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2017年 1月、米国でトランプ政権が発足して半年以上が経過しました。トランプ

政権発足後、当初の公約を具体的な政策に示していく過程でさまざまな議論がさ

れ、米国の政策そのものが不安定な状況を見せている状況です。その点で、今後

米国がどのように舵を切っていくのかによってさまざまな影響が生ずる可能性があ

ります。

本号では、「米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応」を特集として、いくつか

の視点からの考察を試みます。まず、「米国トランプ政権による日本企業への影響

－アップデート」で全体のリスクの所在を概観的に検討します。続いて、「米国税制

改正の行方」として、トランプ政権が目指す税制改正が成立した場合の具体的なリ

スクについて解説します。さらには、「トランプリスクに立ち向かうメキシコ自動車産

業」においては、トランプ大統領のターゲットにされたメキシコにおける現地の状

況、特に日本経済とも関連の深い自動車産業における対応状況を現地駐在員から

のレポートとして紹介します。最後に「Value Chain Transformation：ビジネスと税

務の複合的な視点でのサプライチェーンの最適化」において、このような状況下で

検討すべきサプライチェーン構築の進め方について考察します。

掲載していますそれぞれの記事は2017年6月末現在の状況を可能な限り反映さ

せたものですが、多分に不確実性をはらんでいますので、本号発行時点で状況が

一変するかもしれません。英国のブレグジットとともに米国トランプ政権のもたらす

「先進国リスク」について起こりうるシナリオを想定し、準備することが必要となるで

しょう。

特集

米国トランプ政権がもたらす
リスクへの対応
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PwCあらた有限責任監査法人
先進国リスク対応チーム
シニアマネージャー　舟引 勇

米国トランプ政権による
日本企業への影響－アップデート

1 トランプ政権による影響

①税制改革

法人税率引き下げなどを含む税制改革です。トランプ政
権となり、かつ、共和党が上下院で過半数議席を確保したこ
とで、税制改革への機運が高まっており、数十年ぶりの抜本
的税制改革となる可能性があります。2017年 4月26日、財
務長官と国家経済会議（NEC）委員長は、法人税率の 15％
への引き下げなどを求めるトランプ政権の税制改革基本方
針を公表しました。本基本方針では、現在の全世界所得課
税制度から領土主義課税制度への移行と、米国法人の国外
利得の一時本国送金課税も求めています。財務長官は、本
国送金課税の特定税率は議会との交渉テーマになるであろ
うと述べています。また、本基本方針では、7つの個人課税
税率区分を 10％、25％、35％の 3区分にすることや、基礎
控除の倍増、代替ミニマム税の廃止、遺産税の廃止、等を
求めています。本基本方針によれば、3.8％の純投資所得税
の廃止により、キャピタルゲインと適格配当に係る20％の
最高投資税率が復活することになりそうです。

本税制改革基本方針は、昨年（2016年）6月の下院共和党
税制改革ブループリントで、法人税率の20％への引き下げ、
国境調整仕向け地主義キャッシュ・フロー課税制度の導入な
どを提案していたのとは重要な点で異なっており、国境調整
税については言及がなされていません。具体的な内容につい
ては、米国税制改革のテーマで取り上げています（P11参照）。

②規制緩和・撤廃

これは医療費負担適正化法、いわゆるオバマケアの撤廃
を含む見直し、そしてドッド・フランク法などの金融規制を

はじめに
　グローバルに展開する日本企業を取り巻く環境が刻々と
変化しています。米国では2017年1月にトランプ政権が発足
し、半年以上が経過しました。欧州では英国の EU離脱通知
が 3月になされ、離脱交渉が開始されています。米国や英
国を中心とした先進国に対する不確実性のリスクが高まっ
ています。不確実性のリスクは、ある意味、政策の不確実性
と言い換えることができるかもしれません。
　 米 国で の 政 策 不 確 実 性 指 数 ※ 1（ 図 表 1）によりますと、
2016年米国大統領選挙時の当該指数が 1985年からの観
測以来、米国債格下げ、同時多発テロ事件、に次いで過去
3番目に高い値となっていました。この指数によれば、トラン
プ政権の誕生がリーマンショック以上の不確実性を及ぼし
ています。政策不確実性指数が高いのは投資や雇用などへ
の悪影響の前兆であるという研究※2があります。
　一方で、日 EU間 EPAの大枠合意が 7月になされ、TPP11
等の自由貿易の発展のため、日本企業としてもビジネスチャ
ンスがあるかもしれません。このような経営環境の変化に対
してレジリエントに対応していく必要があります。
　本稿では米国トランプ政権による日本企業の課題と対応
策について考察します。トランプ政権による影響は大きく4
つに区分されます。一つ目は税制改革、二つ目は規制緩
和、三つ目は通商・貿易、四つ目はインフラです（図表2）。さ
らに、「金融規制緩和」および「国内インフラ投資」の 2つの
テーマについて概説します。なお、本文中の意見に係る部
分は全て筆者個人の私見であり、PwCあらた有限責任監査
法人および所属部門の正式見解でないことをあらかじめお
断りいたします。

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

※1 経済政策の影響による先行き不透明感（不確実性）を示す指標（統計）をいいます。これ
は、スタンフォード大学のニック・ブルーム教授らが中心となって調査・開発されたも
ので、経済政策の不確実性に関する新聞記事の数、先（将来的）に控える税制の変更に
よる金額的影響度、エコノミストによる経済予想のバラツキ度合いの3項目から構成さ
れ、先行きの不透明感を示すものとなっています。

※2 “Measuring Economic Policy Uncertainty” Scott R. Baker, a Nicholas Bloom, and 
Steven J. Davisc（10 March 2016）
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緩和するという動きです。
まずオバマケア関連ですが、2017年 3

月に準備して法案を提出しようと試みる
も、可決の見込みが立たず、頓挫してし
まいましたが、2017年 5月、ついに、新
医療制度法案を下院で可決しました。上
院でも共和党は過半数を占めています
が、下院と比べてその差はあまり大きく
ないため、調整は難航するといわれてい
ます。

また、金融規制緩和の動きは、2017
年 6月ドッド・フランク法を全面廃止する
等の CHOICE法案が下院で可決されまし
た。一方で、トランプ政権発足後、2月に
大統領令により既存の金融規制見直しに
関する財務省長官による調査を指示した
のですがその報告書が 6月に提出されて
います。CHOICE法案および当該報告書の双方には相違点
もあり、今後の金融規制緩和の方向性はまだ不確実です。
金融規制緩和の動きについては後述します。

③通商・移民政策見直し

トランプ政権における通商政策は日本企業への潜在的影
響があります。まず 2017年 1月TPPからの離脱を表明。そ
して、2017年 5月に北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉
を行う意思を議会に示しました。ライトハイザー通商代表が
指揮を執り、この NAFTA見直し交渉が 8月から実施される
可能性があります。NAFTA見直しは、メキシコに進出してい
る自動車産業を中心とした日本企業が米国向けに輸出して
いる場合に、影響が出る可能性があります。NAFTA見直し
についての具体的な説明は、後述のメキシコ目線をテーマ
で取り上げていますのでご参照ください（P15参照）。

それ以外にも、トランプ米政権は安全保障を理由にした
関税引き上げなど新たな鉄鋼の輸入制限を検討しており、
これが実現すると他国からの報復措置の可能性もあり、鉄
鋼の供給過剰状態が解消されないなかでは日本の鉄鋼産
業にも影響が出てくる可能性があります。

④国内インフラ投資

米国トランプ政権は、今後 10年間にわたり、総額 1兆米ド
ルの国内へのインフラ投資の計画を掲げています。これは大
規模な投資となるものの、その財源の確保、そして、具体的
な計画がまだ明らかにされていないですが、これらは日本企
業にとっても投資機会に恵まれる可能性があります。インフラ
投資計画の内容が明らかになるのはまだ先になりそうです。

上記4つの課題以外にも、移民政策については目玉として
いたイスラム圏の市民や難民の入国禁止令が連邦裁判所に
差し止め命令を受け、一部修正した大統領令が再び差し止
められています。また、H1Bビザの制限など、人材確保にも
影響が出ています。

2 規制緩和（金融規制緩和アップデート）

規制緩和は米国トランプ政権による経済政策の中心をな
すものであり、規制緩和の対象の一つがドッド・フランク法
をはじめとする金融規制です。現状の金融規制は、銀行な
どに過度な負担を課しているという背景からトランプ政権が
規制緩和の目玉として最も注目している領域です。

そもそもドッド・フランク法とは、2010 年 7月、オバマ大

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

法人税率引き下げ
課税ベース拡大

規制の緩和・撤廃
（医療費負担適正化法、
ドッド・フランク法など）

通商・移民政策の
見直し 国内インフラ投資

共和党と共通の優先課題
現時点で明確な合意なし

図表2
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図表1：米国政策不確実性指数の推移

出所：http://www.policyuncertainty.com/index.html
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統領の署名により成立した米国の金融規制改革法であり、
過去米国で金融的投機がもたらした世界金融不安の発生の
再発を防ぐことを目的とした法律です。具体的には、ボル
カールールやシステム上重要な金融機関（SIFIs）の監視の
強化などがあります（なお、ボルカールールとは、ドッド・フ
ランク法の中核となる「銀行の市場取引規制ルール」のこと
です。銀行が自らの資金（自己勘定）で自社の運用資産の効
率を図るためにリスクを取って、金融商品を購入・売却また
取得・処分をすることを禁止しています。具体的には、米国
の銀行によるデリバティブや商品先物の取引を規制し、ヘッ
ジファンドなどへの出資も制限しています）。

金融規制緩和の動きについて説明しますが、実はトラン
プ政権成立前から存在していました。

（1） 2016年9月、米国共和党のヘンサーリング議員が米国下
院金融サービス委員会に規制緩和のための CHOICE

（Creating Hope and Opportunity for Investors, 
Consumers, and Entrepreneurs）法を提出して可決して
います。内容はドッド・フランク法によって導入された規
制の変更または廃止、規制当局に関する一部権限の廃止
または縮小、地域金融機関などに対する規制緩和などを
軸とする内容でしたが、議会の会期切れによりいったん廃
案となりました。

（2） 2017年 2月、トランプ政権発足後、大統領令を発行し、
既存の金融規制見直しに関する財務省長官による調査を
指示しています。

（3） 2017年 5月、公聴会を経て、上記（1）CHOICE法案の修
正案が下院金融サービス委員会により可決されました。
下院議会にて6月12日に賛成233、反対186、棄権11で
可決しており、トランプ政権の目指す金融規制改革のプ
ロセスが進んでいます。

（4） 2017年6月、（2）の大統領令に対する財務省報告の第1
弾が提出されました。

（3）の下院を通過した CHOICE法案の内容は、ボルカー
ルールの全廃や CFPBの事実上の解体を盛り込むなど、（4）
の財務省報告よりもさらに一歩踏み込んだものとなっていま
す。

ここでは現在上院で議論されているCHOICE法について
主な特徴をご紹介します。

①Too Big To Fail および（納税者による）ベイルアウトの終焉

大きすぎてつぶせない（Too Big To Fail）大規模な金融
機関に対する破綻処理制度を連邦破産法へ置き換えること
です。これは、現行の破綻処理制度がベイルアウト、つま
り、税金を用いた金融機関の救済をしているという批判が

背景にあります。もう一つは、FSOC（金融安定監督評議会）
に与えられている金融システムの安定性に影響を及ぼすた
めにFRB（連邦準備制度理事会）が監督すべき重要なノンバ
ンクを選定する権限を廃止するというものです。

②金融規制当局の説明責任の強化

金融当局に対し、提案する全ての規則について詳細なコ
ストベネフィット分析を行うことを義務付けるというもので
す。そして、FRBによる金融政策および金融監督における説
明責任の強化、さらにはストレステストの実施に関するFRB
の透明性と説明責任を強化するというものです。

③優良金融機関に対する規制緩和

優良な金融機関である適格金融機関（レバレッジ比率が
10％以上）に該当する金融機関を対象として、ドッド・フラン
ク法等の規制や破綻処理計画の提出を免除し、ストレステス
トの結果による配当制限が不要となるというものです。

④資本市場改革

CFTC（商品先物委員会）および SEC（証券取引委員会）が
策定した規制のレビューを行い、規制間の不一致を解消す
る必要があります。そして、商品取引法および証券取引所
法におけるグループ間取引の取り扱いについて、取引報告
やリスク低減措置等の一部要件を除いて規制対象外とする
といったものです。

今後の対策

今後の対策としては、上記のとおり、（3）CHOICE法案の
上院議会における議論がどうなるか、そして（3）CHOICE法
案と（4）の財務省報告の内容が必ずしも同一ではなく、規制
緩和の方向性には不確実性を伴うことに変わりはありませ
ん。まずは想定される金融規制の改変をもとに、自社が取り
うるオプションを明確にする必要があります。その上で、各
オプションについてビジネス戦略、リスク管理やコンプライ
アンスの観点から影響を検討し評価する必要があります。ま
た、金融規制の改変をモニターし対応するための部門横断
的なガバナンス体制をしっかりと構築し、将来の規制の変更
に対応していくことが求められます（図表3）。

　

3 インフラ投資（アップデート）

米国土木学会（ASCE： Amer ican  Soc ie ty  o f  C iv i l 
Eng ineers）によれば、構造的に欠陥のある橋が約 5 万
6,000カ所、危険度の高いダムが1万5,500カ所存在してい
るとのことです。またこれら以外にも学校や飛行場などの修

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応
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理が必要であり、合計約 4.6兆米ドル必要となると見積もら
れています（図表4）。  　

これらを修繕するために、まずトランプ政権は 1兆米ドル
を 10年間かけてインフラ投資をすると述べています。国内
経済への刺激策としては、大規模なものですが、そのうちど
の程度が民間部門による投資で賄われ、どの程度を新規の
追加的な政府資金によって賄われるかは執筆時点では不明
です。

PwCが実施した「世界 CEO意識調査」によれば、企業の成
長への脅威となる事項として、基礎インフラの欠如を非常
に懸念していると回答した CEOは 20％（米国内では 15％）
にとどまっていました。

しかし世界経済フォーラムでの年次グローバル競争力に
よれば、米国でのインフラへの不満は明らかであり、米国は
現在インフラ全体の品質が第 12位でした。これは道路、線
路、電力供給関連のランキングが低いことによります。

財源の内訳は不明

1兆米ドルのインフラ投資を実施するためには、1,670億
米ドルの株式投資が必要となり、その額の 82％相当の税額
控除があれば投資の誘因となるだろう、といわれています※3。

また、強制みなし配当課税によってもたらされる1,500億

米ドルの税収に期待する向きはあるものの、米国下院歳入
委員会のブレイディ委員長は、下院改正案（ブループリント）
では、強制課税による還流資金は全て税制改正に使う計画
であると述べています。

トランプ政権によれば、インフラ投資プロジェクトの費用
はプロジェクトにかかわる労働者や企業が支払う税金によっ
てほぼ賄われるとも述べています。

今後の対策

インフラについての今後のタイムラインが明らかではあり
ませんが、検討するに際して、今後注目するべき項目がいく
つかあります。

1.法案－議会が予算の決定権限を有することから、トランプ
政権もしくは法案作成段階での適切な提案をすることで議
会委員会での議論が進むと思われます。
2.優先プロジェクトリスト－仮のプロジェクトリストが 1月に
リークされましたが、全米知事協会※ 4はトランプ政権と包括
的なプロジェクトリストについて協議しているようです。当該

図表3：金融規制緩和に向けた動向

タイミング 規制緩和の動き 内容

① 2016年9月 CHOICE法提出（しかし、廃案となる） ボルカールールの廃止を含むドッド・フランク法の大幅見直し

② 2017年2月 大統領令の発行 既存の金融規制見直しに関する財務省長官による調査を指示

③ 2017年6月 CHOICE法再提出（6月下院通過） ボルカールールの廃止を含むドッド・フランク法の大幅見直し（①と同じ方向性）

④ 2017年6月 2月の大統領令にもとづく米国財務省レポートの公表 ボルカールールの要件緩和を含む既存の金融規制の大幅見直しを提唱

Surface Transportation 2,042

Electricity

Schools 870

934

Airports 157

Rail 154

Water/Wastewater Infrasctructure 150

Public Parks & Recreation 114

Levees 80

Dams 45

Inland Waterways & Marine Ports 37

Hazardus & Solid Waste 7

＄0 ＄500 ＄1,000 ＄1,500 ＄2,000 ＄2,500

■Estimates Funding
■Funding Gap

（Billions of USD, 2016-2025）

図表4：Public Infrastructure Needs

出典： ACSE

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

※3　“Trump Versus Clinton On Infrastructure” Wilbur Ross and Peter Navarro（27 
October 2016）

※4 National Governors Association、NGA。アメリカ合衆国において州政府と連邦政府と
の間で重要な公共政策に関して連絡協議する団体
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リストが発表されたときに、政府の意向が明確になるでしょ
う。 
3.民間投資の役割－海外留保金に対するみなし配当課税、
税額控除、私的活動債、官民連携（PPP）等さまざまなオプ
ション案が存在します。優先プロジェクトリストに再投資す
るような民営化の仕組みも考えられます。
4.新しい機関－財務長官が示したように大統領インフラ協
議会もしくはインフラ銀行か、そのような機関が資金調達、
承認、優先順位付け等を多くのこと現実的に実施することに
なります。
5.“Buy America”への意思決定－いわゆるメイド・イン・ア
メリカによる鉄鋼などの製品を追求する場合に、有利に働く
部分（短期労働）と不利に働く部分（高コストと時間の浪費）
が想定されます。当該ルールに対する意思決定によって、
政権の目標が明らかになり、事業者にとってどのように対応
準備すべきかの示唆となると考えられます。

インフラ投資計画は米国に大きな変化をもたらすことにな
ると想定されます。日本企業にとっても、このような計画は、
さまざまな業界（例えば、エンジニアリング、建設、アセット
マネジメント、交通、テクノロジー、エネルギー、製造など）
にわたり成長の機会を提供することになります。そして、こ
れらの案件機会に参画のため、官民連携（PPP）や民間によ
るインフラ投資の機会についての情報をアップデートし、評
価することが対策として考えられます。

舟引 勇 （ふなびき いさむ）

PwCあらた有限責任監査法人
先進国リスク対応チーム シニアマネージャー

『企業の医者的立場』にもなれる会計士に憧れ、大学在学中に公認会計士
を取得し、PwCあらた有限責任監査法人入社後、米国公認会計士（デラ
ウェア州）も取得。現在、先進国リスク対応チーム シニアマネージャー。
大手企業の監査業務の後、国内外の M&Aアドバイザリー業務に従事。
2013年〜2014年PwC英国コーポレートファイナンスに出向。
帰国後、先進国リスク対応（ブレグジットアドバイザリー及び米国トランプ対
応）チームの実務運営。
著書に「アジアM&Aガイドブック」他、コラム年間執筆や、大学講義や各種
講演会など幅広く活動中。
メールアドレス：isamu.funabiki@pwc.com

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応
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PwC税理士法人
国際税務サービスグループ
シニアマネージャー　小林 秀太

米国税制改正の行方

1 米国税制改革議論の概要

2016年大統領選挙の結果、共和党候補であるトランプ氏
が勝利し、かつ、共和党が上下院で過半数を確保したこと
で、従来のオバマ政権下で生じていた大統領と議会とのね
じれが消滅したこと、および、トランプ氏も共和党も非常に
野心的な税制改革のアジェンダを提案していたことから、抜
本的な税制改革の機運が高まったと考えられています。

税制改革議論の基本線として考えられてきたのは以下の
4つの案です。

① 2014 年キャンプ案…当時の下院歳入委員会議長である
デイブ・キャンプ氏（共和党）が中心となり、両党の合意を形
成する形で検討されていた案。税率減・テリトリアル税制導
入といった、国際的な潮流に沿った形での改革案が基本線
として議論され、法案ドラフトまで作成されたものの、特に
個人事業者や富裕層に対する租税負担の在り方について民
主党と共和党との折り合いがつかず、正式な法案提出には
至りませんでした。
② 2016 年共和党ブループリント…2016年 6月に共和党が
提案した税制改革素案で、キャンプ案を基礎として、さらに国
境調整を含む抜本的な改革（Destination-based Cash Flow 
Tax： 仕向け地主義キャッシュ・フロー税）を含めたもの。
③ 2016 年トランプ氏選挙時案…トランプ氏が大統領選にお
いて公約として提唱していた改革案。
④2017 年4月税制改革アウトライン…【資料】（P12）参照。

