉庫管理
の徹底、入出門時の持ち物検査等、資産の横領への対策に
力を入れ始めたことによる、企業の期待のあらわれであると
推測されます。

サイバー犯罪（2014：18%→2016：24%）
サイバー犯罪は24%で資産の横領に次いで2番目に多く、

海外
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グローバル平均の32%と同じ傾向にありますが、タイにおい
ては 2010年頃から急速に増加しています（特に金融業界）。
数あるサイバー犯罪の中で、企業にとって最も被害が大き
かったのが個人情報の漏えいであり、続いて知的財産の盗
難、風評被害との結果になっています。タイでは 39％の回
答者がサイバーリスクを認識していると回答していますが、
サイバーリスク対応の積極的な投資が行われていないのが
実態です。なお、サイバー犯罪に限った犯行ではありません
が、PwCの過去の調査では知的財産や機密事項の持ち出し
が行われたケースが散見されるため、多くの日系企業が直
面するリスクといえます。

汚職・贈収賄（2014：39%→2016：19%）
汚職・贈収賄が発生したと回答した企業は 19%であり、

2011年の 54%、2014年の 39%から大幅に減少しました。
タイの現政権は汚職撲滅を目的とした施策を打ち出してお
り、直近では、公務員の汚職および不正行為に特化した裁
判所を設立する法案が可決されています。また、2016 年
末までに法制委員会にて汚職に関する法令が可決される
予定であると発表されるなど、反汚職のための各施策の有
効性についてメディアや民間団体も含めた積極的な議論
が交わされています。このような動きが減少の理由である
と思われますが、一方で、回答者の約 4分の 1は「汚職・贈
収賄を認識していないものの発生している可能性がある」
と回答し、他の 4 分の 1は「必ずしも発生していないとは言
い切れない」と回答しています。つまり、約半数の回答企
業が汚職・贈収賄のリスクを少なからず認識していると言
えます。

購買不正（2014：43%→2016：18%）
購買不正が発生したと回答した企業は前回調査の 43%か

ら18%と大幅に減少しています。各企業が購買関連におけ
る不正防止策を講じた結果であるとも言えますが、一方で、
昨年 PwCタイが実際に行った不正調査の 7～8割が購買不
正に関連するものであったことを考慮すると、依然としてタ
イで事業を行う企業にとって最も起こり得る不正の種類であ
ると考えています。

購買プロセスごとに見ていくと、ベンダー選定時が 58%と
最も多くなっており、ベンダーとの癒着が多いことが分かり
ます。また、注目すべきは、支払時における不正の割合が
前回調査の25%から50%へと倍増している点です。これは、
従来の小切手による支払に代わりオンラインバンキングによ
る支払が増加している一方、例えば、支払先を変更する際
の統制（入力と承認の職務分掌等）の欠如など、新しいプロ
セスに対しての統制が必ずしも十分でないことが原因であ
ると考えられます。

人事関連不正（2014：18%→2016：12%）
12%の企業が採用および給与支払に関する人事関連不

正が発生したと回答しています。具体的な不正の方法で最
も多いのが、ペイロールに架空の従業員を載せて給与を不
正に払い出す幽霊社員スキームの 38%と経歴詐称の 38%
です。不適切な給与の支払による金額的影響はもちろんの
こと、経歴詐称による資格等の不備は、品質・サービスの低
下や対外的な信用の毀損などの原因となり得るので注意が
必要です。

経歴詐称を防ぐためには、資格者および一定役職以上の

2014年度調査 vs. 2016年度調査 ‒ 全業界

資産の横領 サイバー犯罪

人事関連不正 会計不正 マネーロンダリング

汚職・贈収賄 購買不正

● 2016年および2017年に発生が予測される割合
● 2014年および2015年（2016年度調査） 
● 2012年および2013年（2014年度調査）

40%

17% 12% 7%

25% 30%19%

71%

18% 18% 4%

39% 43%18%
78%

12% 10% 4%

24% 19% 18%

図表1：過去のタイにおける主な不正と今後2年間の予測
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採用については、前職、前々職への問い合わせや、採用時
の誓約書への署名などのルール化が必要と考えます。また、
入退社などの情報がペイロールに適時に反映されていない
企業が多く見られますが、幽霊社員を用いた不正防止のた
めには、当該プロセスを改めて見直すことが重要です。

会計不正（2014：18%→2016：10%）
本調査によると過去 2年間で会計不正を経験した企業は

10%で、その主な方法は、架空の売上計上や原価付替え等
になっています。しかし、実際にはこの数字より多いと考え
られます。通常、会計不正には、架空の取引のねつ造や、
不正の事実を隠蔽するための財務数値の改ざん等を伴いま
すが、横領や購買に付随する財務数値の改ざん等は、それ
ぞれ資産の横領や購買不正として回答されていると考えら
れるためです。

2 タイの不正行為者の特徴とその対処

前回の89％から12％減少して77％となったものの、依然
として企業内部の従業員が主な不正行為者という結果に変
化はなく、グローバル平均の 46%と比べると極めて高い水
準にあります。また、興味深いのは、不正行為者の役職が
中間管理職（前回調査にて56％）から管理職未満の従業員
へシフトしている点であり、同割合は前回の 36％から53％
へ大幅に増加しています。なお、外部からの不正を経験し
た企業の 31％は、ビジネスパートナーまたは代理店・エー
ジェントによるものであると回答しています。

67%

55%

34%

53%

男性
31-40 歳

大学卒 勤続3-5年 管理職
未満

77%が、
不正行為者は
内部の人間
であると回答

大半の回答者は、内部統制の欠如により不正が行える機
会が存在すること、および不正行為者に不正を実行するだ
けの知識があることが大きな原因と考えています。また、そ
のような環境下において、従業員のモラルの低下や悪意の
欠如等が相まって不正が起きていると考えられます。現に、

労働環境、給与、評価に満足していない従業員による不正
が多いのが事実です。

不正の事実・疑義が発生した際は、企業はその事実を真
剣に受け止めて対応しなければなりません。まずは事実認
定のための調査を行う必要があり、その結果に基づき解雇・
減給等の社内対応や法的手続を検討していくことになりま
す。これら調査や法的手続は、専門家のサポートが必要な
場合が多く時間も要しますが、会社としての不正に対する厳
格な姿勢を示すことで、不正が起こりにくい企業風土が醸成
されます。なお、本調査では、68％の企業が不正行為を
行った従業員を解雇しており、刑事訴訟や民事訴訟となっ
たケースは、それぞれ46％と42％でした。

3 不正の検出経路と
不正が検出されるための組織づくり

図表2のとおり、本調査の結果最も多かった不正の発見経
路は、「疑わしい取引の報告」の 17％であり、次いで「内部
監査」と「偶然」がそれぞれ 15％で続いています。また、企
業内外からの告発やホットラインによる不正の発見は 13％
となっており、東南アジアの 23％、グローバルの 17％と比
較して下回っています。