これらの提案における法人・国際税制関連の改正項目の
比較が図表 2（P13）です。主要な 4つの改革項目について、
以下の点を指摘することができます。

（1）基本線①…税率引き下げ　

米国の法人税率は連邦で 35％（州と合わせると約 40％）
と世界で最も高い水準にあります。例えば、2015年時点に

はじめに
　2017年 4月26日、米国トランプ政権は政権幹部（ムニュー
チン財務長官およびコーン経済担当補佐官）を通じて、税制
改革のたたき台となるアウトライン（以下、「税制改革アウト
ライン」。）を発表しました。税制改革アウトラインは、経済成
長と国内雇用拡大、税制の簡素化、個人および法人の大幅
減税を掲げ、税率の 15％への引き下げを含む複数の項目
を提唱する一方で、多くの点で詳細が含まれておらず、今後
の議論に委ねられる形となっています。
　さらに 2017年 7月27日、政権幹部および共和党首脳は共
同声明を発表し、国境調整導入の見送りを発表しました。
　トランプ政権は抜本的税制改正を2017年内に成立させる
ことを目標に動いており、政権幹部によると、議会の夏季休
暇が終わるまでに改正内容の詳細を発表する見込みとなっ
ています。本稿では、税制改革議論の概要と流れを俯瞰す
ることで、今後の税制改正の方向性について考察します。

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応
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1986年の抜本的税制改正以降の世界の税制の動向
1988-2017

テリトリアル税制を採用しているOECD加盟国

米国の法定税率（連邦＋州）とOECD加盟国平均税率（米国除く）との差異

28カ国

8カ国

15.2％

－5.7％

おいて米国の法定税率（約 38.9％）は OECD平均（23.75％）
に比べおよそ15％高い状況であり、米国企業の国際競争力
の観点から現行税制に対する批判が存在していました。

キャンプ案においては連邦法人税率の 25％へ段階的引き
下げが提示されていましたが、共和党ブループリント（以下、

「共和党 BP」。）においては 20％、トランプ案およびアウトラ
インにおいては15％への引き下げが提唱されています。

税率の引き下げに伴い大きな問題となるのが減税財源で
す。ムニューチン財務長官は、税率を15%まで引き下げたと
しても、減税による景気拡大による税収増により歳入減を賄
うことができると発言していますが、実際に正式な法案が提
出された際にどのような財政見積が行われるかは現段階で
不明であり、最終的な税率は今後の議論を通じて決まって
いくものと思われます。ムニューチン氏の発言は、GDP3％
成長が 10年間継続するという前提であることから、15％税
率まで引き下げるのは困難であるとの見方も多くあり、その
場合には、キャンプ案（25％）や共和党案（20％）といった数
字に近づくことになります。

（2）基本線②…テリトリアル課税の導入および既存の海
外留保利益への強制みなし配当課税

上記のとおり、米国の法人税制は高税率であることに加
え、全世界所得課税（海外子会社の利益を本国還流時に課
税）を維持しています。対してOECD諸国においては、テリト
リアル税制（海外子会社の利益を本国で免税）へと移行する
国が増加してきています（2015年時点において、OECD加
盟国で全世界所得課税を維持しているのはわずか 7カ国）。

テリトリアル税制にすでに移行した日欧の企業と比較する
と、米国企業が海外市場で稼得した利益に本国での税負担
が課されることから、米国企業の国際競争力の観点から現

図表1：1986年以降の世界の税制の動向

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

経済成長と米国雇用のための税制改革
米国史上最大の個人・法人減税

税制改革の目標
● 経済の成長と、巨大な雇用創設
● 複雑な税法の簡素化
● 米国の家族（特に中所得者層）に対する減税
● 世界で最も高い事業税率を、世界で最も低い水準へ

個人所得税
● 米国の家族（特に中所得者層）に対する減税
 ▶累進税率を現行の7段階から3段階（10％、25％および35％）へ
 ▶基礎控除額の倍増
 ▶子育ておよび被扶養者のいる家族への減税

● 簡素化
 ▶富裕層が主として恩恵を受ける減税措置の撤廃
 ▶住宅保有および慈善寄付にかかる所得控除の維持
 ▶代替ミニマム税（AMT）の廃止
 ▶相続税の廃止

● オバマケアによる3.8％の投資所得付加税の廃止

事業課税
● 事業に対する税率は15％
● 米国企業を同じ競争水準とするためにテリトリアル税制の導入
● 巨額の海外累積留保利益に対する一回課税
● 特定の集団に対する減税措置の廃止

今後の過程
5月を通じて、トランプ政権は利害関係者から意見を得るための機会
を設け、上下院と協働することで、巨額の減税を達成し、雇用を創設
し、米国の競争力を高め、かつ、上下院を通過しうる税制改正案の
詳細を作成する。

【資料】2017年4月税制改革アウトラインの内容（抄訳）

Sources: PwC, “Evolution of Territorial Tax Systems in the OECD,” April 2, 2013; OECD Tax Database, “Part II. Taxation of Corporate and Capital Income. Table II. 1. Corporate income 
tax rate: Combined Central and Subcentral”.
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行税制に対する批判が続いていました。
また、高税率の全世界所得課税のもとで、米国企業に対

しては海外利益を海外に留保したままにする誘因（ロックイ
ン効果）が強く働いています。ある統計によると、米国企業
による海外留保利益の累積額は 2013年時点で 1.7兆ドル、
2015年時点で2.6兆ドルといわれています。

こうした点を踏まえて、キャンプ案以降、日欧同様のテリト
リアル課税導入が提唱されてきています。また、海外子会社
の税務上の留保利益（E&P）の累積額に低税率で一括課税
を行うことで、利益還流の障壁を除去するとともに一定の歳
入を確保する強制みなし配当課税が併せて提唱されていま
す。テリトリアル課税導入は③を除く全てに含まれており、
また、強制みなし配当課税は①〜④全てに含まれているこ
とから、数あるアジェンダの中で最も実現可能性が高いもの
と考えられています。

なお、強制みなし配当の税率については、キャンプ案およ
び共和党 BP（8.75％または 3.5％、部分的な間接外国税額
控除適用の可能性あり）とトランプ氏選挙時案（10％）とで
は異なる税率を提唱していましたが、アウトラインでは明示
されておらず、今後の議論の対象とされています。

（3）国境調整

共和党 BPが提唱している国境調整とは、法人税でありな
がら消費税と同様の輸入課税・輸出課税の仕組みを導入す

る提案です。共和党 BPは、後述する課税ベース改革（減価
償却の即時損金化、支払利子損金不算入）と併せ、仕向け
地主義キャッシュ・フロー課税（Destination-based Cash 
Flow Tax）と呼ばれる新しい事業課税の仕組みを提唱して
います。

国境調整の仕組みを端的に表現すると、以下のとおりとな
ります。

① 輸出にかかる収益（例・輸出品の売上、海外ライセンシー
からの使用料受取）は益金不算入

② 輸入にかかる支払（例・輸入品の仕入、海外ライセンサー
への使用料支払）は損金不算入

支持者からは、米国の輸出競争力の強化、米国企業の海
外移転抑制、税収の確保といった理由が挙げられています
が、国内輸入業者に極めて大きな影響が及ぶこと、また、為
替市場における影響（ドル高調整の可能性）や WTOとの抵
触の可能性といった点から、トランプ政権発足以降、大きな
論議の対象となっていました。

結局、2017年７月27日、政権幹部らは共同声明を発表
し、影響につき多くの不明点（many unknowns）が残ること
から、国境調整の導入を見送ることとしました。共同声明
は、国境調整なしでも米国の国際競争力を高める税制改革
は実現可能であるとしています。

図表2：2017年4月26日税制改革アウトラインと従来の素案との比較（法人税関連）

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

項目 現行 2014年キャンプ案 2016年共和党BP 2016年トランプ氏選挙時案 2017年4月アウトライン
法人税

税率減

法人税率 35% 25%（5年間で段階的引下げ） 20% 15% 15%
パススルー事業体を通じて個
人が得る所得に対する課税

構成員の税率で課税
（個人最高税率は39.6%）

現行通り（構成員の法人・個人
税率で課税）

最大25% 最大15% 15%（配当時課税を含めた実
効税率は不明）

国際課税

外国子会社配当 益金算入（全世界所得課税）
＋直接・間接外国税額控除

95%益金不算入 100%益金不算入 言及なし テリトリアル課税導入
（100％益金不算入）

累積海外留保利益の
強制みなし配当課税

米国への配当およびみなし配
当時に課税

現金または類似の資産は8.75%
その他の資産は3.75%（8年間の延払い可）で課税

10%で一律課税 税率について今後協議

CFC税制（サブパートF） CFCの受動的所得、一定の関
連会社間取引から生じる所得
等（サブパートF所得）を本国
へのみなし配当として課税

新たにCFC課税の対象となる
サブパートF所得類型を創設

一定の受動的所得のみに限定 言及なし 言及なし

国境調整
（仕向け地主義課税）

なし なし あり 言及なし 共和党 BPそのままの形では導
入せず。修正の可能性につき
今後協議※

キャッシュ・フロー課税

減価償却 修正加速度償却法等により
減価償却

維持（一定の改正） 即時全額損金化（土地以外） 国内製造業者については、選
択により即時全額損金化＋純
支払利子の損金不算入を適用

言及なし

支払利子損金算入 発生時損金算入 維持（過小資本税制の強化） 純支払利子の損金不算入 言及なし
その他

国内製造活動にかかる
特別控除

適格所得の9%まで
損金算入可

段階的廃止 廃止 廃止 言及なし

R&D税額控除 適格R&D費用につき
20%税額控除可能

維持（一定の改正） 維持 維持 言及なし

代替ミニマム税（AMT） 個人等につき28%、
法人につき20%で課税

廃止 廃止 廃止 廃止

※2017年7月27日共同声明により導入見送り決定
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（4）国内課税ベース改革

共和党 BPは、減価償却を即時全額損金化すること（土地
を除く）、および純支払利子を損金不算入とすることを提案
しています。トランプ氏の選挙時案においても、国内製造業
者において選択により同種の取り扱いを認めることとしてい
ます。即時損金化は設備投資を促し、他方、純支払利子の
損金不算入は資金調達方法（負債と資本）との中立性を担
保するという狙いがあります。また、これらは先述した仕向
け地主義キャッシュ・フロー税（Destination-based Cash 
Flow Tax）の要素でもあり、導入により法人税の課税ベース
が所得から消費へと大きく近づくことになります。

アウトラインにおいては言及が行われておらず、詳細につ
いては今後の議論に委ねられているものと考えられています。

2 今後の課題

アウトラインに示されているとおり5月末以降議会での公
聴会が始まり、また、7月27日共同声明によれば、詳細な税
制改正案は今秋に両院の委員会で議論される見通しです。
今後の方向性を考える上で、以下の 2つが重要な課題とな
ります。

（1）財源問題（予算調整措置）

通常の立法過程で税制改正を行う場合、上院において野
党（民主党）の議事妨害を防ぐためには 60票以上の賛成が
必要となるところ、共和党は 52議席しか有していません。こ
のため、民主党の協力を得ずに税制改正を行う場合、予算
調整制度（Budget Reconciliation）を用いれば上院でも単
純過半数での改正が可能ですが、一定期間（通常 10年）の
予算見積に照らし当該改正が当該期間経過後に赤字を増加
させる場合は改正が失効するという制約（すなわち、減税に
よる歳入減の穴埋めが十分に確保できない場合、当該減税
措置は10年間の時限立法）があります。

民主党は今回の税制改革アウトラインは高所得者優遇で
あると批判しており、マコネル上院院内総務（共和党）も民
主党からの協力の可能性については懐疑的な見方を示して
います。他方、税制改革アウトラインは減税による歳入減の
見積額を示していないため、今後公表される税制改正によ
る景気回復効果を含めた今後 10年の予算見積（ダイナミッ
クスコアリング）が重要な意味を持つものと思われます。

（2）オバマケア改革

上記の予算調整措置に関連して、トランプ政権は抜本的
税制改革に先立って健康保険制度（Affordable Care Act、
通称オバマケア）の改革（Repeal and Replace）を行おうとし

ています。すなわち、オバマケアにおいては、財源を確保す
るために複数の特別税（一定の所得を超える個人に対する
投資所得付加税（3.8％）やメディケア付加税、医療機器の
販売にかかるMedical Device Tax、高額の雇用者加入健康
保険にかかる付加税）が創設されていましたが、オバマケア
改革によってこれらの特別税を廃止することができ、いわば
減税の先取りが可能となります。さらに、オバマケアに伴う
政府支出の削減に伴う赤字減少効果により、上記の予算調
整制度を通じた減税を行うにあたって追加の財源を確保す
ることができます。

オバマケアの改廃案（American Health Care Act）は、3
月に下院での採決をいったん頓挫したものの、5月3日に下
院を通過しました。上院での審議には数カ月かかることが予
測されており、オバマケア改革を今年度（2017年度）の予算
調整措置として行うことにより税制改革のタイムラインに影
響が生じる可能性があります。

3 今、準備しておくべきこと

抜本的税制改革が実現すれば、米国企業のみならず日本
企業にとっても大きな影響が及ぶことから、今後の税制改革
議論を継続的にモニタリングしていく必要があります。詳細
な税制改革案が示されるまでは、特に以下の 3 点について
準備を行っていくことが必要と考えられます。

①税率減…税率減を見越した所得・費用実現のタイミング
についての再検討、また、繰延税金資産取崩の影響測定と
緩和策の検討
②テリトリアル課税の導入…強制みなし配当課税の影響測
定および緩和策の検討、導入後の税務上の資金還流戦略の
検討
③課税ベース改革および国境調整…もし導入された場合に
採りうる対応の選択肢について議論

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応
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トランプリスクに立ち向かう
メキシコ自動車産業

1 メキシコの現行の税制概略

本題に入る前に、後ほど当テーマに関係してきますのでメ
キシコの現行制度を簡単に紹介します。まずメキシコは1994
年のアメリカ、カナダ、メキシコ間で締結された北米自由貿易
協定（North American Free Trade Agreement、通称NAFTA）
の発効以降、各国とのFTAとの締結を進めており、現在最も多
くの46カ国とFTAを結んだ国となっております。さらに、外国
投資振興と輸出拡大を目的にマキラドーラやIMMEXプログラ
ム等、輸出入に関する税務上の恩恵プログラムを数多く設け
ています。

また、メキシコでは2012年発足のペニャ・ニエト現政権発
足時に規制緩和を中心とした税制改革が行われ（2014年の
税制改革）、現行制度は図表 1のようになっています。なお、
現政権は当税制改革以降、納税者に増税となる政策は行わ
ないという宣言を行い、ここまでのところこれを履行する形で
増税につながる改正は行われていません。　その一方で、厳
しい財政難への対処のため徴税は強化されており、上述のよ
うな恩恵プログラムを受けるために必要なリクワイアメントは
年々厳しくなっており、各恩典を受けるためのコストが現地で
跳ね上がっているのが実態です。

　

2 メキシコ自動車産業の現状

メキシコでは1994年のNAFTAの発効以降、北米市場の一
員となったことで、巨大マーケットである米国に隣接する地理
的優位性、および安定した安い労働力を背景に自動車産業が
急拡大しています。特に私が赴任しているバヒオ地区と呼ば
れるメキシコ中央高原 （図表 2）には、2010年以降各 OEM
メーカーが進出し、それに合わせてTier1〜3メーカーも進出
することで、ミニデトロイトと呼ばれるほど多くの自動車産業
企業が集積しています。日系企業についても2014年のトヨタ
の新工場設立のアナウンスによりトヨタ、ホンダ、マツダ、日

はじめに
　ここではトランプ政権発足により翻弄されたメキシコ自動
車産業の状況をレポートします。
　メキシコでは米国通商政策で大きな話題を呼んでいる
NAFTAにより自動車産業が急拡大しており、特に私が赴任
しているメキシコ中央高原はミニデトロイトと呼ばれるほど
多くの外資企業が進出しています。日系企業も5年前はメキ
シコ全土で 500社程度でしたが昨年（2016年）には 1,100社
を超える規模まで急増し、それら新規進出企業のほとんどが
自動車関連、またこの中央高原に集中しているという大変
活況を帯びた状況でした。
　この状況に水を差すことになったのは昨年のトランプ政権
の誕生です。トランプ大統領誕生により、現在では多くの企
業でメキシコへの投資計画をいったん凍結し、トランプ政権
および共和党の掲げる政策動向の様子をうかがう慎重な姿
勢を見せています。
　しかしトランプ政権発足後半年が経過し、現地では当初
懸念されたほどのインパクトはないのではないかとの楽観
的な見方が広がり、執筆現在では主に NAFTA再交渉の行
方に注目が集まっています。
　本稿では NAFTA再交渉におけるメキシコ側の注目点を
中心に、トランプ政権がメキシコ自動車産業に及ぼす影響
および今後の展望について解説します。なお本文中の意見
に係る部分は全て筆者個人の私見であり、PwCメキシコ、
PwCあらた有限責任監査法人または所属部門の正式見解
でないことをあらかじめお断りいたします。

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応
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産の各工場がこのエリアに集中することになり、5年前（2012
年）に100社程度だったのが昨年（2016年）には550社を超
える規模まで急成長しています（図表3）。

現状の投資計画に基づくと、2016年に350万台であったメ
キシコ生産台数は2020年には475万台となると見込まれて
おり（出典：Autofacts）、また各社ともにまだ現地調達率が低
いため今後はTier3メーカーを中心とした進出がまだまだ続く
ものと考えられており、大変活況を帯びていました。

 

3  現地に衝撃を与えたトランプ政権誕生

この状況に水を差すことになったのはトランプ政権の誕生で
した。トランプ陣営が選挙期間中より、図表4のようなメキシコ
経済、特に自動車産業に大きな悪影響を与える通商政策や税

制改正案を公約に掲げていたのは皆さん記憶に新しいと思い
ます。その結果、トランプ政権の誕生により、今後のメキシコ
経済に不透明感が強まったとしてまず為替が暴落しました（も
ともと原油価格の下落に伴いメキシコペソ安が進行していた
なかで、11月の当選前直前の18.5ペソ前後から1月の大統
領就任式直前に22ペソまで対ドルで急激に悪化）。

またトランプ大統領による選挙期間中や就任後の特定企
業に対する発言、ツイッター（いわゆる口先介入）により動揺
するという状況が続きました。特に今年（2017 年）初めに
フォードがメキシコ、サンルイスポトシ工場への投資の撤回
を公表※ 1した際には現地でも大きな衝撃が走り、ちょうど同
時期にトヨタはじめ、他のOEMメーカーからも米国での今後

バヒオ（Bajio）地区：メキシコ中部の6州で構成される中央高原地域を指す。
（グアナファト州（GTO）、ケレタロ州（QRO）、サンルイスポトシ州（SLP）、アグアスカリエンテ
ス州（AGS）、ハリスコ州（JAL）、サカテカス州（ZAC））
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図表2：メキシコ中央高原（バヒオ地区） 図表3：メキシコにおける日系企業数

出所：在メキシコ日本国大使館。ZAC州における日系企業数は少ないため割愛。

図表1：メキシコ税制概略

分類 税種類 税率・備考

連邦税 ・法人所得税
・個人所得税（割愛）

（法人）税率：30％。加えて税金ではないがPTU※110％発生。（実質30％＋10％＝40％の負担が発生。）

付加価値税（VAT） ・税率16％。仕向け地主義であるため、輸出取引は税率0%。
	 VATのキャッシュ・フロー負担の軽減のため、輸入VATを保留するIMMEX※2や加工貿易制度であるマキラドーラプログラム※3あり。

輸入関税 一般関税率のほか、NAFTAや日墨EPAをはじめ46カ国とのFTAにより、その関税率は異なる。
また、優遇関税率を受けられるPROSECプログラムあり。

その他 生産・サービス特別税や、新車税。詳細は割愛。

地方税 給与税、不動産取得税、所有税、宿泊税等。詳細は割愛。

※1 PTU制度：Participación de los Trabajadores en las Utilidade（労働者利益分配）制度。原則、課税所得の10％を従業員に還元する制度。
※2 IMMEXプログラム：一時輸入制度。保税状態にあるため関税が免除されるほか、VAT認定制度と併用することで、輸入VATの支払を保留できる。ただし当プログラム維持のために、保税在庫

に関する入出庫情報を適時に税務当局に電子申告する必要があり、これを怠るとプログラム取り消しのほか、罰金等が科せられる。
※3 マキラドーラプログラム：いわゆる保税加工貿易。保税のため関税が免除されるほか、メキシコでのPEリスクや移転価格リスクをコントロールできる。上記同様に保税在庫の管理報告義務あ

り。

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

※1 現在ではフォードの撤退に関してはもともと新工場への計画が苦しい状況にあったとい
う個別事情があった上で今回の件をうまく利用したと受け止められています。また他の
OEMの公表についてももともとの計画に沿ったものであり、トランプ政権の誕生で変化
したわけではないと受け止められています。
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特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

の追加投資の公表もあったことで、他も追随するのではない
かという心配の声も聞かれ、振り返ってみると現地でも最も
不安が広がった時期になりました。

その結果、日系企業も含め、当選直後より外資企業による
新規投資の延期が相次ぎ、執筆現在に至るまで様子見が続
いています。

4 メキシコで特に注目された
トランプ政権の通商政策等

そのため現地でも頻繁に勉強会が開催され、また各 OEM
メーカーから情報発信※1が行われました。結果として、執筆現
在までは当時最も可能性の高いとされた現実的なシナリオど
おり推移していますので、現地では急速に落ち着きを取り戻し
ています。以下ではトランプ政権と共和党の掲げる通商・税
政策が現地でどのように受け止められたか簡単に紹介します

（図表4）。

①NAFTA脱退

まず大きく注目されたのが、トランプ大統領による「最悪の
協定で大幅な改訂がなければ脱退する」というNAFTA脱退の
発言です。特定企業等への高関税の適用発言もあって、仮に
これが現実になった場合、メキシコ側の報復関税策を想定す
ると現在のゼロ関税を前提に構築されている米墨間のサプラ
イチェーンは抜本的な見直しが余儀なくされるとみられていま

した。
しかしNAFTAを脱退した場合、① WTOの枠組みの中で米

国側に引き上げられる関税率の余白（譲許税率）は少なくトラ
ンプ大統領の言う高関税率の適用は不可能であるのに対し、
メキシコ側には引き上げ余力がかなりありメキシコ側が大幅
に有利であること、②米国の輸出先に占めるメキシコの割合

（第 2の輸出先です。）から見ても、メキシコは自動車関連だけ
でなく小麦粉、牛肉等広範囲に高関税率を適用することで
WTOの枠内で米国に関税上の圧力をかける手段を持ってい
ること、③さらにはFTAを46カ国と結んでいるメキシコ市場で
米国製品が著しく不利になる状況を考慮すると、NAFTA脱退
の可能性は低いであろうと分析されていました。またWTOの
脱退についてはそもそも米墨間のみの問題ではなくなるため
極めて可能性が低いと見られています。

これについては直近では4月26日に一時脱退を決めたとの
報道がなされるなど最後まで混乱しましたが、皆さんご存じの
とおり、5月18日に米通商代表部（USTR）からアメリカ議会に
通知がなされ、NAFTA再交渉は早ければ90日後の8月16日
以降開始される見込みですし、トランプ大統領による「NAFTA
の強化は可能」という発言もあり、執筆現在は NAFTA脱退は
まずないのではないかと受け止められています。

②国境調整税

次に現地でも注目を集めたのが国境調整税の導入の有無
でした。これも導入されれば実質的に関税と同等の効果を及

選挙期間中、就任
後のトランプ大統
領の発言や、共和
党政策（下院ブ
ループリント）

メキシコ経済へ
の懸念（特に自動
車産業）

実現可能性に関
する現地の見方

直近の状況
（執筆時点）

何かしら変更さ
れることは間違
いない。変更の
行方に注目

国境調整税について税制改革案には織り込まれず。一方でこ
の問題を解決する手段としてNAFTA活用。（ロス商務長官談）

税制改革案（4月26
日）に15％明記

大統領就任日にWebにNAFTA
見直し表明

見直内容次第。場合によっ
てはプラスの可能性もあり

サプライチェーンが破壊されることにつながり、メ
キシコ投資自体の根本的な見直しを迫られる可能
性あり

NAFTA域内でのメキ
シコ競争力は相対的
に低下

高関税適用（メキシコ産フォード車に
35％関税。（必要ならWTO脱退）） 法人税率：35％⇒15％

NAFTA再交渉 国境調整税

NAFTA脱退した場合に譲許税
率の関係でメキシコ側のほうが
圧倒的に有利なカードを保有。
また米国企業にも深刻な悪影
響が及ぶため、実行可能性は
極めて低い

高関税に関してはWTO
の枠組みでは不可能。
またWTOからの脱退も
現実的ではない

国境調整税につ
いてもWTO違反
という意見もあり
議会承認等ハー
ドルも高い

可能性は高い

または 脱退

主な通商政策 関連税制改正案

NAFTA再交渉へ（5月18日）

図表4：メキシコに影響のあるトランプ政権の政策

*上記のほかにも国境の壁問題も有名ですが、ここではメキシコ自動車ビジネスに特に関連する通商政策および税制改正案に絞って紹介しています。
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ぼしますから、やはり米国間のサプライチェーンは大幅な見
直しが余儀なくされます。しかしこちらも国境調整税の報道の
当初からWTO違反であるとの指摘があり、また導入には議会
通過が必要で実現は難しいと見られていました。

これに関しても4月26日のトランプ政権の税制改正案には
織り込まれなかったため、実現の可能性はさらに遠のいたと
受け止められています。

その結果、執筆現在、メキシコ当地区で最も注目されてい
るのはNAFTA再交渉の行方となっています。

5 NAFTA再交渉における現地の注目点

NAFTA再交渉に関してはまずA.時間的制約、およびB.関税
率での交渉余地がない点を前提条件として押さえておく必要
があります。

A.時間的制約

上述のようにNAFTA再交渉は早ければ今年（2017年）の8
月後半以降開始される見込みですが、メキシコ大統領選

（2018年7月）、米議会の中間選挙（2018年11月）を考慮する
と、成果をそれまでに出す必要があると考えられ、両者にそれ
ほど時間的余裕はありません。これについてはライトハイザー
USTR代表も先日「数カ月で妥協したい」と発言しています。一
方でNAFTAは条文と附属書を合わせて約1,200ページにも及
ぶ協定でこれを慎重に検討する必要があります。そのため両
者が合意しやすい項目に限定して改定がなされるのではない
かという見方が有力です。

B.関税率での交渉余地がない

NAFTAは米墨間の関税が全品目すでに撤廃されているの
が特徴で、他のFTA交渉のような品目別の関税率の駆け引き
はないものと考えられます。また、すでに0となっている関税
の引き上げ交渉については FTAの性質上考えづらいですし、
メキシコ企業の多くが米国籍企業とグループ企業の関係であ
り日米間のような企業対立の構造が少ないことから、関税引
き上げの議論はないのではないかと言われています。

①原産地規則の見直し
そのため何が交渉の対象になるかですが、この点について

は3月30日に報道された米USTRの議会への通知文案が参考
になります。当文案中にはアンチダンピング・補助金相殺関
税の撤廃、貿易救済措置および労働者権利の保護等、数多く
の項目が挙げられていますが、ここでは特に現地で注目され
ている①原産地規則の見直しと②税の取り扱いに関する公正
な環境を追求という2点について注目したいと思います。

まず、原産地規則の見直しに関して注目されるのは迂回輸
入の防止という一文です。中国製品がメキシコを通じて安く米
国に流入しているという報道もあり、原産地規則が見直される
可能性が高まっています。具体的には、域内付加価値比率の
引き上げや計算方法の見直し、迂回輸入防止のための証明制
度の変更等、実務や現状の商流に大きな影響がありうる変更
が合意される可能があります。この点メキシコ政府は交渉余
地はないと言っていますが、米墨両者ともに原産地比率を上
げることは NAFTA外からの参入障壁が高まり、結果的に
NAFTA域内に投資を呼び込むことになり両者の利害が一致し
ますし、また税率を上げることなく税収増につながる政策です
ので、メキシコ側が譲歩して変更がなされる可能性は高い分
野と見られています。

②税の取り扱いに関する公正な環境を追求
また、上述のとおり大統領の税制改革案には織り込まれま

せんでしたが、国境調整税は、2016年にピーター国家通商
会議議長とロス商務長官が共同発表した論文によると、付加
価値税（VAT）の仕向け地主義への不満※2に対応する政策で、
VATを持たない米国が実質的にVATと同等の効果を与えるた
めに提案された税案といわれます。この点について、ロス長
官がインタビューでこの VAT 問題を解決する手段として
NAFTAを活用するという発言（3月30日）があったことには注
目する必要があります。

NAFTA再交渉のなかでどのような展開がなされるかはまっ
たくの未知数ですが、交渉のなかでメキシコ側に何かしらの
VATの取り扱いに関する譲歩を迫ってくる可能性があります。

VAT設計上は米国向けの輸出の際に仕入 VAT還付を認め
ないという極端な合意の可能性は低いですし、VATの税率を
下げる圧力がかかることも予想されますが、税収減につながり
ますのでメキシコ政府が応じる可能性は低いと考えられます。
しかし、例えば米国向けの輸出には原則としてIMMEXプログ
ラムが強制適用され、VAT還付を限定する変更がなされるリ
スクはないとは言えません（この場合メキシコ政府の税収は変
わらないまま米国が主張する輸出企業に対するVAT還付額が
減るだけでなく、リクワイアメントに対応できない現地企業に
対して徴税することが可能になります）。または、反対に
NAFTAの強化という側面からNAFTAやFTAいかんにかかわら
ず関税が保税されるIMMEXやマキラドーラ、関税率を軽減す
るPROSEC等メキシコ固有の制度についての撤廃圧力がかか
るかもしれません。

どれも制度設計の変更が必要となる事項ですので、時間的
制約のある再交渉のなかで合意に至る可能性は必ずしも高く
ないですが、実現した場合各社に大きな影響がありますので

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

※2 輸出品についてVATは課税されない代わりに輸出企業に対して仕入VATの還付が認めら
れるが、当還付金が実質的に輸出企業への補助金となっているとの主張。
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注目すべきポイントになります。

6 その他の注目点：米国における税制改正

また、NAFTAの行方が最も注目されていことは間違いあり
ませんが、米国の税制改革についてもやはり注目する必要が
あります。上述の国境調整税以外でも仮に税制改革案どおり
法人税15％が実現した場合（図表 4）、メキシコにおける実質
的な負担税率40％（図表 1）と比較して大きな乖離があります
ので、上述の徴税強化に対応する税務管理コストも踏まえる
と、小規模な企業では安い労働力を考慮しても結果としてメ
キシコビジネスが米国と比較してペイしない可能性が出てき
ます。

7 現地企業の反応と今後の展望

このように現地では通商政策を中心にトランプ政権の動向
について現地ビジネスに実害が及ばないか非常に気にしてい
ますし、政治的背景である保守主義の台頭という点に目を移
せば来年 7月のメキシコ大統領選挙の動向も外資企業にとっ
ては心配なテーマ※3となっており、昨年来心配は尽きません。

しかし、執筆現在までに現地企業に実際に影響のあった事
項といえば冒頭の為替の変動による為替差損益ぐらいです。
また、上述のように当初心配された各テーマについては現地
企業にとって最も望ましい方向で進んでいくのではないかとい
う見方が有力ですし、NAFTA再交渉に関しては上記で紹介し
たテーマのほかにも、米 USTRの議会への通知文案にはサー
ビス分野のアクセス改善や投資に関する障壁の撤廃、デジタ
ル貿易関連の規制緩和、国営企業優遇措置の撤廃等、今後
外資企業にとって推進してもらいたいテーマも多く挙げられて
おり、交渉いかんによってはむしろ今後NAFTA外部への参入
障壁が拡大し、域外からメキシコへの進出が加速しメキシコ
経済が活性化するという期待も膨らんできています。

さらに、今回を契機にメキシコ政府も米国のみに依存した
経済からの脱却のため、環太平洋同盟の深化や EU間との
FTAのグレードアップ等、多角化を同時に進めると発言してい
ますので、貿易立国として経済を発展させる現在の方針は変
わらないものと思います。気の早い企業では他のオプション

（メキシコからの欧州・南米への販路拡大）の検討を進めてい
るところもあります。

実際にメキシコへの投資も再開の兆しもすでに出てきてお
り、場合によってはメキシコへの投資が再度急拡大するかもし
れません。今後も予断を許さない状況は続きますが、すでに
メキシコに拠点を持たれている会社も今後計画されている会

社も、状況変化に乗り遅れないようぜひ今後もメキシコの動
向に注目していただきたいと思います。

牛丸 智詞 （うしまる さとし）

PricewaterhouseCoopers S. C.　
Tax and Legal Service Director
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。2011年よりPwC中国での約3年間の出向を
経て一旦あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）に帰任後、再
び2015年12月よりPwCメキシコに赴任し、進出日系企業に対して監査、
税務、法務、会計コンサルティング、内部統制構築支援等のサービスを提
供している。
メールアドレス：satoshi.m.ushimaru@mx.pwc.com

※3 トランプ政権誕生で保守主義の台頭が注目されていますが、メキシコでも同様に大衆迎
合的な保守政策を掲げるロペス・オブラドール候補（Morena党、通商アムロ陣営）の動
向に注意が必要です。ペニャ・ニエト現政権下では規制緩和が進みメキシコへの投資が
進みましたが、現在その支持率は低迷しており来年の大統領選挙で政権交代が起きる
のではないかと懸念されています。その最有力候補とされるのがロペス・オブラドール候
補になりますが、保護主義的政策を訴えるアムロ陣営が大統領選に勝った場合には、現
在の規制緩和の方針が転換され反対に規制強化が進み、各社のメキシコ投資の見直し
を迫られることが懸念されます。この大統領選挙を占う上で重要なメキシコ州知事選が
今年（2017年）5月に開催され、アムロ陣営の候補者との大接戦の末、現政権候補が勝
利しました。過去知事選で接戦を演じた翌年の大統領選挙の場合には政権交代が起き
たり大統領選が大接戦となっていることからアムロ陣営が勝利する可能性は高まってお
り、来期の大統領選挙に向けてメキシコの政局も引き続き注視する必要があります。
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PwCコンサルティング合同会社
マネジメントコンサルティング オペレーションズ　
パートナー　野田 武

Value Chain Transformation：
ビジネスと税務の複合的な視点での
サプライチェーンの最適化

1 サプライチェーンの構成要素と
分散・集約の論点

サプライチェーンは、調達、生産・物流、研究開発、販売・
マーケティングなど多様な要素から構成されます。これらの要
素ごとに、戦略的な意思決定や定型的なトランザクション業
務を集約組織で行うのか、事業部やローカル拠点に委ねるの
かについてさまざまな論点があります。

調達についていえば、調達品目カテゴリーに応じた機能配
置モデルが議論されることになります。生産・物流については
需給調整や物流ネットワークなどをローカルあるいはグロー
バルのどちらのレベルで構築するのかが議論されることになり
ます。研究開発についてはグローバル製品なのか、ローカル
製品なのかであり方が分かれることになるでしょう。販売・
マーケティングについてはマーケットインサイトの必要から市
場ごとの対応となりがちですが、新製品プロモーション戦略や
ブランド管理などグローバルで対応すべきこともあります。

このように、サプライチェーンの分散・集約の論点は多種多
様です。

はじめに
　トランプ政権による税制変更の方向性は不確定で、見通す
のは困難です。可能であれば、税制変更の具体的な方向性を
踏まえてサプライチェーンを最適化したいところですが、実際
のところ、即座に対応するのは難易度が高いと考えられます。
　このため、日頃から、サプライチェーンの物理的な構成、
機能分担、戦略的意思決定の集約レベルなどの在り方を考
えた上で、変化する経営環境に向けて柔軟に対処していくこ
とはグローバル企業にとって必要です。税制の変更は経営
環境の大きな変化であり、その変化に応じたサプライチェー
ンの最適化は重要ですが、税制のみならず、事業としての骨
太なサプライチェーン戦略が求められています。
　ところが、多くの日系企業を見ると、過去の進出時の経緯
や、事業部ごとの拠点展開などで、分散的な機能配置になっ
ています。他方、海外企業は、意思を持って機能ごとに集約
を進め、経営管理の効率化と高度化を享受し、さらには、税
務的な視点を加味して、キャッシュ・フローの極大化を図って
います。ここでは、税 務・法 務の視 点を加味したサプライ
チェーンの最適化の枠組み「Value Chain Transformation」
と最適化の進め方について説明します。

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応

モデル1：連邦型（Center of Excellence） モデル2：代表調達型（Center-led）  モデル3：調達機能集約型（Buy-Sell）

Virtual Pro Co

ローカル調達部門

Local OpCo

Central Pro Co

サプライヤ
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Framework
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図表1：調達業務の集約化モデルと期待効果
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2 サプライチェーンの集約化の発展モデル

どこまでのサプライチェーンの集約化を進めるかは議論に
なるところであり、個別の状況を考える必要がありますが、一
般的には、サプライチェーンの集約化に伴ってオペレーション
効率の向上と潜在的な税務のメリットが連動して増加します。
潜在的な税務メリットが顕在化するのは、低課税国に集約す
る場合です。

モデル0：分散型（Decentralized）
国別個別対応で調達を実施していて、中央組織による各

国の業務への統制がない状態

モデル1：連邦型（Center of Excellence）
中央組織はガイドラインを提示するが、各国がガイドライ

ンを遵守するかは各国任せ。実際の調達活動は国別に実施

モデル2：代表調達型（Center-led）
中央組織が各国を代表してサプライヤーとの交渉、価格

の合意、基本契約の締結。発注活動は各国で実施

モデル3：調達機能集約型（Buy-Sell）
中央組織が各国を代表してサプライヤーとの交渉、価格

の合意、基本契約の締結をすることに加え、発注も実施
中央組織と拠点間での再販売、ローカルカテゴリー以外

の全カテゴリーに対する中央組織によるガバナンス

モデル4：SCM機能の統合（Supply Chain Principal）
調達に限らず、生産、物流、計画などの SCM管理業務を

集約し、中央組織がPL責任とともに在庫管理責任を担う

究極的にはモデル 4を目指したいところですが、現状がモ
デル 0、またはモデル 1である企業にとってはまずは、モデル
2やモデル 3へ移行する必要があります。となると、サプライ
チェーンの最適化の第一歩は調達業務の集約化となります。

3 調達業務の集約化モデルと期待効果

図表 1に集約化モデル 1、2、3の概要と期待効果について
示しています。コスト削減効果は調達の集約が進むにつれて
大きくなります。また、調達にかかわる戦略的な意思決定を行
う物理的な拠点を低課税国に置くことにより、税務上のメリッ
トも享受できます。他方、調達活動の社内ユーザーである事
業部門への影響も大きくなる傾向にあります。

究極的なサプライチェーンの最適配置の実現のためには物
理的な拠点の統廃合が不可欠となり大規模な投資が必要とな
りますが、調達業務の集約化に際しては、物理的な拠点の統
廃合を行わずとも、戦略的な意思決定の所在を変更するだけ
で実現可能なことが魅力です。

また、意思決定の所在を低課税国とすれば、税務面でのメ
リットも享受できます。もちろん、組織再編や ITインフラの整
備など、投資は必要となりますが、物理的な拠点の統廃合と
比べると投資額は少なく、相当のリターンが期待でき、投資
対効果は大きいです。

4 サプライチェーン改革の
第一歩としてのグローバル調達集約

これまででおわかりのとおり、グローバル調達の集約化メ
リットは多岐にわたります。スケールメリットによる調達コスト
削減、調達にかかわる専門人材、スキル、ノウハウの一元化
によるケイパビリティの強化、定常的なトランザクション業務
の効率化、リスク・コンプライアンス管理の高度化など多方面
でメリットが享受できます。

多くの日本企業において、グローバル展開は進んだものの、
事業を支えるサプライチェーンは、進出時からの経緯や事業
部門ごとの取り組みなどにより、各種機能が散在かつ重複し
ている状況で、必ずしも最適ではありません。しかし、このよう
な状況を解決することは、一朝一夕にはできず、戦略的な取
り組みが必要です。