グローバルの傾向と比較して、告発や内部通報による不
正の発見が少ない結果となっているのは、タイ人の国民性
に由来するところでもあると考えます。一方で、そのような
環境下であるからこそ、効果的かつ個人の安全も確保され
る内部通報制度の導入・高度化が必要であり、従業員が声
をあげるという企業文化の醸成が求められます。

 強固かつ効果的な内部通報制度は、従業員の疑わしい
行動、非倫理的行動、違法行為などの情報を得る上で非常
に有益です。そのため、内部通報制度を導入している企業
は多く見受けられますが、それが社内に周知徹底されてお
らず、通報ルートや通報時の対応策も十分に整備されてい
ないため、効力を発揮するケースが非常に少ないのが実態
です。企業には、既存の内部通報制度や通報後の対応策が
十分に理に適っており実効性のあるものか、また、その存在
意義、安全性などが従業員と十分に共有できているか、い
ま一度見直していただきたいと思います。例えば、社長から
のメッセージやポスターの掲載、利用者向けの研修の実施
なども促進方法の一つとなります。

4  フォレンジックテクノロジー（一例）

私のタイ駐在時、日系企業の経営者の方から、「確たる証
拠はないものの不正が行われている懸念がある」というご相
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談をしばしばいただきました。ご懸念のレベルに応じてPwC
がご提供する業務内容は異なるのですが、不正の疑念を抱
かせる従業員（グループ）や部門等がある程度特定できる場
合に有効なのが、コンピュータフォレンジックを用いた調査
です。不正においては、共謀、証憑の改ざんや隠蔽、破棄
等がなされることが少なくありません。コンピュータフォレン
ジックの調査では、調査対象者が使用しているPCやメール
サーバー、スマートフォン等のデータを取得し、既に消去済
みのメールやファイル、チャット記録等を復元します。復元
したデータを対象として、特定のキーワードや固有名詞で検
索をかけることにより、不正に関連する情報を効率的に収集
し分析することができます。当該証拠により社内で不正に加
担している従業員等の有無を特定したり、不正の確たる証
拠として解雇や訴訟手続きを有利に進めることが可能となり
ます。

また、ベンダーとの利益相反関係や異常な取引を検出す
るデータ分析も、不正の兆候を発見するための手法として
最近はよく利用され、効果をあげています。

なお、PwCタイにはフォレンジック（不正調査・不正リスク
対策）を専門に担当する日本人が駐在しています。

5
まとめ
～不正に対抗するため、タイ進出企業に 
求められる行動とは～

タイにおける不正事案の件数は年々増加傾向にあり、そ
の原因は企業内部の防止・検出メカニズムの脆弱性にあり
ます。不正の発生は、それを容易に行えてしまう機会（内部

統制の欠如）が存在することが一つの大きな要因であるた
め、不正防止のためには強固な内部統制の構築が何よりも
必要です。上記の考察が内部統制の構築・見直しの際の一
助になれば幸いです。

ただし、どれだけ有効な内部統制を構築したとしても、不
正をゼロにすることはできません。特にタイは、東南アジア
の中でも、従業員が声を上げて会社を改善していくという文
化・環境の醸成という点で大きく遅れをとっています。よっ
て、不正またはその兆候が存在する場合に、それをいかに
早く発見し、その財務的・非財務的被害を最小化するかが
重要になります。そのための手段として非常に有効なのが、
強固かつ効果的な内部通報制度の再構築や、データ分析、
コンピュータ・フォレンジックを用いた不正関連証拠の効率
的な収集、といった対策です。

最後に、自身がタイに駐在して個人的に実感したことであ
り、不正に限った話でもないのですが、やはり重要なのは、
タイ人従業員との日頃のコミュニケーションによる人間関係
の構築だと思います。不正を行うのも不正を防止するのも
人間なのですから。

浅野 光敏 （あさの  みつとし）

PwCあらた有限責任監査法人
名古屋 製造・流通・サービス部 シニアマネージャー
2006年公認会計士登録。グローバルに展開する製造会社の監査・アドバ
イザリー業務を中心に従事した後、2013年7月よりPwCタイ（バンコク）に
駐在。日系企業に対する会計監査、税務・法務、アドバイザリー業務に関
与した。2016年 7月に帰任後は、主として総合商社及び製造会社の監査
業務を担当している。
メールアドレス：mitsutoshi.asano@pwc.com

警察・法執行機関

その他検出方法

偶然

3%

5%

15%

経営者の影響力以外の要素

外部告発

ホットライン

内部告発

2%

5%

6%

企業文化

従業員のローテーション

データ分析

不正リスク管理体制

5%

5%

5%

社内セキュリティー

内部監査

疑わしい取引の報告

6%

15%

17%

内部管理

図表2：経済犯罪の発見経路
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英国によるEU離脱（ブレグジット）Q&A
　2016年6月23日に実施された英国の EU離脱の是非を問う国民投票において、離脱派対残留派が 52%対48%と
なり、EU離脱の方向に向かうことが決まりました。投票率は 71.8%、約 3000万人以上が投票を行いました。当日の
投票状況については、離脱派の票数がジワリと差をつけて、離脱確定の発表の直後にポンドが急落し、為替相場
の混乱をもたらしました。投票後しばらくは世界中で動揺が走りましたが、現在は、比較的市場は落ち着きを取り戻
している状況です。
　本稿では、ブレグジットについて、よく聞かれることをQ&Aの形式で説明します。

コンタクト

舟引 勇 （ふなびき いさむ）

シニアマネージャー

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

HP : http://www.pwc.com/jp/ja/the-eu-referendum.html

ブレグジット（“Brexit”）というのはどういう意味ですか？
　英国の EU離脱を意味する造語で、Britain（英国）とexit（離脱）を掛け合わせた言
葉です。また国民投票直後にやはりEU離脱するべきではなかったという後悔した人
が続出し、その意味を込めて“Bregret”（Brexit＋ Regret（後悔））という言葉もありま
す。ちなみに、過去にギリシャのEU離脱危機が生じた際もGrexit（グレグジット）とい
う造語が作られていました。

Q1

英国がEUを離脱するまでにどれくらいかかるのですか？
　リスボン条約 50条が発動してから、英国は離脱交渉のために最大で 2年間の交渉
期間が与えられます。しかしながら、このリスボン条約 50条が制定されたのは 2009
年であり、この条項が適用されたケースはかつてないことから、ブレグジットのプロセ
スが実際どのように進むのかはわかりません。
　また、フィリップ・ハモンド前外務大臣（現財務相）は英国に残留することを支持し
ていましたが、ハモンド財務相は EU離脱交渉を終わらせるのに6年かかるのではな
いかと言っています。英国の EU離脱の条件は 27カ国による合意が必要なため、そ
れだけ時間を要すると言っています。

Q3

誰が英国のEU離脱交渉を行うのですか？
　テリーザ・メイ首相は、保守党のベテラン議員、デイビッド･デイビス氏を欧州連合
離脱担当相に任命し、英国の EU離脱のため新省を発足させました。国民投票の際に
離脱を推進した、リアム・フォックス前国防長官を国際貿易担当相に任命、またEU離
脱派の中心人物であったボリス・ジョンソン前ロンドン市長を外相に任命した。最終
決断を下す人物こそテリーザ・メイ新首相でありますが、“Brexiteers”とも呼ばれるこ
の 3人が EUとの離脱交渉において中心的な役割を果たすことになり、また新たな国
際協定を目指していくことになります。