まずは、グローバル調達集約で調達コスト、税務、業務コス
ト、リスク・コンプライアンスの多方面で果実を手に入れて、
次のステップとして、サプライチェーン全般の最適化という大
改革に着手するのはいかがでしょうか。

米国トランプ税制改革やブレグジットなど、足元の大変化
が話題となっていますが、変化に強いサプライチェーンの構
築は容易ではありません。中期的な視点でサプライチェーン
の現状を点検し、骨太の改革プランを考える必要があります。

野田 武 （のだ たけし）

PwCコンサルティング合同会社
マネジメントコンサルティング オペレーションズ パートナー
20年以上のコンサルティング経験を有する。エンジニアリング・建設会社
にて社会インフラの設計、海外不動産開発プロジェクトに従事した後、戦
略コンサルティング会社を経て、現在に至る。
幅広い業界に対して、全社および事業の戦略、企業再生など事業のトラン
スフォーメーション、業務・組織の変革、オペレーション戦略（調達、生産、
マーケティング、営業、SCM）など多様なプロジェクトを実施。
著書に「最強の経営シリーズ」、「最強の業務改革」、「最強のコスト削減」、

「最強の調達戦略」など。
メールアドレス：Takeshi.noda@pwc.com
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はじめに
　企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」。）は、2017年 6月6日
に、次の 4つの企業会計基準および企業会計基準適用指針
の公開草案（以下、「本公開草案」。）を公表しました。
● 企業会計基準公開草案第 60号「『税効果会計に係る会計

基準』の一部改正（案）」（以下、「税効果会計基準一部改正
案」。）

● 企業会計基準適用指針公開草案第 58号「税効果会計に
係る会計基準の適用指針（案）」（以下、「税効果適用指針
案」。）

● 企業会計基準適用指針公開草案第 59号（企業会計基準
適用指針第 26号の改正案）「繰延税金資産の回収可能性
に関する適用指針（案）」（以下、「回収可能性適用指針
案」。）

● 企業会計基準適用指針公開草案第 60号「中間財務諸表
等における税効果会計に関する適用指針（案）」（以下、「中
間税効果適用指針案」。）

　ASBJでは、本公開草案に対するコメントを 2017年 8月7日
まで募集しており、寄せられたコメントを踏まえ、最終的な会
計基準等を公表する予定です。
　本稿では、本公開草案の公表の経緯、本公開草案におけ
る会計処理、表示および注記事項についての主な改正点を
中心に解説を行います。

1 公表の経緯

2013年12月に開催された第277回企業会計基準委員会
において、基準諮問会議より、日本公認会計士協会（以下、

「JICPA」。）における税効果会計に関する実務指針について
ASBJで審議を行うことが提言されました。この提言を受けて
ASBJでは、税効果会計専門委員会が設置され、2014年 2
月より審議が開始されました。

審議の過程で、JICPAが当時公表していた監査委員会報
告第 66 号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監
査上の取扱い」に対する問題意識が強く聞かれたことから、
2015年 12月にまず、企業会計基準適用指針第 26号「繰延
税金資産の回収可能性に関する適用指針」（以下、「回収可
能性適用指針（2015年12月公表）」。）が公表されました。ま
た、税効果会計に適用する税率の取扱いについては実務上
の課題があるため、先行して対応を図るべきとの意見が聞
かれたことから、2016 年 3月に企業会計基準適用指針第
27 号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」（以
下、「税率適用指針」。）が公表されました。

本公開草案は、残りの JICPAによる税効果会計に関する
実務指針を ASBJに移管するものです。本公開草案のうち税
効果適用指針案は、JICPA 会計制度委員会報告第 6号「連
結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」（以下、

「連結税効果実務指針」。）および会計制度委員会報告第 10
号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」

（以下、「個別税効果実務指針」。）のうち、回収可能性適用
指針に定められる繰延税金資産の回収可能性に関する定め
以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内
容を踏襲した上で、一部の会計処理について見直しが行わ
れたものです。なお、税率適用指針については、その内容
を税効果適用指針に統合し、廃止することとされています

（税効果適用指針案第66項）。
また、回収可能性適用指針（2015年 12月公表）の公開草

案の公表前における審議の過程において、企業会計審議会

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

企業会計基準公開草案第60号
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）」

等について
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「税効果会計に係る会計基準」（以下、「税効果会計基準」。）
および同注解では繰延税金資産の回収可能性に関連する
注記事項として、繰延税金資産の発生原因別の主な内訳

（以下、「発生原因別の注記」。）等が定められているものの、
財務諸表利用者から、計上されている繰延税金資産や評価
性引当額の内容を十分に理解することが困難であるとの意
見が聞かれたことから、税効果会計に関する表示および注
記事項の見直しについて検討が行われ、税効果会計基準一
部改正案として公開草案が公表されました。

さらに、JICPA 会計制度委員会報告第 11号「中間財務諸
表における税効果会計に関する実務指針」（以下、「中間税
効果実務指針」。）の内容を踏襲した中間税効果適用指針案
も公表されました。

なお、JICPAによる税効果会計に関する実務指針と改正
後の ASBJにおける主な会計基準等の関係は、図表 1のとお
りになります。

2 会計処理に関する主な改正点

（1）税効果適用指針案

税効果適用指針案は、基本的に連結税効果実務指針、個
別税効果実務指針等をあわせて移管するにあたり、それら
の内容を基本的に踏襲し、表現の見直しが行われたもので
あるため、次の 2つの会計処理以外の定めについては、実
質的な内容の変更は意図していないとされています（税効
果適用指針案第70項）。
●  個別財務諸表における子会社株式および関連会社株式（以

下、「子会社株式等」。）に係る将来加算一時差異の取扱い（留
保利益に係るものが配当により解消される場合を除く。）

● 子会社の利益のうち投資時に留保しているものに関する繰
延税金負債の取扱い

① 個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時
差異の取扱い
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時

差異の取扱いについては、次のとおり定めることが提案され
ています（税効果適用指針案第8項（2）①）。

8.（前　略）
（2） 個別財務諸表における繰延税金負債は、将来の会計期間における

将来加算一時差異の解消に係る増額税金の見積額について、次
の場合を除き、計上する。
① 企業が清算するまでに課税所得が生じないことが合理的に見

込まれる場合
②子会社株式等に係る将来加算一時差異（事業分離に伴い分離

元企業が受け取った子会社株式等を除く（結合分離適用指針
第 108項）。）について、親会社又は投資会社（以下、「親会社
等」という。）がその投資の売却等を当該会社自身で決めること
ができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意
思がない場合

（注）上記「結合分離適用指針」とは、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」をいう。

連結税効果実務指針では、連結財務諸表における子会社
に対する投資に係る将来加算一時差異について、原則とし
て、繰延税金負債を計上するが、親会社がその投資の売却
を親会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来
の期間に、その売却を行う意思がない場合には、当該将来
加算一時差異に対して繰延税金負債を計上しないこととさ
れています（連結税効果実務指針第 37 項）。一方で、個別
税効果実務指針では、個別財務諸表における子会社株式に
係る将来加算一時差異について、将来の会計期間において
支払が見込まれない場合（個別税効果実務指針第 24項）ま
たは組織再編に伴い受け取った子会社株式等に係る一時差
異のうち一定の要件を満たす場合（個別税効果実務指針第
24－ 2項）を除き、一律に繰延税金負債を計上することとさ
れています（個別税効果実務指針第16項）。

この点、連結財務諸表における子会社に対する投資に係

現行 改正後

税効果会計に係る会計基準（企業会計審議会） 税効果会計に係る会計基準（企業会計審議会）

「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（案）

連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針 税効果会計に係る会計基準の適用指針（案）

個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針 税効果会計に適用する税率に関する適用指針

中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

税効果会計に関するQ&A

繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い 中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針（案）

その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る
税効果会計の適用における監査上の取扱い

諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

統合

図表1：JICPAによる税効果会計に係る実務指針とASBJにおける主な会計基準などとの関係

会計／監査

（注）図表1は、ASBJによる「コメント募
集及び本公開草案の概要」の（別紙1）
を参考に作成している。なお、 	
の実務指針等および適用指針は、す
でに廃止されているものまたは本公
開草案が最終化される際にJICPAに
改廃の依頼が予定されているものもし
くはASBJで廃止が予定されているも
のである。また、図表1には、連結納
税制度を適用する場合の税効果会計
に関する実務対応報告は含まれてい
ない。
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る将来加算一時差異と、個別財務諸表における子会社株式
に係る将来加算一時差異は、いずれも投資の売却または子
会社の清算により解消される点で共通していることから、こ
れらの取扱いについて整合性を図り、個別財務諸表におけ
る子会社株式に係る将来加算一時差異の取扱いを、連結財
務諸表における子会社に対する投資に係る将来加算一時差
異の取扱いに合わせることが提案されています。また、関連
会社に対する投資に関連する繰延税金負債についても、連
結税効果実務指針において「本報告の示した方法に準じて
処理するものとする」とされていたこと、および関連会社株
式は子会社株式と同様に一般的に事業投資としての性格を
有することから、子会社に対する投資に関連する繰延税金
負債の取扱いに合わせることが提案されています（税効果
適用指針案第93項から第96項）。

② 子会社の利益のうち投資時に留保しているものに関する繰
延税金負債の取扱い
連結税効果実務指針では、子会社の利益のうち投資時に

留保しているものについても、将来配当の可能性がある場
合で、配当受領時に親会社において受取配当金に係る追加
の税金負担が生ずると見込まれるときには、親会社は投資
時に税効果を認識し、繰延税金負債を計上することができ
るとされています（連結税効果実務指針第 58項）。また、投
資時まで留保していた子会社の利益が後日親会社に配当送
金されると、投資の連結貸借対照表上の価額は配当金額だ
け減額されるが、個別財務諸表および税務上は受取配当金
として処理されるため、投資の連結貸借対照表上の価額と
個別貸借対照表上の投資簿価との間に新たに将来減算一
時差異が生じ、当該将来減算一時差異については、一定の
要件を満たす場合に限り、親会社において繰延税金資産を
計上するとされています（連結税効果実務指針第59項）。

しかしながら、本公開草案では、個別財務諸表における
子会社株式の取得原価についての記載は、当該事項が定め
られている金融商品に関する会計基準第17項、企業結合に
関する会計基準第 23項、連結財務諸表に関する会計基準
第 23項（1）等の定めと必ずしも整合しないこと、また、実務
において当該会計処理を適用している事例は稀であると考
えられるとして、当該会計処理の定めを踏襲しないことが提
案されています（税効果適用指針案第112項、第113項）。

（2）回収可能性適用指針案

① （分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能
性に関する取扱い
税効果適用指針案を審議する過程で、完全支配関係（法

人税法第 2条 12の 7の 6号）にある国内の子会社株式の評
価損のように、当該子会社株式を売却したときには税務上

の損金に算入されるが、当該子会社を清算したときには税
務上の損金に算入されないこととされているものについて、
当該子会社株式を将来売却するか、当該子会社を清算する
か等が判明していないときに、将来減算一時差異として取
り扱うか否かについて明確化すべきとの意見が聞かれまし
た。この点について、当該子会社株式を将来売却するか、
当該子会社を清算するか等が判明していない場合であって
も、個別貸借対照表に計上されている資産の額と課税所得
計算上の資産の額との差額は、当該差額が解消するときに
その期の課税所得を減額する効果を有する可能性があるこ
とから、将来減算一時差異に該当するものとして整理されて
います（税効果適用指針案第80項）。

この点に関連し、完全支配関係にある国内の子会社株式
の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該
子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来におい
て税務上の損金に算入される蓋然性が低いときに当該子会
社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はない
と判断することも考えられることから、回収可能性適用指針
における（分類 1）に該当する企業においても、当該繰延税
金資産の回収可能性がないものと判断する場合があること
になるため、次のとおり、「原則として、」との文言を追加する
ことが提案されています（回収可能性適用指針案第18項）。

18. （分類 1）に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産
の全額について回収可能性があるものとする。

なお、現状では、将来において税務上の損金に算入され
る蓋然性が低いときに繰延税金資産の回収可能性がないと
判断されるケースは、完全支配関係にある国内の子会社株
式の評価損が想定されています（「コメント募集及び本公開
草案の概要」脚注2）。

3 表示に関する主な改正点

本公開草案においては、繰延税金資産及び繰延税金負債
の表示について、現行の税効果会計基準の「第三 繰延税金
資産及び繰延税金負債等の表示方法」1.および 2.の定めを
次のとおり改正することが提案されています（税効果会計基
準一部改正案第2項）。

1. 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示する。

2. 同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して
表示する。

 異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺せ
ずに表示する。

現行の税効果会計基準 第三 1.では、繰延税金資産及び
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繰延税金負債の表示については、これらに関連する資産・
負債の分類に基づいて繰延税金資産については流動資産ま
たは投資その他の資産として、繰延税金負債については流
動負債または固定負債として表示しなければならないとさ
れています。

これに対して、国際会計基準（IAS）第 1号「財務諸表の表
示」において、繰延税金資産（負債）を財政状態計算書に表
示する場合、流動資産（負債）として分類してはならないとさ
れていること、また、米国会計基準では、2015年 11月に、
FASB Accounting Standards Codification Topic 740「法
人所得税」が改正され、繰延税金資産または繰延税金負債
を非流動区分に表示するとされていること、また、回収可能
性適用指針（2015年12月公表）の公開草案に寄せられたコ
メントで繰延税金資産及び繰延税金負債を全て非流動区分
に表示すべきとのコメントがあったことを踏まえ、流動又は
非流動区分に表示する取扱いを国際的な会計基準に整合さ
せるか否かについて検討が行われました。

この点、わが国の会計基準の取扱いを国際的な会計基準
に整合させることにより、一般的に財務諸表の比較可能性
の向上が期待されること、財務諸表作成者の負担が軽減さ
れること、分析の結果、変更による影響および流動比率に対
する影響は限定的であり財務分析に影響が生じる企業は多
くないと考えられることから、全てを非流動区分に表示する
ことが提案されています（税効果会計基準一部改正案第2項
1.、第 12項から第 16項）。なお、当該変更にあわせて、中
間財務諸表等および四半期財務諸表等における表示につい
ても同様の提案がされています（中間税効果適用指針案第
20項、税効果会計基準一部改正案 本会計基準の公表によ
る他の会計基準についての修正（1））。

また、現行の税効果会計基準 第三 2.では、「ただし、異
なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則とし
て相殺してはならない。」とされていますが、異なる納税主
体において繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示す
る実務は見られないと考えられることから、「原則として」と
いう表現を削除することも併せて提案されています（税効果
会計基準一部改正案第2項2.、第17項）。

4 注記事項に関する主な改正点

（1）検討の経緯および改正点

本公開草案においては、回収可能性適用指針（2015 年
12月公表）の公開草案に寄せられたコメントを踏まえて検
討が行われたほか、財務諸表利用者が税効果会計に関連す
る注記事項を利用する目的やその分析内容、実際に利用し
ている情報を検討し、現状において不足している情報の検

討が行われました。財務諸表利用者が税負担率の予測の観
点および繰延税金資産の不確実性の評価の観点から分析
を行っていることに着目し、実際に利用している情報を検討
が行われた結果、①評価性引当額の内訳に関する情報およ
び②税務上の繰越欠損金に関する情報について注記事項
を追加することが提案されています（税効果会計基準一部
改正案第4項、第5項）。

4.税効果会計基準注解（注 8）の定めを次のとおり改正する。
 (注8）繰延税金資産の発生原因別の主な内訳における評価性引当

額の取扱いについて
（1）繰延税金資産の発生原因別の主な内訳を注記するにあたって

は、繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）（注 5に係
るもの）を併せて記載する。繰延税金資産の発生原因別の主な
内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、
当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、繰延税金
資産から控除された額（評価性引当額）は、税務上の繰越欠損
金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評
価性引当額に区分して記載する。

 なお、将来減算一時差異等には、繰越外国税額控除や繰越可
能な租税特別措置法上の法人税額の特別控除等を含める。

（2）繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）に重要な変動
が生じている場合、当該変動の主な内容を記載する。なお、連
結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表において記載
することを要しない。

5. 税効果会計基準注解（注 9）の定めを次のとおり追加する。
 （注9）繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越

欠損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の
額が重要であるときの取扱いについて

 繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金
を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重
要であるときは、次の事項を記載する。なお、連結財務諸表を作成
している場合、個別財務諸表において記載することを要しない。

（1） 繰越期限別の税務上の繰越欠損金に係る次の金額
① 税務上の繰越欠損金の額に法人税等の税率を乗じた額
② 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産から控除された額 

（評価性引当額）
③ 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

（2） 税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上してい
る場合、当該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由

（2）主な改正内容

①評価性引当額の内訳に関する情報
（a）評価性引当額の内訳に関する数値情報

現行の発生原因別の注記においては、評価性引当額の合
計額のみが記載されています。また、法定実効税率と税負
担率との差異が大きく、「税引前当期純利益又は税金等調
整前当期純利益に対する法人税等の比率と法定実効税率と
の間に重要な差異がある場合は、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳」に関する注記（以下、「税率差異の注
記」。）に評価性引当額の増減が記載されていたとしても、当
該評価性引当額の増減の内容の理解が困難となっていたた
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め、財務諸表利用者が税負担率の予測の観点から分析を行
う際に、これらの注記をもとに将来の税負担率に与える影響
の予測が困難となっていたとされています。この点につい
て、特に、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産につい
て評価性引当額が計上される場合や計上されていた評価性
引当額が取り崩される場合に、税負担率の実績と予測が乖
離する原因となるため、当該税務上の繰越欠損金に係る評
価性引当額は有用な情報となるとされています（税効果会
計基準一部改正案第24項）。

また、財務諸表利用者が繰延税金資産の回収可能性に関
する不確実性の評価の観点から分析を行う場合、現行の発生
原因別の注記には、どの一時差異等に対する評価性引当額が
計上されているのかが記載されていないため、当該評価が困
難となっていたとされています。この点について、特に、税務
上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、他の将来減算一時
差異等に係る繰延税金資産よりも一般的に回収可能性に関す
る不確実性が高いため、当該税務上の繰越欠損金に係る評
価性引当額は、比較的、回収可能性に関する不確実性が高い
繰延税金資産の額を理解する上で有用な情報となるとされて
います（税効果会計基準一部改正案第25項）。

これらを踏まえ、発生原因別の注記として税務上の繰越欠
損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損
金の額が重要であるときは、現行の発生原因別の注記に記
載されていた評価性引当額の合計額について、税務上の繰
越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計
に係る評価性引当額に区分して記載する（図表 2（A）の部分）
ことが提案されています（税効果会計基準一部改正案第 4項
に定める税効果会計基準注解（注8）（1））。

（b）評価性引当額の内訳に関する定性的な情報
前述の評価性引当額の内訳に関する数値情報に加えて、

財務諸表利用者が評価性引当額の変動の内容を理解し、
税負担率に影響が生じている原因を分析することに資する
ように、定性的な情報として当該変動の主な内容（図表 2

（B）の部分）を注記事項することが提案されています（税効
果会計基準一部改正案第4項に定める税効果会計基準注解

（注 8）（2））。なお、当該変動の内容は企業の置かれている
状況によりさまざまであると考えられるため、具体的な記載
事項については、特段定められていません（税効果会計基
準一部改正案第32項）。

また、評価性引当額の変動内容の記載の要否に関する重
要性については、主として税負担率の分析に資する情報であ
ることを踏まえると、「重要な変動が生じている場合」には、
税負担率の計算基礎となる税引前純利益の額に対する評価
性引当額（合計額）の変動額の割合が重要な場合が含まれる
とされています。もっとも、企業が置かれた状況によって重

要性は異なり、一律に重要性の基準を定めることは適切では
ないため、当該考え方を目安として、企業の状況に応じて適
切に判断することとされています。なお、税負担率と法定実
効税率との間に重要な差異がなく、税率差異の注記を省略し
ている場合（例えば、当該差異が法定実効税率の100分の5
以下である場合）、当該変動の内容を注記することは要しな
いとされています（税効果会計基準一部改正案第33項）。

②税務上の繰越欠損金に関する情報
（a）税務上の繰越欠損金に関する数値情報

税負担率の実績と予測が乖離する原因として、税務上の
繰越欠損金に関連することが挙げられることが多く（ 4（2）①
参照）、特に、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を
計上していない場合で、当該税務上の繰越欠損金の繰越期
限が到来するときに、将来の税負担率に与える影響の予測
が困難となっていたとされています。そのため、税務上の繰
越欠損金の繰越期間にわたって課税所得または税務上の欠
損金が生じたときの税負担率の予測に資するように、税務
上の繰越欠損金に関する数値情報、すなわち、①税務上の
繰越欠損金の額に法人税等の税率を乗じた額、②税務上の
繰越欠損金に係る繰延税金資産から控除された額（評価性
引当額）および③税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産
の額（図表 2（C）の部分）を注記事項とすることが提案されて
います（税効果会計基準一部改正案第 5項に定める税効果
会計基準注解（注9）（1））。

なお、税務上の繰越欠損金に関する数値情報を繰越期限
別に記載するにあたっての具体的な年度の区切り方につい
ては、企業が有している税務上の繰越欠損金の状況に応じ
て適切に設定することが考えられるため、特段定められてい
ません（税効果会計基準一部改正案第38項）。

（b）税務上の繰越欠損金に関する定性的な情報
繰延税金資産の回収可能性に関する不確実性の評価の

観点から、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、他
の将来減算一時差異等に係る繰延税金資産よりも一般的に
回収可能性に関する不確実性が高いとされているものの（ 4

（2）①（a）参照）、現行の注記事項には、繰延税金資産の計
上額やその回収可能性の判断理由が記載されていないた
め、当該評価は困難となっていたとされています。そのた
め、税務上の繰越欠損金に関する繰越期限別の数値情報の
ほかに、財務諸表利用者による税務上の繰越欠損金に係る
繰延税金資産の回収可能性に関する不確実性の評価に資
するように、定性的な情報として当該繰延税金資産を回収
可能と判断した主な理由（図表 2（D）の部分）を注記事項と
することが提案されています（税効果会計基準一部改正案
第 5項に定める税効果会計基準注解（注 9）（2））。なお、当

会計／監査

26 PwC’s View — Vol. 10. September 2017



該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、企業の
置かれている状況によりさまざまであると考えられるため、
当該理由についての具体的な記載事項については、特段定
められていません（税効果会計基準一部改正案第42項）。

また、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可
能と判断した主な理由の記載の要否に関する重要性の判断
については、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回
収可能と判断した主な理由の注記が主として繰延税金資産
の回収可能性に関する不確実性の評価に資する情報である
ことを踏まえると、「税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延
税金資産を計上している場合」における「重要な」場合には、
純資産の額に対する税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資
産の額の割合が重要な場合が含まれるとされています。もっ

とも、企業が置かれた状況によって重要性は異なり、一律に
重要性の基準を定めることは適切ではないため、上記の考
え方を目安として、企業の状況に応じて適切に判断すること
とされています（税効果会計基準一部改正案第43項）。

③具体的な開示例
発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載

している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重
要であるときの連結財務諸表における開示は、例えば、図
表2のようになると考えられます。

④個別財務諸表における取扱い
個別財務諸表においては、財務諸表利用者の連結財務諸

図表2：繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳の開示例（連結財務諸表）

  前連結会計年度 当連結会計年度
繰延税金資産    
 税務上の繰越欠損金（注2） XXX 百万円 XXX 百万円
 退職給付に係る負債 XXX 　〃　 XXX 　〃　
 減損損失 XXX 　〃　 XXX 　〃　
 その他 XXX 　〃　 XXX 　〃　
繰延税金資産小計 XXX 　〃　 XXX 　〃　
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注2） △ XXX 　〃 △ XXX 　〃　
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ XXX 　〃 △ XXX 　〃　
評価性引当額小計（注1） △ XXX 　〃 △ XXX 　〃　
繰延税金資産合計 XXX 　〃 XXX 　〃　
繰延税金負債　（以下　略）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（A）

（注1）（繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）に重要な変動が生じている場合、当該変動の主な内容を記載する。）
（注2） 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（B）
（C）

（D）

（前連結会計年度）
（単位：百万円）

X年以内 X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内 X年超 合計

税務上の繰越欠損金(注3) － － － － XXX XXX XXX

評価性引当額 － － － － △ XXX △ XXX △ XXX

繰延税金資産 － － － － XXX － XXX

（注3） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。

（当連結会計年度）
（単位：百万円）

X年以内 X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内 X年超 合計

税務上の繰越欠損金（注4） － － － XXX － XXX XXX

評価性引当額 － － － △XXX － △XXX △XXX

繰延税金資産 － － － XXX － － （注5）XXX

（注4） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
（注5）（税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合、当該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載する。）

（注）税効果会計基準一部改正案における開示例を参考に作成している。
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表における注記事項の理解に重要な影響が生じることは比
較的限定的であるため、コストと便益を考慮した結果、評価
性引当額の内訳に関する数値情報（図表 3（A）の部分）につ
いては注記事項とすることが提案されていますが、（ア）評価
性引当額の合計額に重要な変動が生じている場合の主な変
動内容、（イ）税務上の繰越欠損金に関する繰越期限別の数
値情報および（ウ）税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税
金資産を計上している場合における当該繰延税金資産を回
収可能と判断した主な理由については、連結財務諸表を作
成している場合、個別財務諸表において当該注記事項の記
載は要しないとされています（税効果会計基準一部改正案
第4項、第5項、第45項から第47項）。なお、連結財務諸表
を作成している場合に、個別財務諸表において、発生原因
別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場
合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重要であり、
かつ、前段の（ア）から（ウ）の注記事項を記載しないときの
開示は、例えば、図表3のようになると考えられます。

⑤実務上の留意点
本公開草案で追加が提案されている注記事項についての

情報（例えば、税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産
の繰越期限別の金額など）は、現在、連結子会社等から情報

を入手されていない場合もありうると考えられます。その場
合、仮に、本公開草案における注記事項の提案のとおり最終
化されたときには、当該注記情報の作成のための情報収集の
仕組みを構築する必要があると考えられます。また、税務上
の繰越欠損金に関する繰越期限別の数値情報の年度の区切
り方など、企業の置かれた状況により開示内容を決定する必
要があるものについては、開示の方法によって必要となる情
報の内容や粒度が異なることが想定されるため、期末決算前
にあらかじめ検討を行っておくことが望ましいと考えられます。

5 適用時期等

本公開草案は、2018年 4月1日以後開始する連結会計年
度および事業年度の期首から適用されます。なお、表示およ
び注記事項の取扱いについては、公表日以後最初に終了す
る連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表
及び個別財務諸表から早期適用することができるとされてい
ます。また、適用初年度に関する取扱いについては、図表4の
とおりとなります（税効果会計基準一部改正案第6項および第
7項、税効果適用指針案第 65項、回収可能性適用指針案第
50－2項、中間税効果適用指針案第22項および第23項）。

図表3：繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳の開示例（個別財務諸表）

  前連結会計年度 当連結会計年度
繰延税金資産    
 税務上の繰越欠損金（注2） XXX 百万円 XXX 百万円
 退職給付に係る負債 XXX 　〃 XXX 　〃　
 減損損失 XXX 　〃 XXX 　〃　
 その他 XXX 　〃 XXX 　〃　
繰延税金資産小計 XXX 　〃 XXX 　〃　
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △ XXX 　〃 △ XXX 　〃　
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ XXX 　〃 △ XXX 　〃　
評価性引当額小計 △ XXX 　〃 △ XXX 　〃　
繰延税金資産合計 XXX 　〃 XXX 　〃　
繰延税金負債　（以下　略）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（A）

図表4：適用初年度に関する取扱い（注1）

項目 適用初年度に関する取扱い

会計処理（本稿 2（1）における税効果適用指
針案の2つの定めの変更および 2（2）におけ
る回収可能性適用指針案の定めの変更）

•	本公開草案を適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合、会計基準等の改正に伴う会計方針
の変更として取り扱う。
•	新たな会計方針を過去の全ての期間に遡及適用する。

表示 •	表示方法の変更として取り扱う。
•	表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い組替えを行う。

注記事項 •	表示方法の変更として取り扱う。
•	税効果会計基準一部改正案に定める注記事項については適用初年度の比較情報に記載しないことができる。（注2）

中間税効果適用指針案 •	会計方針等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱わない。
（注1）上記の図表は、ASBJによる「コメント募集及び本公開草案の概要」を参考に作成している。
（注2）繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）の合計額については、適用初年度の比較情報に記載する。
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PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部

IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第17号「リース」

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 17号「リース」
および関連する基準等を取り上げます。
　IASBは、2016年1月に、IAS第17号を含むこれまでのリー
スに関連する基準等を置き換える新しい基準 IFRS第 16号

「リース」を公表しました。リースに関連する論点について、
IFRS ICがどのような対応をしたのか、そして、これらの論点
が、新基準の IFRS第 16号でどのように取り扱われているの
かを紹介します。

ファイナンス・リースの
ファイナンス・サブリース（2005年6月）

IFRS ICは、仲介業者が、例えば製造業者からファイナン
ス・リースにより資産を取得し、その直後にその資産をエン
ドユーザーにリースした場合の扱いについて、解釈指針が
必要かどうかを検討しました。仲介業者が製造業者から取
得した資産を棚卸資産として扱い、その後、エンドユーザー
への引渡を売却として処理することができるという見解が実
務で見受けられたためです。

IFRS ICは、IAS第17号のファイナンス・リースに関するガ
イダンス（仲介業者の借手と貸手の立場、および最終消費
者の借手としての立場）、および IAS第 39 号の認識の中止
に関する要求事項（仲介業者のファイナンス・リース負債）
が、この論点に対処していると考えました。IFRS ICは、当該
資産を棚卸資産として会計処理するという見解には同意し
ていません。

IFRS第16号では、ヘッドリースとサブリースは、それぞれ
借手と貸手の会計処理に従います。ファイナンス・リース負
債は、IFRS第 9号の認識の中止に関するガイダンスを適用
します。

　

SIC第15号に基づくオペレーティング・リース・
インセンティブの認識（2005年8月）

IFRS ICは、市場価格に応じて貸借料を改定する条項が含
まれるオペレーティング・リース契約に、インセンティブが
付与されている場合、このインセンティブをいつ認識するの
が適切か、検討するよう要請されました。ここでいうインセ
ンティブとは、貸手から借手に与えられるものを意味し、
SIC15号「オペレーティング・リース－インセンティブ」では、
例として、借手のコストを貸手が補填するケースや、リース
期間の初期について無料ないし割引料金にするケースが挙
げられています。

IFRS ICは、SIC第15号が、借手に対して、インセンティブ
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を貸借料からの控除項目としてリース期間にわたって認識
するよう要求していることに留意しました。IFRS ICは、SIC
第15号の記載は明確であると考え、賃借料を市場価格へ改
定した後のリース費用は、同時期に市場価格で新規のリー
ス契約を締結した場合のリース費用と比較可能であるべき
とする意見（つまり、インセンティブを、リース期間全体にわ
たって認識するのではなく、改定後の市場価格での支払が
開始されるまでの期間で認識すべきという意見）を受け入れ
ませんでした。また、価格の改定は、認識のタイミングを変
えるものではないと考えました。

IFRS第16号では、あらゆるリース・インセンティブを使用
権資産の控除項目として計上します。

オペレーティング・リースにおける
利用者の便益の時間的パターン（2005年11月）

IFRS ICは、年間のリース料がリース期間にわたって定率
で上昇するオペレーティング・リースの収益および費用の認
識パターンについて検討しました。リース料の上昇の意図
が、リース期間にわたって見込まれる毎年のインフレを補償
することである場合に、このリース料の増額分を各会計期間
に認識することが容認されるかどうか見解を求められました。

IFRS ICは、IAS第 17号のオペレーティング・リースの会
計処理が、貨幣の時間価値を反映する調整を組み込んでい
ないことに留意しました。むしろ、IAS第 17号は、オペレー
ティング・リースによる収益または費用を、他の規則的な方
法が利用者の便益の時間的パターンをより適切に表す場合
を除き、定額法で認識することを要求しています。リース料
の毎年の定率上昇にかかる収益または費用を発生時に認識
することは、利用者の便益の時間的パターンと整合しない
と、IFRS ICは考えました。

IFRS第 16号において、固定リース料はリース負債の構成
要素の一つです。

借手に所有権が移転しない土地のリース
（2005年12月）

IFRS ICは、長期の土地のリースが、土地のリースは『通
常』オペレーティング・リースに分類されるというケースに該
当しない状況となるのか、見解を求められました。IAS第 17
号第14項（当時）は、リース期間の終了までに借手への所有
権の移転が予定されていない場合には、通常、借手が所有
に伴うリスクと経済価値を実質的に全て引き受けることはな
く、その場合には当該リースはオペレーティング・リースに
なる旨が明記されています。 
「通常」が含まれることで、土地のリースが長期の場合に

は、ファイナンス・リースとして扱われる可能性があることを
示唆していると考えられます。これは、長期リースの場合、
貨幣の時間価値により、資産の残余価値が重要性がない金
額まで減少するためです。しかし、IFRS ICは、「通常」という
言葉が影響する例として、リース期間の終了時に土地の公
正価値を貸手が借手に支払うことを合意した場合を挙げま
した。そうした状況下では、所有権が移転しないとしても、
土地に関連するリスクと経済価値が借手に移転している可
能性があります。

IFRS ICは、土地の所有権または土地に関連する重要なリ
スクと経済価値が借手に移転することが見込まれない限り、
土地のリースはオペレーティング・リースに分類されると述
べました。IAS 第 17 号第 14 項は、その後、IFRS の改善

（2009年4月公表）で削除されました。

変動リース料
（2006年7月）

IFRS ICは、オペレーティング・リースの変動リース料（未
払・未収）の見積もりを、リース期間にわたって定額法で認
識するリース料またはリース収益の総額に含めるべきかどう
かを検討しました。

現行の実務では、変動リース料をリース期間にわたって
定額法で認識する金額から除外している（つまり発生時に認
識されている）ことに留意し、IFRS ICは、この論点をアジェ
ンダに追加しませんでした。

IFRS第 16号において、リース負債は、指数またはレート
（例：消費者物価指数やベンチマーク金利に連動した支払、
または市場における賃借料の変動を反映するように変動す
る支払）に応じて決まる変動リース料のみで構成されます。
原資産を使用した将来の履行に連動する変動リース料は、
リース負債の測定から除外します。

買戻し契約を伴うセール・アンド・
リースバック取引（2007年3月）

IFRS ICは、セール・アンド・リースバック取引において、
売手でもある借手が買戻し契約または買戻しオプションを通
じてリース資産の支配を保持している場合の会計処理につ
いて検討しました。

IFRS ICは、セール・アンド・リースバック取引に関し、IAS
第 17号が（IAS第 18号「収益」よりも）、具体的なガイダンス
を提供していることに留意しました。このため、IAS第 17号
の範囲に含まれるセール・アンド・リースバック取引に IAS
第 18号の要求事項を適用する必要はないと、IFRS ICは結
論付けました。 
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IFRS16号では、資産の移転が売却として会計処理される
かどうかを判断する際にIFRS第15号の履行義務のガイダン
スを適用します。しかし、売手－借手が実質的な買戻しオプ
ションを有している場合には、売却は発生しません。

利用者の便益の時間的パターン
（2008年9月） 

オペレーティング・リースのリース費用の認識について、
定額法の他にどのような代替的な方法が適切となり得るか、
ガイダンスの要請がIFRS ICになされました。

IAS第16号「有形固定資産」およびIAS第38号「無形資産」
では、生産的資産の使用を認識する方法について、資産の
将来の経済的便益を企業が消費すると見込むパターンを最
もよく反映する方法に基づくよう要求しています。対照的に、
IAS第 17号は、オペレーティング・リースのリース料の費用
認識に関して、利用者の便益の時間的パターンを適切に表
す方法について記載していますので、定額法を代替する方
法は、リース資産の使用に基づく時間的パターンを反映す

るものでなければなりません。

土地の使用権の購入
（2012年9月）

IFRS ICは、土地を使用する権利の購入を、i）有形固定資
産の購入、ii）無形資産の購入、または iii）土地のリースのい
ずれとして会計処理すべきかを明確にするよう要請を受けま
した。提出された事案では、法律および規制において、土地
に対する自由保有権を企業が有することを認めていません。

IFRS ICは、提出された事案がリースとしての特徴を有す
ると考えました。IFRS ICは、延長または更新を繰り返すこと
で、リースが無期限になる可能性があることに触れ、従っ
て、無期限であることをもって、当該「使用権」がIAS第17号
のリースに該当することを妨げられることはないとしました。
また、借手が権利を更新するオプションを保有していること
から、減価償却上の耐用年数に更新期間が含まれる可能性
があることについても、IFRS ICは言及しました。減価償却
期間を適切に評価する際には、判断が必要となります。

会計／監査

表1：IAS第17号に関するIFRS IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

ファイナンス・リースのファイナンス・サブリース
（2005年6月）

ファイナンス・リースのファイナンス・サブリースの会計処理は？

借手であり貸手である仲介業者、および借手であるエンドユーザーの双方に関するガイダンスが、IAS第17号
で明確である。
また、IAS第39号の認識の中止に関する要求事項が、仲介業者のファイナンス・リース負債に適用される。

SIC第15号に基づく
オペレーティング・リース・インセンティブの認識
（2005年8月）

オペレーティング・リースのインセンティブはいつ認識するのか？

SIC第15号の記載が明確であり、借手は、他の規則的な方法がリース資産の使用による借手の便益の時間的パ
ターンを表す場合を除き、インセンティブの便益の総額を、賃借料からの控除項目として、リース期間にわたっ
て定額法で認識しなければならない。

オペレーティング・リースにおける
利用者の便益の時間的パターン
（2005年11月）

オペレーティング・リースのリース料が毎年固定割合で上昇する場合における費用と収益の認識方法は？

IAS第17号は、他の規則的な方法が利用者の便益の時間的パターンをより適切に表す場合を除き、オペレー
ティング・リースの収益または費用を定額法で認識するよう要求している。毎年の定率上昇に係る収益または
費用を発生時に認識することは、利用者の便益の時間的パターンと整合していない可能性がある。

借手に所有権が移転しない土地のリース
（2005年12月）

借手に所有権が移転しない土地のリースの分類は？

土地のリースは、所有権が借手に移転するか、リース期間の終了時に土地と関連した重要なリスクと経済価値
が借手に移転する場合を除き、リース期間の長さにかかわらずオペレーティング・リースに分類される。

変動リース料
（2006年7月）

オペレーティング・リースにおける変動リース料の見積額の会計処理は？

変動リース料を、リース期間にわたって定額法で認識する金額に含めることを、IFRS	ICは想定していない。

買戻し契約を伴うセール・アンド・リースバック
（2007年3月）

セール・アンド・リースバック取引において、売手でもある借手が買戻し契約によりリース資産の支配を保持し
ている場合の会計処理は？

セール・アンド・リースバック取引は、資産の使用権を移転する取引という点において、IAS第18号よりも、IAS
第17号のほうが、より具体的なガイダンスを提供していることが暫定合意された。使用権の移転を伴わない取
引については、IAS第17号のガイダンスは適用されない。

利用者の便益の時間的パターン
（2008年9月）

オペレーティング・リースのリース費用の認識で、定額法以外の適切な方法は？

IAS第17号では、オペレーティング・リースのリース費用の認識について定額法を使用しない場合には、リース
資産の使用の時間的パターンを反映しなければならない（借手のコストまたは便益を反映するのではなく）こと
を明確に示している。実務において重要な不整合は生じないとIFRS	ICは考えた。

土地の使用権の購入
（2012年9月）

土地の使用権の購入の会計処理は？

「使用権」は、その期間が無期限であるからといってIAS第17号のリースに該当することを妨げられない。

「増分コスト」の意味
（2014年3月）

IAS第17号における、「増分コスト」の意味は？

IFRS	ICは、新しいリースの交渉および手配に関与する常勤スタッフの給与コストが「増分コスト」に該当し、従っ
てファイナンス・リース債権の当初測定に初期直接コストとして含めるべきかどうか見解を求められた。
IFRS	ICは、内部固定費は「増分コスト」の要件を満たさないと言及した。企業がリースの交渉や手配を行わな
かったならば発生しなかったであろうコストだけを、ファイナンス・リース債権の当初測定に含めるべきである。
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業種別在庫管理および
在庫評価のポイント
第1回 アパレル業界

PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部
ディレクター　尻引 善博

PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部
マネージャー　布施 恭祐

はじめに
　本稿では、アパレル産業に属する企業（以下、「アパレル
企業」。）において最も重要な項目の一つである在庫管理と在
庫評価に焦点を当てて解説を行います。
　 経 済 産 業 省が 2016 年に公 表した「アパレル・サプライ
チェーン研究会報告書」によると、わが国の衣料品市場（アパ
レル業界）の市場規模は 1990年に約 15兆円であったものが
2010年には 10兆円と3分の 2に縮小している一方で、同時
期の国内供給量は約20億点から約40億点へと倍増していま
す。これは、一つにはアパレル商品の販売単価の低下、もう
一つには不良在庫の増加を示唆しているものであり、アパレ
ル企業における在庫管理および在庫評価の重要性はますま
す高くなっているものと考えられます。
　このような状況において、アパレル企業における在庫管理
および在庫評価のポイントをあらためて見直すことで、適切
な在庫管理および在庫評価に資することを本稿は目的として
います。
　なお、本文中の意見に係る部分は、全て筆者個人の私見
であり、PwCあらた有限責任監査法人の正式見解でないこ
とをあらかじめお断りします。

1 棚卸資産の会計処理

わが国における棚卸資産の評価に係る会計処理について
は、「棚卸資産の評価に関する会計基準（企業会計基準第 9
号 2008（平成20）年9月26日改正、以下「棚卸資産会計基
準」または「基準」）において規定されています。棚卸資産会
計基準においては、大きく分けて「通常の販売目的で保有す
る棚卸資産」と「トレーディング目的で保有する棚卸資産」の
2 種類の棚卸資産の評価について規定されていますが、ア
パレル企業においてトレーディング目的で保有する棚卸資
産が論点になることは多くないことから、本稿においては

「通常の販売目的で保有する棚卸資産」を前提とします。
棚卸資産の会計処理として検討すべき事項としては、大き

く分けて、（1）売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価
額を算定する評価方法と、（2）収益性の低下による棚卸資
産の簿価切下げの2点があります。

（1）棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、原則として購入代価又は製造原価に引取費
用等の付随費用を加算して取得原価とし、（1）個別法、（2）
先入先出法（FIFO）、（3）平均原価法、（4）売価還元法の 4
つの評価方法の中から選択し売上原価等の払出原価と期末
棚卸資産の価額を算定する（基準6－2項）ものとされていま
す。棚卸資産の評価方法は、事業の種類、棚卸資産の種
類、その性質及びその使用方法等を考慮して選択し、いっ
たん選択した方法については原則として継続して適用しな
ければならない（基準6－3項）とされています（図表1）。

（2）収益性の低下による簿価切下げ

通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもっ
て貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得
原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもっ
て貸借対照表価額とする（基準 7項）とされています。この場
合における取得原価と正味売却価額との差額は当期の費用
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として処理します。前期に計上した簿価切下額の戻入れに
関しては、当期に戻入れを行う方法（洗替法）と行わない方法

（切放法）のいずれかの方法を棚卸資産の種類ごと、または
売価の下落要因ごと（売価の下落原因を物理的劣化、経済
的劣化、市場の需給変化といった要因ごとに区分把握でき
る場合）に選択し、いったん選択した方法については原則と
して継続して適用しなければならない（基準 14項）とされて
います。

収益性の低下による簿価切下げについては、原則として、
正味売却価額を算定し取得原価と比較して実施することとな
りますが、以下のような例外的な処理も認められています。

① 営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資
産について、合理的に算定された価額によることが困難な
場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、帳
簿価額を処分見込価額（ゼロまたは備忘価額を含む。）まで
切り下げる方法、もしくは一定の回転期間を超える場合、
規則的に帳簿価額を切り下げる方法、が認められている。

② 製造業における原材料などのように再調達原価のほうが把
握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合
わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを
条件として、再調達原価（最終仕入原価を含む。以下同
じ。）によることができる。

③ 売価還元法を採用している場合において値下額などが売
価合計額に適切に反映されている場合には、値下額および
値下取消額を除外した売価還元法の原価率により求められ
た期末棚卸資産の帳簿価額は、収益性の低下に基づく簿
価切下額を反映したものと見なすことができる。

2 アパレル業界のサプライチェーン

アパレル業界全体のサプライチェーンは、大まかに以下

のとおりです。
まず、アパレル企業が商品の需要等を予測し、直接、また

は商社や OEMメーカーなどを通して工場に生産指示を出し
ます。工場で生産された商品は、アパレル企業から専門店
や百貨店、直営店等を通して消費者に販売されていきます。

アパレル企業を含む小売業の在庫管理の特徴として、ま
ず、多品種・複数サイズの商品を取り扱っていること、および
棚卸減耗損の発生が挙げられます。多品種・複数サイズの商
品を取り扱っていることに伴う受払ミスに加え、店舗に人の
出入りが多いことなどから盗難、紛失等により帳簿在庫と実
在庫に差異が発生し、棚卸減耗損が発生しがちになります。

また、商品の性質として、ライフサイクルの短さが挙げら
れます。アパレル企業で取り扱う商品は、生鮮食品等と異な
り腐るなど物理的に劣化することはありませんが、季節性や
流行が重視され、シーズンや流行に合わせた旬のアイテム
を市場に投入する必要があることから、商品のライフサイク
ルが短く、時がたつほど販売が困難になります。需要を見込
んで発注した商品が予想よりも売れなかった場合には不良
在庫となっていきます。定価で販売できなかった商品は、ま
ず店舗内でのセール、次にアウトレットモールやファミリー
セールといった形で価格を下げながら販売されていき、そ
れでも売れ残った商品については、廃棄されるか、いわゆる

「バッタ屋」に販売されていきます。

3 アパレル業界の在庫管理のポイント

アパレル業界の在庫管理のポイントとしては、①「情物一
致」、すなわち、帳簿在庫と実在庫との一致をタイムリーに
行っていくこと、および、②在庫の原価や年齢を適切に把握
することが挙げられます。

（1）情物一致の必要性

タイムリーな「情物一致」の必要性として、まず、売れ筋の
商品をタイムリーに把握し売り逃し（機会ロス）を発生させな
いことおよび不良在庫を発生させないことが挙げられます。
現在の在庫量をタイムリーに把握し、需要予測に応じて追
加発注等を行うことで売り逃しを避けるとともに、動きの悪
い商品については早期にセールなどの売り切りを行う必要
があるため、これらの判断を適時的確に行うためには、リア
ルタイムで在庫の受払、残高が管理できることが望ましいと
考えられます。アパレル業界においては、物流システム等を
導入し、バーコード等により受払記録のタイムラグの解消、
精度向上、作業時間短縮等を図っている企業も少なくありま
せん。投資金額は大きいものとなりますが、ビジネスを展開
するにあたっての重要な要素になるため、アパレル企業に
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図表1：棚卸資産の評価方法

評価方法 内容

個別法 取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の
実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法。個
別法は、個別性が強い棚卸資産の評価に適した方法であ
る。

先入先出法 最も古く取得されたものから順次払い出しが行われ、期末
棚卸資産は最も新しく取得されたものからなると見なして期
末棚卸資産の価額を算定する方法。

平均原価法 取得した棚卸資産の平均原価を算出し、この平均原価に
よって期末棚卸資産の価額を算定する方法。なお、平均原
価は、総平均法または移動平均法によって算出する。

売価還元法 値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末
の売価合計額に、原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資
産の価額とする方法。売価還元法は、取扱品種の極めて多
い小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用される。
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は必須のものと考えられます。
次に、棚卸減耗損への対応のためにも、定期的な実地棚

卸、および棚卸差異の把握と原因究明を行う必要がありま
す。実地棚卸は最低でも年に 1 回は実施しなければなりま
せんが、アパレル企業においては、最低でもシーズンに合
わせて年 2 回実施している企業が多いようです。在庫の性
質や棚卸減耗損の発生割合などによっては四半期ごとや月
次での実施も検討する必要があります。

（2）在庫年齢管理の必要性

在庫の原価や年齢については、主に利益管理や在庫評価
の観点から重要となります。商品ごとの粗利や年齢、投入
シーズン等を管理し、必要に応じて値下げやセールなどの
対応を図る必要性や、次に論述する在庫評価の観点から
も、商品ごとの取得原価や年齢、投入シーズン等の管理が
重要となります。また、最近ではビッグデータを活用した販
売データ分析や在庫分析により在庫の最適化を志向する企
業も増加している状況にあります。

4  アパレル業界の在庫評価のポイント

アパレル企業の在庫評価の方法として特徴的な点として
は、まず、個別法や平均原価法の適用企業が多いことが挙
げられます（図表 2）。小売業の特徴としては、棚卸資産会計
基準に「売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の
業種における棚卸資産の評価に適用される」と言及されてい
るとおり、売価還元法による在庫評価を適用している企業
が多いことが挙げられますが、アパレル企業においては売
価還元法を適用している企業は多くありません。これは、商
品ごとの粗利の管理を重視する観点や、システム化により
商品ごとの取得原価等の管理が容易になっていることなど
が要因として挙げられます。

アパレル企業における棚卸資産の収益性の低下による簿
価切下げについて、「 2 アパレル業界のサプライチェーン」
に記載のとおり、アパレル商品は①ライフサイクルが短く、
②定価で販売できない商品は値下げをして販売していく、
という性質から、①については滞留在庫および過剰在庫の
状況に応じた簿価切下げ、②については正味売却価額が取
得原価を下回った場合の簿価切下げを検討する必要があり
ます。

①の滞留在庫の状況に応じた簿価切下げについては、在
庫の年齢や経過シーズン数等に応じて規則的に評価減する
方法が多く用いられているようです。例えば、ブランド別・
シーズン別に、市場への投入初年度シーズンが終了すると
残在庫の一定割合（例えば 50%）を評価減し、2シーズン目

が終了すると残在庫全額を評価減するといった方法や、商
品の種類・性質別に、流行の早いカジュアル商品は投入か
ら1〜2年経過時に、流行の変動が大きくないフォーマル商
品は投入から3〜4年経過時に残在庫全額を評価減すると
いった方法が考えられます。個々の企業の商品やブランド
の性質に応じて、どのようにグルーピングするのか（ブランド
ごと、品種ごとなど）、どの程度の期間で簿価切下げを行う
のが適切なのかといった評価モデルを検討する必要があり
ます。

また、過去の販売実績に基づく一定の回転期間を超える
在庫の簿価切下げや将来の販売予測を超える在庫の簿価
切下げを行う方法も考えられます。過去の販売実績を活用
する方法では、例えば、過去の販売実績に基づく一定の回
転期間として1年間程度は販売可能であると判断し、将来 1
年間の販売予測に基づき販売可能な在庫を見積り、これを
超える在庫を全額切り下げるといった方法が用いられてい
ますが、一定の回転期間の見積りをどの程度とするか、将
来の販売予測の信頼性や実績との乖離分析を慎重に実施
する必要があります。

いずれの方法によった場合も、評価モデルや基準年齢・
シーズン等の仮定については定期的に見直しを行う必要が
あります。特にアパレル企業においては、冒頭の「はじめに」
で言及したとおり、アパレル業界全体で見ると、この 20年間
で大幅な販売単価の低下と不良在庫の増加の傾向にあるこ
とから、過去に決定した簿価切下げの基準年齢・シーズン
や将来の販売可能期間等が現在でも適切なものであるかの
評価については慎重に検討する必要があります。

②の正味売却価額については、特にカジュアル商品につ
いては、シーズンが終わるごとに定価販売が難しくなり正味

図表2：主要なアパレル企業の在庫評価方法

会社名 評価方法

（株）ファーストリテイリング 平均原価法

（株）しまむら 売価還元法

青山商事（株） 平均原価法

（株）アダストリア 個別法

（株）ＡＯＫＩホールディングス 個別法

（株）ユナイテッドアローズ 平均原価法

（株）ストライプインターナショナル 個別法

（株）パルグループホールディングス 個別法

（株）コナカ 個別法

（株）ハニーズ 平均原価法

（株）はるやまホールディングス 個別法

（株）タカキュー 個別法

出典：各社有価証券報告書、決算公告
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売却価額が下落する傾向があるため、適時適切な検討が必
要となります。正味売却価額としては、例えば、1シーズン
経過した商品についてはアウトレット店舗において定価より
も低い価格で販売している、といったような場合には、アウ
トレット店舗における販売実績単価などを使用するといった
方法があります。一方で、流行等の影響が大きく、正味売却
価額の測定が困難である場合には、上記①の評価モデルに
おいて販売可能数量と正味売却価額の両方を織り込んだ上
で一定のルールの下、簿価切下げを行うといった方法も考
えられます。なお、正味売却価額の算定にあたっては、売価
から販売直接経費を控除した金額とする必要があることか
ら、アウトレット店舗への在庫移動に伴う運送費やショッピ
ングセンターにおいて売上高に応じて負担する変動家賃の
影響についても考慮する必要があります。
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PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部 マネージャー
2012年公認会計士登録。2014年中小企業診断士登録。小売業・サービス
業を中心に、国内大手上場企業、外資系企業国内子会社の日本基準、IFRS
基準による会計監査や株式上場支援等に従事。
メールアドレス：Kyosuke.fuse@pwc.com

尻引 善博 （しりびき よしひろ）

PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部 ディレクター
2002年公認会計士登録。2006年あらた監査法人入所。製造業・小売業・
サービス業を中心に、国内大手上場企業、外資系企業国内子会社の日本
基準、US基準、IFRS基準による会計監査や内部統制アドバイザリーおよび
株式上場支援等に従事。「勘定科目別会計処理FAQ」（2011年、中央経済
社）、「開示・経理実務担当者のための最新会計基準重点解説」（2012年、
TAC出版）、「週刊 経営財務」2013年 No.3132号、No.3142号、日本機械
輸出組合「JMC Journal」2016年8・9月号、一般社団法人日本在外企業協
会「月刊グローバル経営」2016年6月号など執筆および寄稿多数。
メールアドレス：yoshihiro.shiribiki@pwc.com

会計／監査

35PwC’s View — Vol. 10. September 2017



Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　資本政策とは、一般的に株式移動、第三者割当増資、株式分割、新株予約権発行および組織再編等の手
法により、資金調達、財務構造の見直し、インセンティブプラン、創業者利潤（既存株主による投下資本の回
収）等といった目的を実現させるために策定します。加えて、株式上場を前提とする場合は、発行済株式数、
株主数、株主構成、純資産額、1株当たりの当期純利益といった指標等を変動させることにより、取引所が定
める上場審査形式基準の充足、安定株主対策、上場までの株価推移等もあわせて検討することが必要となり
ます。
　資本政策は、実行すると元に戻すことは困難であるため、慎重に検討する必要があるとともに、事業計画、各
種諸法令および諸規制等を総合的に勘案し、かつ既存株主や投資家の考えも考慮して策定することが重要で
す。今回は、株式上場で検討する資本政策において押さえておくべき主な留意点について、解説します。

　株式上場までと株式上場時の資本政策の実行により株主構成は大きく変わることになるため、上場準備の

過程では将来の株主構成を想定した資本政策を立案することが重要です。また、株主に関しては、その属性、

株主となった理由および条件などを審査プロセスで確認されるため合理的な理由を整理する必要があります。

なお、株式上場における資本政策で留意すべき主な事項は以下のとおりです。

①成長戦略のための必要資金の調達

　株式上場後は株式市場での公募増資などの手法により、投資家から直接資金を調達することができますが、

上場前は銀行からの借り入れ等の間接金融を中心としながら、特定の投資家からの第三者割当増資等により

資金調達を行います。株式上場までの資本政策を立案するにあたっては、株式上場までに必要となる資金、

必要資金のうち銀行借り入れ等でまかなうことのできる金額、第三者割当増資等により特定の投資家から調達

する場合の引受先となる個人･法人を探すことと金額等を慎重に検討することが必要です。

　株式上場までに必要となる資金を算出するには事業計画が必要となりますが、成長戦略実行のために必要

となる資金を見積もることになるため、資本政策と事業計画は一つのものとして考えることが必要です。事業

計画が綿密に策定されていないことにより資金不足となり、追加増資のため想定していた安定株主比率が低

下するなどといったことが発生しないように留意することが重要です。

　また、第三者割当増資を引き受ける投資家は、未上場企業に出資するというリスクを前提に出資額以上の

回収を見込んでいるため、投資契約等の締結を通じて経営活動に相応の影響力を行使してくることは念頭に

おく必要があります。

②安定株主対策

　経営の最重要事項は株主総会決議によりなされるため、安定的に経営をしていくためには経営活動に賛同

する株主で一定の議決権を確保する必要があります。資本政策を実行する過程で、経営者一人が一定の議決

権を確保することは困難であり、経営者に賛同してくれる株主を確保することが重要です。

　上場後は当然のことながら、上場前であっても第三者割当増資等により安定株主比率は低下するため、資

本政策を考える上で安定的な経営活動を推進するためにも安定株主比率も十分配慮する必要があります。

③上場までおよび上場時の想定株価

　上場前の第三者割当増資、株式移動、ストック・オプション発行の際には、株価を算定する必要があります。

上場までに業績が順調に右肩上がりで推移している企業の株価は当然のことながら右肩上がりになります。資

1│株式上場における資本政策で留意すべき主な事項

PwC IPO 
資本政策
PwCあらた有限責任監査法人 IPOソリューション部 　
マネージャー　冨田 典義
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本政策の立案にあたっては上場時の想定株価を前提にして、上場時期が近づくほど株価が上昇することも考

慮する必要があります。また、証券会社・取引所の審査プロセスでは上場までの資本政策実行時の株価の根

拠資料が審査対象となるため、企業とは独立した第三者からの株価算定書を準備しておく必要があります。

④役職員に対するインセンティブ

　一般的なインセンティブプランとしては従業員持株会やストック・オプションがあります。従業員持株会は拠

出金を給与天引きで積み立てることで、従業員の財産形成につながりますので、福利厚生としての要素が強い

制度になります。

　ストック・オプションは上場後に権利付与時の時価で株式を取得する権利を与えるもので、対象者は役職員

に加えて、外部関係者にも付与することができる制度です。付与者は上場後に権利行使するまでは金銭的負

担が一切ないため、低いリスクでキャピタルゲインを得ることが可能となり、モチベーション向上にもつながる

制度です。特定の役職員に企業の裁量で自由に与えることができるため、各対象者に対する付与数を検討す

る必要がありますが、業績貢献や企業規模拡大に寄与する可能性のある人に与えるというのが一般的な考え

方です。なお、直前々期（上場期の 2期間前）以降のストック・オプションの付与に関しては、有価証券届出書

（目論見書）に付与者名と付与数が全て開示されるため、結果として役職員間の不公平感をあおりモチベー

ション低下につながるリスクも考慮する必要があります。

⑤上場形式基準･上場前規制の充足

　直前々期以降上場日までの株式移動、第三者割当増資およびストック・オプションなど資本政策の実行内容

に関しては開示義務があり、また直前期（上場期の 1期間前）以降の第三者割当増資やストック・オプションに

は継続保有義務があることにも留意が必要です。

直前々期 直前期 　　　　申請期以降

第三者割当増資

株式移動

新株予約権

上場承認
前日※1

上場日
前日

上場日後
6カ月

開示対象期間※2

開示対象期間※2

開示対象期間※2

継続保有期間（ストック・オプション）

継続保有期間（新株予約権）※3

継続保有期間※3

※1 実質的な資本政策の実行期限は審査手続きの関係上上場承認前日となりますが、有価証券届出書（目論見書）の印刷会社への校了時期を考慮する
と、上場承認日の1週間前が実務上の期限となります。

※2 開示対象期間に実施した資本政策の内容が有価証券届出書（目論見書）に開示されることになります。
※3 上場日以後６カ月間を経過する日が割当もしくは付与から１年間経過していない場合は、割当もしくは付与から１年間経過する日までが継続所有期

間となります。

　また、取引所が定める形式審査基準では市場ごとに流通性の基準があるため、上場規則に従い公募・売り

出しを行う必要があります。これは投資者の売買が円滑に行われるためには、相応の流動性が必要との考えに

基づくものですが、一定の大株主や役員など特定の者以外の流通性が認められる株式の下限が設定されてい
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　経営者としては、安定的な経営活動を上場後も継続するために上場前の資本政策から一定の安定株主比率