Q2
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なぜブレグジットのためにそんなに長い期間を要するのですか？
　1973年の欧州共同体（EC）加盟から43年、その間に締結された異なるテーマを
カバーする何千もの契約や協定を一つずつ見直していく作業は一筋縄ではいかない
でしょう。今までにそのような事態は一度もないことですが、交渉の担当者たちはな
んとかしてこれをやりくりしていくことになります。
　また、離脱交渉と同時進行で、英国とEU間での貿易に関する協定を結ぶために、
どのように英国法をEU法からひも解いていく作業は行われるかどうかは、まだ誰も知
る由もないことです。
　Brexit後の貿易協定の交渉は最も難易度の高いものになりそうです。というのも、
交渉成立のためには、ヨーロッパ内の 30を超える国会および地方議会の承認を得る
必要があり、その中には英国と同様に離脱の国民投票を実施したいと考えている国
もあるからです。

日本政府から出された英国および EUへのメッセージ（要望書）が波紋を呼んで
いるようですが、その中にある日本企業からの要望とはどんな内容でしょうか？
　英国の EU離脱に関する政府タスクフォースが中心となって作成されたものです。タスクフォー
スは内閣官房が中心となり、各関係府省庁から構成されます。要望書の中には日本企業からの
要望に関する部分がかなりの割合を占めており、その内容について、要約すれば「現状の枠組み
の維持」を要求しています。
　具体的には、現行の関税率や通関手続きの維持、英国籍・欧州大陸籍の労働者へのアクセス
の維持、金融サービスの提供・開業などに関する自由の維持、配当課税などの資金移転に係る
非課税の維持など、さまざまです。
　英国側にはこれがかなり強いメッセージと受け取られたようです。英国に欧州拠点を有する日
系企業が、このブレグジットによって、EU法が英国に適用されなくなれば、拠点を英国から欧州
大陸に移転するかもしれない、と各英国メディアが大きく報じていました。この要望書は首相官
邸ホームページに掲載されています。（http://www.kantei .go. jp/jp/singi/euridatsu_
taskforce/pdf/message.pdf）

Q4

Q6

そもそも欧州単一市場（シングルマーケット）とは何のことですか？
　単一市場の創設は、EUの最大の成果の一つです。
　EU加盟国間では、人、物、サービスおよび資本がそれぞれの国内と同様に、国境や障壁に妨
げられることなく、自由に移動することができます。EU市民は、EU内のどの国においても、居住
し、働き、学ぶことができます。
　こうした移動の自由は、シェンゲン協定によって担保されています。EU加盟国 22カ国と非加盟
の数カ国は、シェンゲン協定の下、域内国境の廃止に合意しています。EU市民、そして多くの
EU域外国の人々が、シェンゲン圏内を自由に移動できます。
　また、単一市場は、2002年に導入され、現在、EU19加盟国（ユーロ圏）で使用されているEU
の通貨、ユーロによって支えられています。加盟国は、ユーロの導入にあたっては、物価の安定
や健全な財政管理といった一定の基準を満たさなくてはなりません。欧州中央銀行は、金融政策
を実施し、欧州の金融システムの安全と健全性を確実にするよう、ユーロ圏内の銀行を監督する
責務を担っています。余談ですが、ユーロ硬貨には、各国共通のデザインが施されている面と、
発行国独自のデザインが施された面とがあります。

Q5
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はじめに
　PwCあらた有限責任監査法人には「PwCあらた基礎研究
所」という部署があるのをご存知でしょうか。わが国の数ある
監査法人のなかでも組織図に「研究」という名称の入った部
署をもつ法人は極めてまれであり、本部署の存在は当法人
の特徴の一つとも言えます。
　PwCあらた基礎研究所はそのミッションとして、10年後の
監査法人を取り巻く事業環境がどのようになっているのかを
検討し、未来の監査に向けて現在いかなる投資をすべきな
のかを模索すべく活動を行っています。2007年の部署設置
以来、扱うテーマの変遷はありますが、直近では、監査品質
の向上につながり得るトピックとして （1）データアナリティク
ス、（2）職業的懐疑心、（3）品質管理に取り組んでいます。
　ビッグデータや AI等、テクノロジーの台頭とそれに伴い起
こり得る業界のビジネスモデル変革というのは、企業の皆さ
ま方の間でも非常に関心の高いテーマであると存じます。
監査業界も同様の関心を抱いており、テクノロジーが現行
の監査にもたらし得る変化については国際的に議論が進展
中です。そこで今回は（1）に関して、監査業界の最新動向を
ご紹介します。
　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。

PwCあらた有限責任監査法人
PwCあらた基礎研究所
アソシエイト　亀岡 恵理子

監査業界の変革最前線
―“Audit Data Analytics”が切り拓く将来監査の
　展望とそれがもたらす課題

1 監査業界における
テクノロジーへの関心の高まり

監査業界では近年、テクノロジーに対する関心が急速に
高まっています。経済紙面では朝夕、「ビッグデータ」「IoT」

「ロボット」「人工知能（AI）」といったテクノロジー関連用語が
頻繁に登場し、企業による技術革新の取り組みが話題沸騰
していることからすると、一経済主体である会計事務所がビ
ジネスの流行に後れをとるわけにはいかないと躍起になる
のも当然かもしれません。しかし、会計事務所にとってテク
ノロジーはより現実的なレベルで切実な問題となりつつあり
ます。これには主に二つの理由があると考えられます。

一つは、企業側でビジネスの複雑性やテクノロジー利用
の高まり、開示情報の多様化といった変化が起きているた
めです。とりわけここ数年は、企業と株主・投資家との間の
コミュニケーション促進のため、財務情報に加えて非財務情
報の開示を充実させる統合報告の実務やさまざまなデジタ
ルメディアを利用した開示実務が注目を集めています※ 1。
会計事務所の主たる業務である監査・証明業務がクライア
ント企業の一連の財務報告プロセス―企業が関与する経済
事象および取引をインプットとして、それらが社内のシステ
ムを通って処理され、最終的に財務諸表としてアウトプット
されるまでのプロセス―を検証するものである以上、会計事
務所は企業側の変化に対応しなければなりません。

もう一つ、会計事務所がテクノロジーに熱視線を送る理由
は、監査市場での競争の高まりにあります。ことに 2016年
は、欧州において監査を担当する会計事務所を一定期間ご
とに交代させる強制ファームローテーション制度の導入初年
度にあたります※ 2。これにより、いったん監査契約を締結す
るとその後はほとんど交代が起きなかった従来とは違い、今

その他

※1 テクノロジーが企業報告に与える影響については、英国財務報告評議会（Financial 
Reporting Council：FRC）が2014年に調査のためのCorporate Reporting in Digital 
Worldプロジェクトを立ち上げており、国際会計基準審議会（International Accounting 
Standards Board：IASB）もまた今後数年間で扱う主要テーマのなかに検討項目として
組み入れています。

※2 強制ファームローテーション制度は、日本では検討されはするものの、導入されるには
至っていません。欧州での制度導入がわが国の監査実務への波及も含め、今後広くどの
ような影響をもたらすのかについては世界的に注視されているところです。
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後は同制度のもと、企業は一定期間ごとに次の監査契約締
結先をどこにするか検討しなければなりません。裏を返せば
これは、会計事務所にとって監査契約を新規獲得するチャ
ンスとなります。各会計事務所は、このチャンスをつかみ競
争に打ち勝とうと自社監査の優位性をアピールするための
技術開発・投資に乗り出しており、その矛先がテクノロジー
に向かっているという実態があります。

こうしたなか今日、監査業界で高く注目されているのが、
テクノロジーをより利用した監査、すなわち、「監査における
データアナリティクス（Audit Data Analytics: 以下 ADA）」で
す。基準設定主体および各国職業団体は、表 1のとおり、昨
年頃よりADAに関する活動を本格化させています※3。

以下では、これら進展中の国際的議論に基づき、ADAと
は何かをはじめ、ADAが切り拓く将来監査の展望、ADAの
利用で期待される効果、反対に監査人が直面し得る課題に
ついてご説明します。

2 ADAをめぐる2つの問い

ADAという、人によっては初めて聞くかもしれない用語に
対する率直な問いはおそらく、「ADAとは何か」と「ADAは将
来の監査にいかなる変化をもたらし得るのか」の 2つではな
いかと存じます。

ADAとは何か

この問いに対する標準化された答えはありませんが、アメ
リカ公認会計士協会によれば、ADAとは「監査を計画・遂行
する目的で、パターンの発見・分析、異常点の識別、監査の
主題の背後やそれに関連する有益情報の抽出、モデリング、
および視覚化を行う科学（science）であり技術（art）である」
と説明されています（AICPA 2015, 92）。ADAの具体的技
法としては、例えば、比率分析、趨勢分析、回帰分析、勘定

突き合わせ、仕訳分析、クラスター分析、データマイニング
といったものが挙げられます。

これら技法のなかには、現行の監査において「分析的手
続」という範疇に含まれる手続きとして既に実施されている
ものがあります。また現行の監査はテクノロジーを全く利用
していないのかというとそうではなく、コンピューターを利用
した監査技法（computer-assisted audit technologies: 
CAATs）は既に現行の監査でも部分的に取り入れられていま
す。従って、ADAは全くもって新規の監査手法というわけで
はありません。ADAが監査に革命をもたらすのか進化をもた
らすのかは、国際監査・保証基準審議会（以下、IAASB）の
会議でも過去に議論となりましたが、最近になりようやく、
ADAは従来の監査手法を一変させるもの（revolution）とい
うよりは、従来の監査手法を拡張するもの（evolution）であ
ると位置付ける見方が定着してきたようです（IAASB 2016a 
& 2016b）。

では、なぜ今改めてADAが議論されているのでしょうか。
次に出てくる問いは、ADAは将来の監査にいかなる変化を
もたらし得るのか、というものです。

ADAは将来の監査に
いかなる変化をもたらし得るのか

上述のとおり、ADAにより現行の監査に何かしらの進歩的
変化が起こりそうなことは確かです。しかし、その変化がいか
なるものなのか、またその影響がどの程度のものなのかにつ
いての答えは現時点では推測の域を出ません。まさにこうし
た問いに対する答えを求めて目下、基準設定主体および各
国職業団体が議論や調査活動を行っているわけですが※ 4、
将来の監査を展望する一つの答えとして、英国勅許会計士

※3 本稿では詳しく取り上げませんが、わが国でも、日本公認会計士協会が2016年3月にIT
委員会研究報告第48号『ITを利用した監査の展望～未来の監査へのアプローチ～』を
公表しています。

※4 IAASBは2016年9月1日、ADAがもたらす影響について、学術研究の成果のみならず、
多様な利害関係者に対して意見を求めるプレスリリースを公表しています（http://www.
ifac.org/news-events/2016-09/iaasb-working-group-seeks-input-growing-use-data-
analytics-audit）。

基準設定主体または各国職業団体 ADAに関する活動

国際監査・保証基準審議会
（International Auditing and 

Assurance Standards Board: IAASB）

・2015年6月の会議よりData Analytics Working Group（DAWG）が活動開始、以降、四半期ごとの会議においてデータ
アナリティクスをアジェンダとして議論

・今後は、討議資料といった何らかの公表物を出し、基準設定等の活動を検討する予定

アメリカ公認会計士協会
（American Institute of Certified 

Public Accountants: AICPA）

・2015年に報告書（“Audit Analytics and Continuous Audit, Looking Toward the Future”）を公表
・2015年よりRutgers Business Schoolと産学協同の Rutgers AICPA Data Analytics Research Initiativeプロジェクトを

立ち上げ研究活動、毎月会議開催

英国勅許会計士協会
（Institute of Chartered Accountants of 

England and Wales: ICAEW）

・2016年に報告書（“Data Analytics for External Auditors, International Auditing Perspectives, an International 
Accounting, Auditing & Ethics Initiative”）を公表

カナダ勅許プロフェッショナル会計士協会
（Chartered Professional Accountants 

Canada: CPA Canada）

・14名のメンバーから成るAudit Data Analytics Committee （ADAC）を立ち上げ、調査研究
・2016年6月に報告書（“Audit Data Analytics Alert, Audit Data Analytics”）を公表

表1：ADAに対する国際的取り組み（出所：筆者作成）

Q2

Q1

49PwC’s View — Vol. 05. November 2016



その他

協会は次のような見通しを示しています：
「2026年の監査は現行の監査手法と新しいツールとを組

み合わせたものになるかもしれない」（ICAEW 2016, 26）
ここでいう「現行の監査手法」とは、端的にいえば、「サン

プリング（試査）」と「監査リスク・アプローチ」の 2つを特徴と
するものです。今日のように、経済発展とともに大規模な企
業やグローバルに事業展開する企業が出現し、取引が複雑
化し、さらにはコンピューターの普及に伴い会計システムに
IT技術が導入された時代には、監査対象となるデータは複
雑、膨大、かつデジタルという属性を帯びてきます。こうな
ると、かつてデータが単純、少量、かつアナログであった時
代とは打って変わり、監査人が全取引に関する全データを
一件ずつつぶさに検証し、監査証拠を集めていくことはもは
や不可能です。

そこで、1980年代半ば頃より実務で登場したのが現在の
監 査 手 法で す 。そこで は 、推 論（ r e a s o n i n g ）や 統 計

（statistics）の考え方を援用してデータの母集団から一部を
抜き出すサンプリングに依拠して監査証拠が収集されます。
また、制約ある監査資源をいかに配分すれば財務諸表上の
重要な虚偽表示を有効かつ効率的に検出できるかを考慮し
て開発された監査リスクアプローチに基づき、財務諸表に
重要な虚偽表示が含まれるリスク（監査リスク）を固有リス
ク、統制リスク、発見リスクの観点から評価し、リスクに対応
した監査手続を計画・実施することにより十分かつ適格な監
査証拠の収集が指向されます。