を維持しながら、必要資金の調達と引受先を検討することが必要となります。なお、安定株主の定義について

は、各企業の状況や経営者の考え方によって異なります。株主の属性としては大きく以下の①～⑥が考えられ

ますが、一般的に番号が大きくなるほど安定性は下がる傾向にあります。

①オーナーおよび親族（財産保全会社を含む）

　株主の属性の中で最も安定度が高い株主となります。当該株主のみで必要な議決権を確保できれば、上場

後も安定した株主総会運営を行うことができると考えられます。

②役員

　共同経営者や創業時もしくは社歴が浅い段階からの役員で経営者からの信頼度が高い株主も安定株主とし

て認識されます。一方で、退職時にはその保有する持株を処分する可能性もあり、長い目でみると安定株主で

なくなるリスクはあります。

③従業員持株会、従業員

　従業員や従業員持株会は長期的な財産形成・福利厚生を目的としたものであるため、一般的には安定株主

と考えられます。しかし、昨今は終身雇用に対する考えの変化から早々に売却するケースも多く安定性は①②

と比較して高いとはいえません。

④取引先、金融機関等

　取引先は、業務提携先など親密な関係にあれば安定性は高いですが、業務提携の関係や提携先の業績に

よっては売却するリスクはあります。また、金融機関は昨今株式の持ち合い解消が進み安定株主としての安定

性は低い傾向にあります。なお、取引先との資本業務提携はストラテジックパートナーとして企業の成長性を

高めると投資家が認識することにより企業価値が高まる可能性があり、エクイティストーリーを策定する際の検

討項目にもなります。

⑤友人、知人

　経営者の知人や友人が株主になるケースがありますが、安定性は経営者との関係によってさまざまです。個

人株主との関係が悪化することにより株式の売却や株主の権利を利用したさまざまな対応を企業に求めるなど

のリスクが発生する可能性があります。また、反社会的勢力の排除という観点で個人株主に対する調査は困難

なため、付与にあたっては慎重な対応が求められます。

2│想定される安定株主の属性と安定性

るため、安定株主対策や所要資金の調達とのバランスを保ちながら、選択する市場に応じた資本政策が必要

となります。東京証券取引所の流通性に関する基準は下表のとおりです。 

東京証券取引所

本則市場（市場第二部） マザーズ JASDAQスタンダード JASDAQグロース

流通株式
（上場時見込み）

a.	流通株式数
	 4,000単位以上
b.	流通株式時価総額
	 10億円以上
c.		流通株式数（比率）　
	 上場株券等の30%以上

a.	流通株式数
	 2,000単位以上
b.	流通株式時価総額
	 5億円以上
c.	 流通株式数（比率）
	 上場株券等の25%以上

a.	 公開株式数	公募又は売
出し株式数が上場株式数
の10%又は1,000単位の
いずれか多い株式数以上

b.	 浮動株時価総額
	 5億円以上

同左

* 流通株式とは、上場申請に係る株式のうち、大株主及び役員等の所有する株式並びに申請会社が所有する自己株式など、その所有が固定的でほとんど
流通可能性が認められない株式を除いた株式をいいます。
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　今回は、株式上場に関連した資本政策の留意点を解説しましたが、資本政策は企業で策定された事業計画

を達成するための一要素です。企業の成長戦略を策定し、その成長戦略の実現のために必要となる資金や

パートナーを検討することから、事業計画達成の手段として機能することとなります。また、資本政策は上場審

査においての確認事項となるとともに、実行時期によっては投資家への開示対象となるため、株主の属性、株

主となった理由・条件は整理しておく必要があります。

　株式上場を検討する上では、本編で解説したような留意点を押さえて資本政策を検討していくことが必要と

なります。

4│おわりに

冨田 典義 （とみた のりよし）

PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部 マネージャー
大手証券会社でIPOコンサルティング及び引受業務に従事。上場準備の
ための利益計画策定・予実管理・コーポレートガバナンス体制整備・内部
統制構築等に関するコンサルティング業務に数多くの経験を有する。
メールアドレス：noriyoshi.tomita@pwc.com

PwC IPO│資本政策

　資本対策ではいろいろな手法を使うことになりますが、各手法にはそれぞれ特徴があり、その効果も異なり

ます。代表的な資本政策の手法は以下のとおりです。

①株式譲渡

　株式譲渡は既存株主が保有する株式を他者へ移動させる手法です。定款で譲渡制限を定めている取締役

会設置会社は、取締役会決議の承認が必要です。発行済株式の移動のため総数を増加させずに、株主の持

株比率を変動させる効果があります。

②第三者割当増資

　第三者割当増資は、特定の第三者に新株を発行する手法で、会社法上の公開会社以外では株主総会の特

別決議の承認が必要です。第三者割当増資により企業には資金が払い込まれ、発行済株式が増加するため、

既存株主の持株比率は変動します。

③株式分割

　株式分割は、発行済株式を一定割合で分割し既存株主に持株比率に応じた新株を発行する手法です。株式

数は増加しますが資金の払い込みはなく、資本金も変化しません。一般的に株式分割は株式上場直前に、株

価を調整し、市場流通性を高めるために行われます。

3│資本政策の手法

　資本対策ではいろいろな手法を使うことになりますが、各手法にはそれぞれ特徴があり、その効果も異なり

ます。代表的な資本政策の手法は以下のとおりです。

①株式譲渡

　株式譲渡は既存株主が保有する株式を他者へ移動させる手法です。定款で譲渡制限を定めている取締役

会設置会社は、取締役会決議の承認が必要です。発行済株式の移動のため総数を増加させずに、株主の持

株比率を変動させる効果があります。

②第三者割当増資

　第三者割当増資は、特定の第三者に新株を発行する手法で、会社法上の公開会社以外では株主総会の特

別決議の承認が必要です。第三者割当増資により企業には資金が払い込まれ、発行済株式が増加するため、

既存株主の持株比率は変動します。

③株式分割

　株式分割は、発行済株式を一定割合で分割し既存株主に持株比率に応じた新株を発行する手法です。株式

数は増加しますが資金の払い込みはなく、資本金も変化しません。一般的に株式分割は株式上場直前に、株

価を調整し、市場流通性を高めるために行われます。

⑥ベンチャーキャピタル

　ベンチャーキャピタルは高いリターンを目指してアグレッシブな投資を行い、資金を投下すると同時にハンズ

オンにより投資先企業の価値向上を図り、その保有株式を売却することで収益を得るため、上場後は短期間で

売却するなど株主としての安定性は低いといえます。
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俯瞰するフィンテック

PwCあらた有限責任監査法人
フィンテック＆イノベーション室
マネージャー　齊藤 洸

はじめに
　「フィンテック」という用語は、各種メディアで大々的に取り
沙汰されていることから、すでになじみの深いものになって
いるかと思われます。当初は、シリコンバレーのスタートアッ
プ企業が、斬新なアイデアとテクノロジーを武器に金融機関
を破壊（Disrupt）するという大変センセーショナルな文脈で
語られることも多かったフィンテックですが、今日では、金融
機関とスタートアップ企業が、共同で市場を拡大する取り組
みも数多く見られます。本稿では、まずはフィンテックが注目
されるようになった背景に触れ、主に欧米での事例の中から
特徴的なものをピックアップし、最後に情報獲得と活用の重
要性について述べたいと思います。なお、本稿における意見
にわたる部分は、筆者の私見となります。

1 フィンテックとは

フィンテックは、FinanceとTechnologyを掛け合わせた
造語であり、伝統的な金融サービスを新たな技術と発想に
よって変革する動きであると言えます。インターネットが商
用化して 20年あまり、この間 ICT端末（スマホやタブレット
等）とICTサービス（ネットショッピング、SNS、情報検索等）
が爆発的に普及し、人々の価値観やライフスタイルに影響
を与えました。このことは、企業の提供する商品・サービス
や各業界主要プレーヤーの顔ぶれに質的変化をもたらしま
した。米国では、リーマンショック後に新しい発想で金融
サービスをデザインするスタートアップ企業が次々に誕生
し、フィンテック企業として注目を集めました。この背景には
オープンソースやクラウドコンピューティングなど ICT技術
の発達により、起業コストが大きく下がったことがあります。
加えて、米国では金融危機後に、金融業界から人材が流出
し、成長産業であるIT業界に流れ込んだことにも起因してい
るといわれます。金融商品や複雑な金融規制を熟知した元
金融ビジネスの担い手が IT業界に合流することで、新たな
アイデアが結晶化され、古巣である金融機関に対してチャレ
ンジしていく流れが、フィンテックによる変革を加速させま
した。

PwCは、メガトレンドの一つとして「テクノロジーの進歩」
を挙げております。これは産業や国境を横断する非連続的・
長期的なマクロの大波であるが故に、その影響は金融業界
にも及ぶものと考えられます。「フィンテック」は、音楽業界
や出版業界、タクシー業界などには一足早く訪れた変革ス
トーリーの、金融業界版であるといえるかと考えます。

2 フィンテックの領域

FinanceとTechnologyの範囲はそれぞれ広範にわたりま
すので、両者を掛け合わせたフィンテックの領域もまた多岐

ソリューション
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にわたります。送金・決済、融資、資産運用、保険といった
伝統的な金融サービスを「早く、安く、使いやすく」するタイ
プや、会計ソフトや個人財産管理など、直接的には金融の
サービスではないものを金融サービスに連結させることで新
しいニーズを発掘するタイプ、さらには、仮想通貨によって
開拓された新たな金融サービスを提供するタイプなど、あら
ゆる角度から金融ビジネスにアプローチしております（図表1
参照）。仮想通貨は、インターネットというオープンシステム
の上で、特定の管理者なしにデジタルな価値を流通させる
ことを可能とする「発明」であり、ビットコインがその原型と
なりました。その後通貨の機能のみならず、スマートコント
ラクトと呼ばれる契約を自動実行できるプラットフォームや
そのプラットフォーム上で管理者なしのアプリを開発する動
きが活発化して、世界中で大きな盛り上がりを見せておりま
す。また、仮想通貨の要素技術であるブロックチェーンにつ
いては、新たなサービスの発案や、業務／ITコストを大幅
に低減させるために活用しようという試みが活発化してお
り、金融機関のみならず非金融企業、さらには行政機関に
至るまでその動向が高く注目されております。

3 金融機関の危機感

「グーグルやフェイスブック、その他の企業は、今後我々
の競合相手となるであろう」―2014年 5月に行われたサウ
ジアラビアで行われたカンファレンス（Euromoney）におけ
る、JPモルガン・チェース CEOのジェイミー・ダイモン氏の
発言です。金融機関が抱く危機感を端的に表しており、驚き
をもって注目されました。

PwCは、世界71カ国、1,300名を超える金融機関・フィン

テック企業の経営幹部を対象に調査を行い「PwC Global 
FinTech Report 2017」※ 1として公表しております。そこで
は、既存金融機関の 88%が、自社サービスがフィンテック企
業によるリスクにさらされていると回答しており、こういった
危機感は、程度の違いはあれ、世界の金融機関で共通の認
識となっているものと考えられます。

金融業は、元来情報産業であるといわれます。決済は、膨
大な振込依頼やカード処理依頼等の情報を集約・共有する
ことで正当な支払・受取先を確定させ、銀行口座の振替等
の帳簿書き換え処理によって依頼を実行します。融資では、
融資候補先の財務データや業績推移、資金使途や期間、担
保内容などの情報を基にリスクを評価し、実行の可否を判
断します。資産運用における正しい判断を行うためには、市
場データを含む大量のデータの分析が不可欠になります。

インターネットビジネスの推進者は、氾濫する情報をタグ
付け、整理・解析し、利用者の需要と他の供給をマッチング
させる技術に長けており、次々に革新的なサービスを生み
出してきました。気が付けば、世界の株式時価総額第1位は
アップルでありその金額は 84兆円を超えます（2017年 6月
末時点）。グーグル、アマゾン、フェイスブックを加えた 4つ
のメガ IT企業は、その頭文字を取ってGAFAと称され、バー
チャル空間に築き上げられた巨大なプラットフォームの支配
者として圧倒的な影響力を持ちます。これらメガ IT企業のプ
ラットフォームの上でウーバーやネットフリックスなど数多く
のスタートアップ企業が急速な成長をとげました。情報を扱
うことに長けた、こうした IT企業が、情報産業たる金融サー
ビスに目を付けることは、自然な成り行きであったと考えら
れます。

ソリューション

図表1：フィンテックの主な領域

　 エリア 形態または機能

1 預金 デジタルバンク、ネオバンク

2 送金・決済 P2P送金、マッチング型の海外送金、モバイル決済（NFC、QRコード等）、モバイルPOS、仮想通貨

3 融資 マーケットプレイスレンディング、バランスシートレンディング、トランザクションレンディング

4 資産運用 ロボアドバイザー、モバイル専業証券、投資型クラウドファンディング（投資サイド）、マーケットプレイスレンディン
グ（投資サイド）

5 保険 P2P保険、テレマティクス保険、コネクテッドヘルス

6 資金調達 投資型クラウドファンディング

7 財産管理 自動家計簿・資産管理アプリ（PFM）

8 業務支援 クラウド会計、請求書管理

9 新たな金融・非金融プラットフォーム
（クローズドシステム）

コンソーシアム／プライベート型ブロックチェーン。信頼できる第三者との間で台帳を共有する、または単一の組織
内で分散された台帳の形でシステムを組む。

10 新たな金融・非金融プラットフォーム
（オープンシステム）

パブリック型ブロックチェーン。ビットコインなどのデジタルバリューのほかに、イーサリアムなどスマートコントラク
トによる契約等の自動執行アプリ提供プラットフォームおよびその上に作られたアプリで使われる仮想通貨など多彩。

※1 https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/global-fintech-
report1704.html
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4 金融機関の機会

伝統的金融機関の危機感が先行して語られるフィンテッ
クですが、市場拡大のチャンスと捉えることもできます。フィ
ンテック企業が金融機関の顧客を奪い取るという構図は、
単純でわかりやすいですが、そうではなく、金融機関が、
フィンテック企業の技術やアイデアを取り入れることで、今
まで提供できていなかったサービスや顧客層を取り込み、
市場を創っていくという形で進展するという意見も聞かれま
す。

フィンテックで先行する欧米では、金融機関がフィンテッ
ク取り込み戦略を積極的に展開しております。買収や出資
は最も直接的にフィンテック企業を取り込む手段と言えるで
しょう。前者は、例えば BBVAによるSimple（ネオバンク）の
買収や、ブラックロックによるフューチャーアドバイザー（ロ
ボアドバイザー）の買収など数多くの事例があります。後者
は、「コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）」という、
一般事業会社が自己資金でスタートアップ企業へ出資する
形によっても実行されます。サンタンデール銀行や HSBCな
どは、数億ドルのファンドを設立して有望なフィンテック企
業に投資しております。また、アクセラレータプログラム、す
なわち将来性の見込める起業家のスポンサーに名乗りを上
げ、事業環境や助言を提供することで育成していく試みの
例も見られます。

フィンテックの分野に限らず、近年「オープンイノベーショ
ン」という戦略発想が重要視されております。これは、企業
が自社の技術やアイデアだけではなく、他社のそれを組み
合わせ、イノベーティブな商品・サービスを創り出す手法の
ことです。トヨタが、燃料電池車に関する単独特許を期限付
きで無償開放した事例などは注目されましたが、広く企業を
巻き込み巨大なエコシステムを形成することで補完財等を
充実させ、自社製品の付加価値を高めるという企業行動は
今後ますます重要視されていくでしょう。

金融機関は、複雑で詳細な規制を厳格に守る必要がある
ため、伝統的に失敗を嫌い、堅実性を好む風土があると言
えますが、フィンテックへ対応するために、そのような企業
文化をも変えていかなければならないといわれます。ゴー
ルドマン・サックスの会長兼 CEOのブランクファイン氏は、

「我々はテクノロジー企業である」と公言しておりますが、対
峙していく相手がグーグルやアップルなどの洗練された顧
客インターフェースを武器にするIT企業なのであれば、こう
した意識変革も必要なのかもしれません。

ゴールドマン・サックスは、1990年にゴールドマン・サッ
クス・バンクUSA（GSバンク）を設立していますが、当初の
顧客は平均預金残高5,000万ドル以上の超富裕層でした。

しかし、2016年 4月に、GEから買い取ったオンライン銀
行を統合すると、1ドルから預金を受け付ける一般消費者向
けのオンライン銀行をスタートさせました。ゴールドマン・
サックスの顧客になるためには、今まで、最低 100万ドルが
必要であったため、この方針の大転換は大きな驚きをもって
注目されました。さらに、顧客から集めた預金の運用方法の
一つは、個人や中小企業向けのオンライン融資です。2012
年に 1 億ドルの出資をした中小企業向けオンライン融資の
スタートアップ企業、オンデックの成長を見てこのビジネス
が将来伸びることを確信したといわれております。

5「データの溜まる場所」と「連携」の重要性

先に、金融機関は情報産業と述べましたが、金融機関が
今まで利用できていた情報は限定的でした。例えば銀行が
入手する預金者の個人的な情報は、年齢、年収、住所、勤
務先などの限られた情報に留まるため、そこから各人の金融
サービスのニーズを発掘してきめ細かな金融サービスを提
案するなどといったことは困難でした。

SNSには大量のライフログが記録されます。フェイスブッ
クの月間アクティブユーザーは 19億人を超えますが（2017
年第 1四半期報告書より）、ユーザーがどこにいるのか、何
を買ったか、趣味は何で、業務内容や家族構成がどのよう
なものなのかという個人の新鮮な行動情報が膨大に集積さ
れるため、これらの情報を集積・解析することでパーソナラ
イズされたサービス提案を行える可能性があります。

また、フィンテックの一つ PFM（Personal  F inancia l 
Management）を通じても、個人の取引データが蓄積される

「場所」が出来上がります。PFMとは個人向けの資産管理
サービスで、ユーザーが保有する複数の銀行口座やクレ
ジットカード情報などをアプリで一元管理できる仕組みを提
供します。これにより、簡単に家計簿を作成することができ
ます。また、クラウド会計は、同様にオンラインバンキングや
クレジットカード情報の明細を取り込み、AI技術を活用して
適切な勘定科目に自動記帳できる仕組みを提供しており、
これによっても、ユーザーである中小企業や個人事業主の
取引データが蓄積される「場所」が出現します。

このような、PFMやクラウド会計サービスによって一元管
理された大量のデータと、SNS情報などを集積・分析するこ
とで、融資を早く、低利で実行できるサービスはすでに提供
されております。先にも登場したオンデックやカベージなど
が代表で、多様なデータを取り込んだ中小企業向けオンラ
イン融資を実現しております。

ここで重要な点は、顧客に便利な管理サービスを提供す
るスタートアップ企業と、そのデータを活用して融資などの

ソリューション
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金融サービスを提供するスタートアップ企業が、データ連携
することで、銀行の機能を代替しているという点です。日本
でも、PFMとクラウド会計サービスを提供するマネーフォ
ワードが、2016年 4月、「MFクラウドファイナンス」という資
金調達サービスを発表しました。クラウド会計等のデータを
金融機関と連携することで、与信判断に役立て、従来よりも
短期間で融資を完了させるというサービスです。企業の枠
を超えてデータを集め、分析することで、新たなニーズを察
知する、もしくは従来のプロセスを効率化・高度化する、そ
のような取り組みは今後ますます重要になると考えられま
す。

ソリューション

齊藤 洸 （さいとう こう）

PwCあらた有限責任監査法人
フィンテック＆イノベーション室 マネージャー　
国内外の銀行、証券、保険、資産運用会社に対する会計監査および会計
アドバイザリー業務に関与。また、金融規制対応業務、業務フロー構築支
援、システム構築支援業務など、非会計分野のコンサルティングサービス
も提供している。日本公認会計士協会「仮想通貨対応専門部会」専門委員

（現任）。寄稿記事に、「仮想通貨の会計論点」（『企業会計』 2017年 6月
号）、「現状の考え方、今後の課題は 「仮想通貨」の会計上の取扱いと留意
点」（『旬刊経理情報』 2016年11月10日号）がある。
メールアドレス：ko.saitoh@pwc.com
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PwC’s View編集部