他方、上でいう「新しいツール」については、各会計事務
所が自ら研究開発したり外部より技術購入したりして独自色
を出そうとしているところです。この点、PwCあらた有限責
任監査法人においては、新ツールの一つとして Halo for 
Journalsという自社開発ツールが導入されています（図 1）。
これは、従来利用していた仕訳分析ツールを分析の柔軟性
と視覚化の点でバージョンアップさせたもので、データさえ
あれば全取引の仕訳データを日付や金額、入力者といった
項目ごとに分類し、グラフや図により一目瞭然に視覚化する
ことができます。同ツールを利用することで監査チームは、

臨機応変に条件を設定し、仕訳データを特定条件でフィル
ター掛けできるほか、グラフや図から異常値や外れ値となっ
ているものを容易に見てとり、重点的に検証すべき仕訳
データを識別しやすくなることが見込まれます。

では、「現行の監査手法」と「新しいツール」とを組み合わ
せた将来の監査では何が変わりそうでしょうか。上述のとお
り、現行の監査は、取引の 100%検証は不可能であるとの前
提のもと、サンプリングや評価リスクに依拠した手続きで行
われています。しかし将来利用可能となるデータやツール
次第では当該前提は崩れ、分析対象データをサンプリング
で抽出する必要がなくなるどころか、これまでは分析対象と
していなかったデータにまで分析対象を拡張させることに
よって、監査リスクアプローチの要であるリスク評価の精度
を向上させるといった可能性が拓けるかもしれません。

3 ADAの利用で期待される効果と課題

技術進歩によって拓かれるさまざまな可能性は、会計事
務所のビジネスにとって望ましい効果を発揮することが期待
されますが、同時に、複数の課題をも突きつけることになり
そうです。ここでは、より具体的にイメージしていただけるよ
う、PwCあらた有限責任監査法人がもつ二つのサービスラ
イン―アシュアランス業務およびアドバイザリー業務―に即
して、ADAがもたらす効果と課題について考えてみたいと思
います（図2）。

ADAの利用

監査の効率性＆
監査品質の向上

ビジネスチャンス
の拡大

アシュアランス アドバイザリー

クライアント企業や企業が
置かれた状況をより理解する

リスク評価の向上

クライアント企業や企業が
置かれた状況をより理解する

非監査業務の受注

識別したリスクへの対応
（内部統制評価テスト／実証手続）

証拠に基づく信念の形成
＆監査意見の表明

・ 企業にとって有益なビジ
ネス洞察の獲得

・ 企業と定期的かつ容易
にコミュニケーション

監査基準への
準拠性の問題

実務適用上
の問題

非サンプリング
リスクの問題

監査人の
独立性の問題

課題

効果

図1：Halo for Journalsのモノクロイメージ （出所：http://halo.pwc.com/）

図2：ADAの利用で期待される効果と課題（出所：筆者作成）
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ADAの利用で期待される効果

ADAの利用により多様かつ膨大量のデータ分析が可能と
なり、クライアント企業や企業が置かれた状況をより理解で
きるようになると、アシュアランスとアドバイザリーの両業務
で好転的効果が期待されます。

まずアシュアランス業務では、クライアント企業に対する
より深いビジネス理解はリスク評価の向上に結び付くと考え
られます。上述の Halo for Journalsを例にとると、企業が
行った取引の全仕訳データを分析することにより、少量では
あるもののリスクの高い取引やしかるべき権限を有してい
ない人物が入力した仕訳等を把握し、そこから誤謬や不正
のリスクを細やかに識別することができれば、監査人はそれ
に対応した監査手続きを計画することができるかもしれませ
ん。また監査手続きを実施する局面においては、内部統制
のどこに脆弱性があるのかを視覚化しながら確かめ、実査
や質問等の実証手続きを行うべき項目を絞り込んで重点的
に検証することにより、十分かつ適格な監査証拠に基づく信
念形成および監査意見の表明が、ひいては監査品質の向上
が達成されるかもしれません。しかも、一連の作業を高速処
理できるツールがあれば、ADAは監査の効率性をも同時達
成することになり得ます。

次にアドバイザリー業務では、クライアント企業に対する
同様のより深いビジネス理解が企業にとって有益なビジネ
ス洞察の獲得につながり得ます。例えば、経営者が把握し
ておくべきビジネス上のリスクは何か、現在のプロセスやシ
ステムにどこか遅延や重複等の非効率はないか、人為的ミ
スが発生しやすい領域はないか等、ADAはこれまで気付け
なかったさまざまな気付きをもたらしてくれる可能性があり
ます。また、それら気付きを視覚化してくれるツールがあれ
ば、企業と会計事務所との間でより円滑なコミュニケーショ
ンが可能となり、迅速かつ的確な解決策の提案といった高
品質のサービスの提供が可能となるかもしれません。ADA
がもたらす一連の可能性は非監査業務に対するニーズを高
め、会計事務所にとってはビジネスチャンスの拡大につなが
り得ることが期待されます。

ADAにより監査人が直面し得る課題

しかしながら、ADAがもたらすのは効果ばかりではありま
せん。特に、監査・証明業務（アシュアランス業務）を主たる
業務とする会計事務所は、現状考えられる限りでは少なくと
も以下、4類型の課題に直面することが予想されます。

第 1の課題は、監査基準への準拠性の問題です。監査の
結果を伝達する監査報告書には、監査が「一般に公正妥当
と認められる監査の基準（以下、監査基準）」に準拠して実施
された旨が記載されます。しかし現行の監査基準は、ADA
を利用した監査に対応する基準とはなっていないのが実情

です。例えば、現行のサンプリングを前提とする監査基準
は、監査の過程において何らかの異常（exceptions）が検出
された場合には、それら全てに対応することを求めていま
す。しかしADAにより膨大量のデータ分析が可能になると、
時に何千もの異常が識別されることがあり得ます。その大半
は、単に金額や数量が大きかったり小さかったりするだけで
真の異常ではないかもしれません。識別された異常をいか
に評価し、対応の優先順位をつけるべきかは研究上の課題
であり、現行の監査基準をいかに改訂するかという課題は
国際監査基準の設定主体であるIAASBでも議論の遡上にの
ぼっています。また、この問題は監査基準に照らして実施さ
れた監査業務の質を評価する規制監督当局にとっても重大
な関心事であるはずです。

第 2の課題は、実務適用上の問題です。ADAの利用に関
して少し考えを巡らすだけでも、（1）膨大量のデータをいか
に入手、処理、かつ保管するか、（2）複数の法域にまたがっ
て監査を実施する場合、法制度の違いによるセキュリティー
やプライバシーの問題にいかに対応するか、（3）データサイ
エンティスト等のスキルある人材を十分に確保できるか、

（4）自社開発であれ外部購入であれ、テクノロジーを過信す
ることに危険性はないか、（5）分析対象データの完全性、正
確性、信頼性をどのようにして確かめればよいのか等、一筋
縄ではいかない複数の問題が浮上します。

第 3の課題は、非サンプリングリスクの問題、言い換えれ
ば、監査人がサンプルサイズとは関係ない「何らかの理由」
により誤った結論に達してしまうリスクの問題です。ADAに
よりサンプリングが不要になり、結果的に監査品質が向上す
るかもしれないとはいえ、実は、これまでに発生した監査の
失敗の多くはサンプリングとは別の理由で起こっています。
例えば、監査人が証拠に基づく信念形成・改訂を誤ったり、
会計基準や監査基準の解釈や適用を誤ったり、こうした分
析や判断の質にかかわる領域はテクノロジーの台頭により
いかに高度のツールが利用可能になったとしてもなお残る
領域であり、職業的専門家としての判断（profess ional 
judgment）の質は依然重要であり続けると考えられます。

第 4の課題は、監査人の独立性の問題です。ADAはその
潜在的可能性から会計事務所が提供できるサービスの派
生・拡張をもたらすことが予想されます。しかしながら、非
監査業務の拡大は、当該業務からの報酬のために経営者と
監査人との間になれ合いがあるのではないか、監査業務で
の妥協があるのではないかといった外観的独立性の低下に
つながる可能性があります。また、たとえクライアント企業
からニーズがあったとしても、提供するサービスの内容に
よっては精神的独立性の問題に触れる可能性もあります。
例えば、クライアント企業の経営者が、監査人が実施した
ADAの結果を期中に要求してきた場合はどうでしょうか。あ

その他
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る監査人はインタビューのなかで次のように述べています：
「私たちは経営者の協力なくしては ADAを実施できません

が、同時にADAは経営者の期待をかき立てずにはいられな
いのです。問題は、私たちが発見したものを経営者が知りた
いと求めてきた場合です。私たちがADAで得た洞察は監査証
拠の一部なのであり、もともとは経営者の協力なしには得ら
れなかったものであるとはいえ、経営者にそれをフィードバッ
クすることは往々にしてできないのです」（ICAEW 2016, 13）

経営者が監査人から得たADAの結果を監査完了前に、内
部統制の整備・運用やビジネス上の意思決定に利用してし
まった場合には、それらを事後的に検証することになる監査
人は自己監査や二重責任の原則に抵触してしまう恐れが出
てきます。こうした基準や規則には明確に定められてはいな
い微妙な関係や状況こそが、監査人の独立性をいつの時代
も監査において最も難解な問題としている理由です※5。

4 おわりに

近年、ビジネスの複雑性や企業報告におけるテクノロ
ジー利用の高まり、開示情報の多様化といった企業側での
変化に伴い、監査業界は変化を迎えようとしています。これ
がテクノロジーをより利用した監査、すなわち、ADAへの高
い関心へと結び付いており、ADAについては目下、国際的
議論が進展中です。ADAは従来の監査手法と全く異なるも
のではありませんが、ADAの開発、投資、利用に対する一層
の取り組みは、競争を増しつつある監査市場において、会
計事務所が監査業務でも非監査業務でも成長し、より高品
質のサービスを提供するための切り札となり得ます。

ADAがもたらす効果は会計事務所にとってもサービスの
提供を受ける企業にとっても非常に魅力的ではありますが、
同時に、ADAは新たな実務適用上の問題を生じさせるほ
か、ADAを利用してもなお残る監査上の問題があることを
承知しておかなければなりません。ビジネスを取り巻く環境
の変化に手をこまねいてはいられませんが、公益に資する
監査プロフェッションとして、会計事務所は ADAにより直面
する課題についても幅広い視点から慎重に関心を払ってい
く必要があると思われます。

監査業界の最新動向をご紹介する本稿が、監査人のみな
らず、経理担当者、内部監査担当者、経営者、統治責任者
ほか、財務報告のサプライチェーンに広く携わる皆さま方
に、何らかのお役立ちする示唆があれば幸いです。

※5 2001年に発覚したEnron Corp.の不正会計とArthur Andersen LLPによる監査の失敗
事例はまさに、先駆的な監査手法、非監査業務の提供、および監査人の独立性との間
の微妙かつ危うい関係を物語っています (亀岡恵理子. 2015.「Enron監査の失敗事例の
再検討：『監査判断の独立性』の侵害を示唆する行為を識別する試み」『産業経営』51: 
47-73)。
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公認会計士 トピックス
第1回 公認会計士の信頼の確保への取組み①

1
公認会計士による
監査を取り巻く昨今の状況

公認会計士は、監査および会計の専門家として、独立し
た立場において財務書類その他の財務に関する情報の信頼
性を付与することを主な生業とする職業的専門家です。公
認会計士になるには、公認会計士試験に合格した後、所定
の実務経験等を経る必要があります。

財務諸表監査業務は、試験に合格して国家から資格を付
与された公認会計士の独占業務であり、法に守られた業務
であるともいえるのですが、一方で、昨今の会計不祥事を見
抜けなかった事案が報道されるにつれ、公認会計士の存在
意義、会計監査の在り方に対してもいろいろな意見が交わ
されているところです。

このような状況を踏まえ、金融庁では 2015 年（平成 27
年）8月に「会計監査の在り方に関する懇談会」を設置し、有
識者等による議論を経て、2016年（平成 28年）3月に「会計
監査の在り方に関する懇談会 -会計監査の信頼性確保のた
めに」が公表されています。

一方で、日本公認会計士協会（以下「JICPA」）は、本来的
な機能として、こうした公認会計士の信頼性を確保し続ける
ための機能を有し、そのための取り組みを継続的に行って
きました。以下、今号より2回にわたり、信頼性確保のため
の JICPAの機能（自主規制機能）および取り組みについてご
紹介します。

2 JICPAの取組み

JICPAは、日本における唯一の公認会計士による同業者
団体です。単なる同業者団体ではなく、公認会計士法の定
めによる特別民間法人（特別の法律により設立される民間法
人）です。

JICPAは、公認会計士法において、「公認会計士の品位を
保持し、第二条第一項の業務（編注：「監査業務」をいう）の

はじめに
　昨今は一般の企業の作成する財務情報のみならず、地方
公共団体、非営利法人、社会福祉法人などの財務情報に対
する信頼性の担保が求められており、公認会計士に対する
期待は一層高まっているところです。
　一方で、新聞紙上をにぎわせている企業不祥事などの発
生に関連して、会計監査の在り方についても議論がされて
います。これを受けて公認会計士業界も、「会長通牒」の公
表、「特別レビュー」の実施など、信頼回復に向けて一層の
努力を重ねています。
　今号より、読者の皆さまに公認会計士という職業をよりご
理解いただくとともに、社会への貢献に取り組む公認会計
士および関係団体の活動状況をお伝えすべく、「公認会計士
トピックス」を連載いたします。
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改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する
事務を行い、並びに公認会計士等の登録に関する事務を行
うことを目的とする」とされています（公認会計士法第 43条
第2項）。

JICPAは、こうした目的に従い、会計プロフェッションの自
主規制団体として透明性と中立性を持った組織運営を行っ
ています。

3 JICPAの自主規制機能

上述の目的に従い、JICPAは自らで公認会計士業務の質
的な水準を維持し、向上を図っていき、社会的な信頼を確
保し続けるために、自主規制の取り組みを行っています。具
体的には、JICPAは、下に掲げるようなそれぞれの取り組み
を行っています。

（１） 職業規範の整備
（２） 継続的専門研修制度
（３） 品質管理レビュー制度
（４） 監査業務審査、規律調査制度
（５） 綱紀審査制度

（1）職業規範の整備

JICPAは、会員である公認会計士が遵守すべき職業倫理
に関する規範、公認会計士業務を実施するに当たって遵守
すべき実務指針やそれらを適用するに当たっての留意点、
具体的な適用方法の例示などの整備を行っています。また、
これらの情報の提供、周知のための施策を行っています。

①職業倫理に関する規範の整備
職業倫理に関する規範は、法令および協会が規定する

「倫理規則」、「独立性に関する指針」および「利益相反に関
する指針」等（以下「倫理規則等」）により規定されています。
これらの倫理規則等は、国際会計士連盟（IFAC）の国際会計
士倫理基準審議会（IESBA）が策定しているCode of Ethics 
for Professional Accountants（IESBA倫理規程）を基に、
わが国の公認会計士法等の法令や、わが国に以前から存在
した倫理関係の規定等を考慮して作成されています。

②実務指針等の整備
JICPAは、監査基準や会計基準に従って、業務上必要な

実務指針を策定しています。
JICPAが作成する実務指針は、監査基準や会計基準その

ものではありませんが、「一般に公正妥当と認められる監査
の基準」や「公正な会計慣行」を構成するものであるとされて
います。このような実務指針は、JICPAの会員である公認会

計士を拘束するものであるとともに、監査を受ける企業に
とっても、企業会計の実務や監査の実務にも影響を与えるこ
とがあります。

JICPAの会員である公認会計士が従事する業務は、一般
企業の会計監査のみならず、地方自治体や学校法人などの
公的な機関に対する監査など多岐にわたることから、JICPA
では、それぞれの分野ごとに「委員会」を組成し、各分野の
理論および実務の調査研究を行い、実務指針を委員会報告
として公表し、監査･会計の実務に供しています。

③情報の提供、周知のための施策
これらの倫理規則、実務指針などを周知させるため、分野

ごとに「協議会」を設置し、会員である公認会計士に対する
周知を図っています。また、JICPAでは各種相談窓口を設置
し、個別の問題に対応しています。

（2）継続的専門研修制度（CPE）

公認会計士としての資質の維持・向上および公認会計士
の監査環境等の変化への適応のために、JICPAでは、会員
である公認会計士に対して研修を受講することを義務付け
ており、この研修のことを継続的専門研修制度（CPE）と言い
ます。

具体的には、JICPA主催の研修会への参加や自己学習・
著書等執筆・研修会等講師等により、会員に当該事業年度
を含む直前3事業年度で合計120単位以上（1単位＝1時間
程度の学習）の CPE単位を履修することを求めています。ま
た、履修すべき単位の中に、表 1に掲げる必須科目を所定
の単位数含めることを求めています。

表1：継続的専門研修制度で求める毎年毎の科目別単位数

職業倫理に関する研修 2単位

監査の品質及び不正リスク対応に関する研修 注1

（うち不正事例に関する研修）注2
6単位

（2単位）

税務に関する研修 2単位
注1） 法定監査業務に従事する会員のみ
注2） 昨今の不適切な会計処理への監査人の対応力の強化を図ることを目的として2016年度

（平成28年度）から追加

公認会計士は、特別の事情がない限り年間平均 40 時間
程度を自己研さんのために充てることが求められています。
JICPAは、継続的な研修の履修義務を果たさない会員の氏
名を公示したり、金融庁に対してそのような会員への懲戒を
請求したりすることがあります。（つづく）

　

その他
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書籍紹介

書籍紹介

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）

投資ストラクチャーの税務　
（八訂版）
（2016年2月25日）

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

（税務経理協会／ PwC税理士法人編）

退職給付会計の実務マニュアル
─基本・応用・IFRS対応

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

（中央経済社／ PwCあらた監査法人編）

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）

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

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

（大蔵財務協会／ PwC税理士法人編）
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『監査品質に関する報告書』
『アニュアルレビュー2016』のご案内

監査品質に関する報告書
～ Transparenc y Repor t 2016 ～

近年、会計監査の透明性向上が求められていることを

踏まえ、私たちの会計監査の品質に対する継続的な取

り組みをより積極的に説明するため、昨年に引き続き、

2016年秋に『監査品質に関する報告書～ Transparency 

Report 2016 ～』を発刊しました。

本報告書において私たちは、高品質の監査を支える人

材、監査アプローチ、そして監査におけるテクノロジー

の活用について詳細に紹介しています。加えて、こうし

た取り組みの結果を示すため、PwC内部の有効性レビュー

および外部機関による検査等の結果、さらには発見され

た要改善事項に対する根本原因分析に関しても記載して

います。

アニュアルレビュー2016
当法人は高品質の監査を提供することを最優先課題と

しつつ、会計監査を超えた幅広いサービスを通じて、ク

ライアントやステークホルダーの期待を超える「企業価値

創造への貢献」を実現することにも努めています。

私たちは2013年より、このような当法人の取り組み

と実績を紹介するアニュアルレビューを発刊しています。

2016年秋に最新となる『アニュアルレビュー 2016』を

発刊しますが、今回は監査業務品質の詳細については前

述したTransparency Reportに記載し、アニュ アルレ

ビューでは、より幅広い視点から当法人のビジョンや取

り組み、実績を紹介しています。
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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。

グローバルフィンテックレポート
─曖昧になる境界：フィンテックは
　金融業界をどのように形成するか

（2016年7月）
従来型金融機関はビジネスの 4 分の 1
をフィンテック企業に奪われると危惧。
46カ国 544 名の金融業界関係者および
フィンテック企業より得た調査結果から、
フィンテックが金融業界に及ぼし得る影
響や業界の今後について分析した報告
書です。

監査委員会　優れた実務シリーズ～
GAAPかnon-GAAPか？
SECが動向を注視

（2016年8月）
企業によるnon-GAAP財務指標の開示が拡大す
る中、SECなど証券監督当局によるモニタリング
が強化されています。このような状況を踏まえ、
監査委員会が知っておくべき留意点や監査委員
会に求められる役割について解説します。

Total Retail 2016
求められているものは、革命

（2016年8月）
世界 5 大陸 25カ国・地域の 2 万 3,000 人のオン
ライン買い物客を対象に実施した 2016 年度の
PwC世界トータルリテール調査（PwC Global 
Total Retail Survey）では、小売業の次なる革命
として8つの動向があることを明らかにしていま
す。

経済犯罪実態調査 2016（グローバル翻訳版）

経済犯罪─リスクに対する焦点を変える
（2016年8月）

世界 115カ国 6,337社から回答を得た PwCの「経
済犯罪実態調査 2016」によると、経済犯罪の被
害に遭った企業の割合は全体の 36％でした。サ
イバー犯罪は増加が続いておりランキングの 2
位に上昇しました。

ガバナンスを考える：
CEO後継者計画について

（2016年8月）
CEOの後継者計画について、世界の上場会社上
位2,500位を対象とした調査結果に基づき、最近
のトレンドを紹介します。

Risk in review
─長期間にわたり戦い抜くために

（2016年8月）
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と
ることの重要性について言及しています。このバ
ランスを保ち、高めていくことが企業を持続的な
成長へと導くと説明しています。

プロキュアメント4.0 ― デジタル革命
への準備はできているか？

（2016年7月）
インダストリー4.0の最先端技術とデータ管理が
調達の戦略および効果を定義づけたのが、「プ
ロキュアメント4.0」という新たなコンセプトであ
る。本レポートでは、このコンセプトが調達のバ
リュープロポジションにもたらす影響を検討する
必要性を説明し、それらの影響に対して適切に
対処するために必須となる組織変化に対し、企
業がいかに適用していくべきかを明らかにする
フレームワークを提案する。

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

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

RPAによる次世代の
オペレーションエクセレンス

（2016年8月）
ロボティック・プロセス・オートメーショ
ン（RPA）が労働力にもたらす業務変革
とは？硬直化したオペレーションへの
RPA導入を成功させるには、従業員を巻
き込んだ社内の組織や文化の変革が必
要です。

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、
特徴のあるケーパビリティーを構築・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。

（2016年9月1日現在）
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詳細はWebをご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html

アジア太平洋地域における
ファンドパスポート構想
全体像と各国ファンド業界の概況

（2016年7月）
アジア太平洋地域では、アジア地域ファンドパス
ポート（ARFP）、ASEAN CIS フレームワーク、中
国・香港ファンド相互承認制度（MRF）といった
ファンドパスポート構想が実現しつつあります。

規制強化の潮流
世界中で高まりを見せる
贈収賄防止運動

（2016年7月）
贈収賄取引に対する規制当局の不正防止の要求
レベルは高まっています。企業は、実際に摘発
された場合の影響を十分に考慮したうえで、当
局が要求するコンプライアンス要件に戦略的に
対応する必要があります。

取締役および投資家向けインサイト　
取締役会の構成　～最近の潮流～

（2016年7月）
「取締役および投資家向けインサイト」では、取

締役会の構成に対する取締役と投資家の見解を
概説し、取締役会の刷新に関する重要課題を明
らかにしています。

From urbanization to aging society
─Lessons from Japan

（2016年7月）
本レポートは、途上国都市の都市課題の解決に
貢献するとともに、日本のインフラ輸出を促進
するきっかけとなる日本の都市ソリューションの
ポートフォリオを紹介する英語レポートです。

インダストリー4.0：
デジタルエンタープライズの構築

（2016年7月）
本報告書では、インダストリー4.0に代表される
デジタル化をけん引するテクノロジーの移行の
現状に関する分析とともに、企業にとってインダ
ストリー4.0に代表されるデジタル化を成功させ
るためのステップと考慮されるべき必要な戦略
についても概説しています。

新しいトリプルA経営への道筋
サステナビリティ＋レジリエンスが
生み出す企業の成功法則

（2016年7月）
従来の CSRを超えた戦略性の高い社会・環境
問題へ対応、つまり「コーポレートサステナビリ
ティ」と、柔軟な適応力を発揮するための「組織
的なレジリエンス」を高める3つの原則、新しいト
リプルAが求められています。

新たなレンズを通してビジネスを考える
CEOはサステナビリティを
どう捉えているか

（2016年7月）
PwCが実施した第 19回世界 CEO意識調査の結
果は、企業のサステナビリティ（持続可能性）に
関する問題について、企業の CEOがどのように
考え、そしてそれをコアビジネスに組み入れよう
としているか示しています。

日本における株主アクティビズム
─アクティビストの戦略から学ぶ
　株主価値向上と防衛策

（2016年7月）
アクティビストが日本で大々的に成功を収めると
信じるか否かは別として、アクティビストの視点
から自社の事業を捉えることは有益です。

グローバル エンタテイメント＆
メディア アウトルック2016-2020

（2016年7月）
PwCの年次調査「グローバル エンタテイメント
＆メディア アウトルック」は 17年間にわたり、広
告収入と消費者支出の動向を中心に、専門家に
よる解説とインサイトを提供してきましたが、今
年からは strategy+businessと協力して今後の予
測と鋭い考察をお届けします。

2016年内部監査全世界実態調査
リーダーシップの重要性：利害関
係者の高まる期待に応えるため内
部監査の「真北」を目指して進む

（2016年7月）
PwCの第 12回内部監査全世界実態調査
は、世界中の約 1,700名の内部監査部門
長や利害関係者に調査した結果をとり
まとめたものです。内部監査のリーダー
シップと組織への価値貢献とは相関関係
にあることが分かりました。

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

担当国・地域 写真 担当者名 電話番号 E-mail

アジア太平洋

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

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

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

韓国 福原 智之 Tomoyuki Fukuhara +82-2-709-4066 tomoyukifukuhara@samil.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

欧州・アフリカ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

南アフリカ 齊藤 賢一 Kenichi Saito +27-31-271-2034 saito.kenichi@za.pwc.com

米州

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

米国 顧 威（クウ ウェイ） Wei Ku +1-646-471-2946 wei.ku@us.pwc.com

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

ブラジル 矢萩 信行 Nobuyuki Yahagi +55-11-3674-3724 nobuyuki.yahagi@br.pwc.com
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福岡事務所開設のお知らせ

　2016年10月1日に、PwCあらた有限責任監

査法人（東京都中央区、代表執行役：木村 浩一

郎）は、福岡事務所を開設いたしました。

　東京、大阪、名古屋に次いで4番目に開設さ

れる事務所であり、JR博多駅に直接つながる便

利なロケーションとなります。

　福岡県をはじめとする九州地方、および中

国・四国地方の皆さまに対して、よりきめ細や

かなサービスを提供すべく体制を強化し、貢献

できるように努めてまいります。

■ PwC あらた有限責任監査法人　福岡事務所

所在地：〒 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 JRJP 博多ビル 4 階
業務開始日：2016 年 10 月 3 日
※現在の連絡事務所は、こちらに移転となります。

“Inform” へようこそ

IFRSに関するPwCの総合情報サイト
Informの詳細はPwC's View第4号48、49ページを参照ください

http://inform.pwc.com

Informの便利機能　　　　　　  を紹介します。

▶IFRSの主要な基準に対応する個別ページ

▶下記を含む情報を集約

 ● 基準書（日本語版）

 ● PwC IFRSマニュアル

 ● 関連する解説資料

 ● IFRSサイバーラーニング

特定の基準に関連するIFRS情報を

効率的に探すことができて、非常に便利です。

Topic pagesのカーソルをクリック

参照したいトピックスをクリック

Topic pages

お知らせ
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PwCあらた有限責任監査法人 
〒 104-0061
東京都中央区銀座 8-21-1　住友不動産汐留浜離宮ビル 
Tel：03-3546-8450 　Fax：03-3546-8451 
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