公認会計士 トピックス
第6回 監査時間の確保に関する取り組み 

1 決算の早期化に対するニーズ

金融商品取引法では決算日後 3カ月以内の有価証券報告
書の提出が求められています。また、会社法における株主
の権利行使に関する基準日の設定、法人税法においては、
決算日後確定申告書を提出するまでの期限の設定等、すべ
て 3カ月以内に実質的な決算業務を終えるような形で制度
運用がされていたため、3月決算会社が多いわが国におい
ては、決算業務および監査業務が 4〜5月ごろに集中すると
いう事情がありました。

国際的な情報開示と同等の適時な情報開示を求める観点
で、2007年から四半期報告制度が導入されていますが、決
算における財務情報の開示についても早期開示を求める動
きが年々進み、現在は、証券取引所が上場会社に対して、
決算における情報開示を決算日後 45日以内に行うよう求め
ています。情報化社会が進み、迅速な意思決定が求められ
る今日の経済社会においては必然の流れですが、このよう
な社会的な期待も相まって監査の現場では早期に実質的な
監査作業を完了させることを求める状況が年々加速してい
ました。

一方で、ひとたび企業財務を巡る事件が勃発するごとに
監査制度の限界への指摘、とりわけわが国の上場会社の決
算期が 3月に集中していることを背景とした、監査の現場に
おける時間へのプレッシャーが監査制度の問題の一つとし
て取り上げられるようになってきました。

2 決算業務の見直しに関する一連の動き

このような決算時期における監査実務上の課題について
は多くの関係者で共有化されており、2015年 6月に公表さ
れた「コーポレートガバナンス・コード」において、取締役会
および監査役会が少なくとも対応すべき事項の一つに「高
品質な監査を可能とする監査時間の確保」が挙げられてい

はじめに
　情報化社会が進む今日では、企業を取り巻く利害関係者
から、企業に関連する情報についてよりタイムリーに提供す
ることを求める声が高まっています。一方で、不正確で信頼
性を欠いた情報の提供はかえって市場を混乱させる可能性
もあります。
　そのような状況のなか、企業財務における情報開示の世
界では、ここ数年において、情報開示の迅速性と、提供され
る情報の信頼性のバランスを図る動きが見られます。本稿
では、これらの背景と合わせて、監査時間の確保の問題を
乗り越えて高品質の監査を実現するための日本公認会計士
協会の取り組みを紹介します。

その他
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その他

ます。（補充原則3－2②（i））
この動きと呼応して、証券取引所グループから公表されて

いる「決算短信・四半期決算短信の作成要領等」が改正さ
れ、2017年 2月版から、「決算短信には監査等が不要であ
ることについて」の記述が追加されました。それに伴い、決
算短信の様式においても「決算短信は監査の対象外です」と
いった文言が追加されています。この改正は、決算短信等
の開示の自由度を高めるとともに、速報としての役割に特化
するという観点でなされており、その点で、上述のように「監
査等が不要」であることを明示することで、改めて決算の速
報開示を監査から切り離すことを意図しているといえます。

さらには、2014年より適用されている「監査における不正
リスク対応基準」では、財務諸表の重要な虚偽の表示の疑
義があると判断された場合には、監査事務所の方針と手続
きに従って、適切な審査の担当者による審査が完了するま
では意見の表明をしてはならないとされています。当然のこ
とではありますが、不正の疑義の解消による適切な財務情
報の開示がタイムリーな情報開示に優先することが制度的
にもあらためて確認されているところです。

また、別の観点からの見直しと言えますが、株主総会開催
日の集中を回避する意図で、定款で基準日についての定め
を置くことで制度上は決算日後 3カ月を超えたのちの定時株
主総会の開催も可能な状況となっています。この動きが進
めば、監査の現場においても幾分かは監査業務が分散しよ
り実効性のある監査を可能にする要素にはなりますが、3カ
月ごとに財務情報の開示を求める四半期報告制度が定着し
ている現状においては、まだ一般化しているとは言えない
状況です。

3 日本公認会計士協会の取り組み

2017年 3月に「会計監査の在り方に関する懇談会」より公
表された提言において、高品質な会計監査を実現するため
の環境の整備として、取締役会および監査役会に、適切な
監査時間の確保などの監査人と企業との十分な連携を確保
するための適切な体制整備への取り組みの必要性が指摘さ
れています。あわせて日本公認会計士協会 会長声明「金融
庁「会計監査の在り方に関する懇談会」提言を受けて」にお
いても、会員である公認会計士に対して、提言の趣旨を理
解し、適時に適切な対応が可能なように、あらかじめ準備を
進めることを促すメッセージが発せられています。

このような監査時間の確保に関する事項は、監査人のみ
ならず監査を受ける企業担当者との相互理解に基づくもの
であることから、日本公認会計士協会では「高品質な監査の
実施のための十分な監査時間の確保のための説明ツール」

を開発し、2016年 12月に協会会員である公認会計士に向
けてリリースしています※。さらには、「働き方改革」に関する
世間の関心が高まるなか、公認会計士業界においても、監
査時間が逼迫しているという問題は、決算業務にかかわる
人の労働環境に直結する問題でもあることから、日本公認
会計士協会は、2017年 3月に会長声明「昨今の働き方改革
の議論を踏まえた決算に関する業務の在り方について」を
発出しました。この会長声明では、決算業務に携わる人の働
き方の改善が、財務情報の信頼性の確保、ひいては経済社
会の持続的な発展につながることを強調しています。

その一方で、監査業務そのものの効率化についても取り
組んでいます。AIを利用した監査技法の開発は監査の効率
性を大きく変えうるものであり、さまざまな研究が進められ
ているところです。

また、日本公認会計士協会は2015年11月に「開示・監査
制度の在り方に関する提言―会社法と金融商品取引法にお
ける開示・監査制度の一元化に向けての考察」を公表して
います。これは、わが国の開示制度が会社法に基づく制度
と金融商品取引法に基づく制度が並行して存在しているこ
とが、企業における情報開示、監査人における監査それぞ
れに非効率をもたらしているという視点を踏まえ、制度的な
一元化を提言するものです。このように、監査時間の確保の
問題について、このような制度的な見直しの可能性も含め
て検討を進めているところです。

※http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/20161221juy.html
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“Inform” へようこそ

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

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

PwCのスペシャリストが、IFRSの新基準の主要な論点や実務上の影響について、
経験に基づく洞察を含めてわかりやすく動画で解説（1回10分程度）

PwCのスペシャリストが、IFRSの最新動向を考察（1回20分程度）

IFRS第9号「金融商品」“一般企業”

IFRS ビデオシリーズ（英語）

IFRS ポッドキャスト（英語）

IFRS第9号「金融商品」“減損”

PwC IFRS Talks

IFRS第16号「リース」

IFRS第9号は、“一般企業” に影響しないと思っていませんか？ このビデオシリーズでは、IFRS第9号が一般企業に与える影響
について、ポイントごとに解説。IFRS第9号の発効日は迫っています。是非ご視聴ください。

上記3つのシリーズの合計で30本超の動画を公開済み、今後も追加予定です。
※YouTubeで視聴でき、英語スクリプトの表示ができます。

1． Introduction（イントロダクション）

2． Intra-group loans（グループ企業間の貸付金）

3． Modification of financial liabilities（金融負債の変更）

4． Factoring and business model （ファクタリングと事業モデル）

5． SPPI test（SPPIテスト）

6． Impairment（減損）

【動画イメージ】

PCやスマホから
どなたでも

ご覧いただけます。
すきま時間を

ご活用ください。

スライドショー4枚目の
『IFRS ビデオシリーズ /

ポッドキャスト（英語）』
をクリック

『IFRS ビデオシリーズ / ポッドキャスト（英語）』
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本書では、IFRS第 2号「株式に基づく報酬」を取り上げています。IFRS第 2号は、企業がさまざまな形で利用している株式に基づ
く報酬取引に関する包括的な会計基準ですが、日本基準とは適用範囲が異なり会計基準の要求事項にも差異が存在するほ
か、複雑な会計上の見積りや判断が求められることから、IFRSを任意適用する日本企業にとって適用が難しい基準の一つと考
えられます。

IFRS「株式に基づく報酬」
プラクティス・ガイド
・ さまざまな報酬形態に対応するIFRS第2号「株式に基づく報酬」を徹底解説
・ 2016年6月公表の明確化もフォローしています

書　名：IFRS「株式に基づく報酬」プラクティス・ガイド
出版社：中央経済社	
編　者：PwCあらた有限責任監査法人
定　価：4,000円（税抜き）
発行月：2017年6月

最新版

書籍紹介

第Ⅰ部　IFRS第2号の基本
 第1章│目的と概要
 第2章│定義および範囲
 第3章│分類
 第4章│権利確定条件およびその他の条件
 第5章│権利確定期間
 第6章│付与日
 第7章│公正価値（IFRS第2号）と本源的価値
 第8章│非従業員との取引

第Ⅱ部　持分決済型の株式に基づく報酬取引
 第1章│持分決済型の株式に基づく報酬取引の認識
 第2章│持分決済型の株式に基づく報酬取引の測定
 第3章│権利確定条件
 第4章│持分決済型の株式に基づく報酬取引の条件変更・取消し・清算

第Ⅲ部　そのほかの株式に基づく報酬取引
 第1章│現金決済型の株式に基づく報酬取引
 第2章│持分決済型と現金決済型の間の分類変更
 第3章│現金選択権付きの株式に基づく報酬取引
 第4章│グループ企業間の株式に基づく報酬取引

第Ⅳ部　評価
 第1章│オプション契約
 第2章│オプション契約の公正価値評価の基礎
 第3章│オプション契約の評価技法
 第4章│評価技法に投入する基礎変数（パラメータ）の推計
 第5章│公正価値の評価技法の選択基準
 第6章│未上場会社が発行するストック・オプションの公正価値評価

第Ⅴ部　表示・開示、その他の論点
 第1章│表示および開示
 第2章│法人所得税
 第3章│従業員株式信託
 第4章│その他実務上の論点
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本書は、IFRSの実務に関与する読者に、わかりやすくIFRSの趣旨と本質を伝えることを主眼としています。そのため、各章冒頭
に、見開きで重要ポイントの概説などを行うとともに、図表なども多用し、本質や重要な点が伝わるよう工夫をしています。ま
た、日本基準との主要な差異なども含め、実務上、一般的に重要な項目を重点的に記載し、詳細な要求事項や実務に関係の
薄い記述はできるだけ簡潔にしております。
しかし、本書は単なる薄い簡単な入門書を目指しているものではありません。むしろ、複雑な論点に関する判断を行うにあたっ
て、要求事項の本質を把握し、実態に応じた適切な基準の適用・判断を行う上で、まず本書を開いていただければ幸いです。

プラクティスIFRS
・ 実務に必要となるIFRS基準の「本質」から理解できる1冊
・ 各章冒頭の見開き図解で重要ポイントがつかめる
・ 実務上の留意点やIFRSと日本基準との主要な差異も解説

書　名：プラクティスIFRS
出版社：中央経済社	
編　者：PwCあらた有限責任監査法人
定　価：4,000円（税抜き）
発行月：2017年6月

最新版

書籍紹介

第Ⅰ部　概要・会計方針全般
 第1章│IFRSの成り立ち
 第2章│概念フレームワーク
 第3章│初度適用
 第4章│財務諸表の表示
 第5章│会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬
 第6章│外貨建取引
 第7章│公正価値測定

第Ⅱ部　包括利益計算書および関連項目
 第1章│収益
 第2章│従業員給付
 第3章│株式に基づく報酬
 第4章│法人所得税
 第5章│１株当たり利益

第Ⅲ部　財政状態計算書および関連項目
 第1章│無形資産
 第2章│有形固定資産
 第3章│投資不動産
 第4章│資産の減損
 第5章│リース
 第6章│棚卸資産
 第7章│引当金、偶発負債および偶発資産
 第8章│金融商品
 第9章│資本金および剰余金

第Ⅳ部　連結財務諸表
 第1章│連結および個別財務諸表
 第2章│企業結合
 第3章│子会社、事業および非流動資産の処分
 第4章│関連会社等

第Ⅴ部　開示その他
 第1章│関連当事者
 第2章│キャッシュ・フロー計算書
 第3章│期中財務報告
 第4章│セグメント別報告
 第5章│後発事象

参考資料１│PwCが提供するIFRS関連ツール
参考資料２│開示の検討の進め方
参考資料３│IASB動向やIFRS解釈指針委員会の決定の内容の把握
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書籍紹介

書籍紹介

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

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

経営監査へのアプローチ
～企業価値向上のための総合的内部監査
　10の視点

（2016年12月26日）
リスク管理や内部監査に関して、10の切り口か
ら具体的な取り組みの課題と実務を豊富な図
表とともに解説しています。伝統的な論点だけ
でなく、サイバーセキュリティリスクや不正・不
祥事への対応、データ分析の活用といった最
新のトピックまで幅広くカバーした内容となっ
ています。
（清文社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

会社法計算書類の実務（第9版）

─作成・開示の総合解説
（2017年2月14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、会社法計算書類の作成方法
や会社法の計算関係の最新実務について平易
に解説しています。今回の改訂では、連結計算
書類の開示例を充実させるべく、構成の見直し
を行いました。さらに、会社法計算書類の実務
に関連する最新の会計基準などの動きについ
ても解説しています。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

IFRS「株式に基づく報酬」
プラクティス・ガイド
（2017年6月23日）
本書では、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を取
り上げています。IFRSを任意適用する日本企業
にとって難解な基準の一つであるIFRS第2号に
ついて、ケーススタディを多く取り入れ、簡単
な図表と平易な言葉で実務における適用につ
いて解説しています。2016年6月に公表された
明確化の修正基準についてもカバーした最新
の内容になっています。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

企業のための
サイバーセキュリティの法律実務
（2016年12月13日）
サイバー攻撃の高度化やパーソナルデータを
巡る国内外の法改正など、サイバーセキュリ
ティを取り巻く環境の変化に対応するには、テ
クノロジーとリーガル両面の理解と見識が不可
欠となってきています。本著は、こうした実情を
踏まえ、テクノロジー面に偏りがちなサイバー
セキュリティ対策に関する書籍類とは一線を画
し、テクノロジーとリーガル両面から企業のセ
キュリティ対策について解説しています。
（商事法務／PwCコンサルティング合同会社編）

IFRS 「収益認識」
プラクティス・ガイド
（2016年12月14日）
本書では、IASB（国際会計基準審議会）が2014
年5月に公表したIFRS第15号「顧客との契約か
ら生じる収益」を踏まえた「収益認識」を取り上
げています。日本企業の実務に役立つケース
スタディーを多く取り入れ、簡単な図表と平易
な言葉でIFRSの実務における適用について解
説しています。2016年4月に公表された一部の
規定の明確化を含む基準の修正についてもカ
バーした最新の内容になっています。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

図表でわかる 中国進出企業の
合弁解消プランニング
（2017年1月31日）
中国に進出し、現地に子会社をもつ日本企業
が、中国からの事業の撤退・縮小をスムーズ
に実施できるように、中国投資の土地制度・労
務制度、合弁解消の留意点等についてフロー
チャート等の図表を用いて分かりやすく実務を
詳解しています。
（第一法規株式会社／ PwC税理士法人・金誠
同達法律事務所共著）

プラクティスIFRS
（2017年6月23日）
本書は、IFRSの実務に関与する読者に、わかり
やすくIFRSの趣旨と本質を伝えることを主眼と
しています。IFRS適用実務上、一般的に重要な
項目を重点的に解説しつつ、日本基準との主要
な差異や実務上の留意点なども解説しており
ます。また、各章冒頭に、見開きで重要ポイン
トの概説などを行うとともに、図表なども多用
し、本質や重要な点が伝わるよう、工夫をして
います。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

49PwC’s View — Vol. 10. September 2017



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。

「先進国リスク」レポート
（2017年6月）
両レポートは、ブレグジットや米国の政策などの
先進国を発端とした変化に伴うリスクを「先進国
リスク」とし、その影響を考察したものです。

第20回世界CEO意識調査／
保険業界における主要結果：
直面する脅威と変化を受け入れ
変革を進める保険業界
（2017年6月）
本レポートでは、世界CEO意識調査の結果に基
づき、保険業界が戦略およびオペレーション面
で変革を遂げて行く中、どのように自身を強化で
きるかについて考察していきます。

監査委員会 優れた実務シリーズ
財務報告の監督
（2017年6月）
財務報告の監督は監査委員会の重要な責任の
一つです。監査委員会が財務報告をより効果的
かつ効率的に監督するための方法について検討
しています。

ファミリービジネスサーベイ2016
日本分析版 「ファミリービジネス企業
の永続的な発展のヒント」
（2017年5月）
本レポートは、ファミリービジネスサーベイ2016
の日本分析版として、日本とグローバルとの回
答比較を行い、日本のファミリービジネス企業
にとって重要と考えられている「直面する課題」、
「国際化」、「事業承継」、「親族間の紛争解決の
仕組み」および「デジタル化への対応」に関して取
り上げ、分析結果と考察を共有します。

2050年の世界 長期的な経済展望：
世界の経済秩序は2050年までに
どう変化するのか？
（2017年5月）
本調査レポートは、2050年にかけての主要32カ
国のGDPを予測した「The	World	 in	2050」の最
新版です。

Navigating the SDGs：
SDGsビジネスガイド 国連の
グローバル目標に関与するためには
（2017年6月）
PwCのSDGsビジネスガイドでは17のグローバ
ル目標それぞれについて、なぜ企業にとって重
要なのか？企業に何ができるのか？を解説してい
ます。このガイドにより多くの日本企業がSDGs
の達成に大きく貢献することを期待しています。

事業買収を検討している企業の
取締役会が買収取引の前後、
そして進行中に実施すべきこと
（2017年6月）
事業買収を検討している企業の取締役会が買収
取引の前後、そしてディールの進行中に実施す
べきこととは何かを解説しています。

（2017年7月1日現在）

グローバル投資家サーベイ2017
投資家の意識変化
─未来をどう描くか
（2017年4月）
PwCが世界各国の550名を超える投資
家に対して、今後の世界経済に対する見
方、不確実な時代の企業経営のあり方、
テクノロジーの急速な進歩がもたらす影
響などについて質問した調査レポートで
す。

Petya - the latest wave
（最新の猛威）
（2017年6月）
「Goldeneye」とも呼ばるPetyaとMischa
が統合された最新のランサムウェア亜種
の猛威により、6月27日以降、広範な産
業分野に渡ってかなりの数の組織が被害
を受けています。

IASBがIFRS第17号「保険契約」
を公表−保険契約会計の
新時代が始まる
（2017年5月）
国際会計基準審議会（IASB）は、2017年5
月18日、長い間取り組んできた保険契約
に関する会計基準の開発プロジェクトを
完了し、IFRS第17号「保険契約」を公表し
ました。PwCが、その概要を速報で解説
します。
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世界の自動車部品業界におけるM&A
―2016年レポート
（2017年2月）
自動車部品業界ではM&Aが活発化しており、
2016年は320億米ドル相当のディールが予測さ
れ、これは2007年以降2番目の高水準でした。
これを牽引するのは世界的な自動車生産の増
加、関連テクノロジーの変化、メーカーのプラッ
トフォームのグローバリゼーション、部品会社の
収益力といった強力な力で、業界が成長産業で
あることを示しています。

製薬企業のデジタル化
―オペレーションで優位に立つ
（2017年3月）

これまで製薬業界は	、オペレーションやサプラ
イチェーンのデジタル技術の活用に慎重でした。
しかし分業化し、複雑化し、課題が増す一方の
製薬業界にとって、デジタル化は業績を大幅に
改善でき、持続的な競争優位をつかむ可能性を
持っています。成功するデジタル化について、リ
スク要因も踏まえ、紹介します。

The future starts now
─未来の幕開け─
クラウドベースのテクノロジーを活用
した財務・経理機能の変革
（2017年4月）
クラウド型ERP市場をリードするWorkdayのファ
イナンスソリューションが、財務・経理部門の役
割をどのように変えることができるか――何を提
供できるか、なぜ他と違うのか――について理
解を深めます。

第20回世界CEO意識調査
日本分析版
（2017年4月）
PwCは20年間にわたり、世界のCEOの皆様にビ
ジネスや社会のあり方を大きく変えるような潮流
についてお聞きしてきました。今般、PwC	Japan
グループは「第20回世界CEO意識調査	日本分析
版」を刊行し、世界と日本のCEOの意識の差を分
析しました。

Operation Cloud Hopper
（クラウドホッパー作戦）［英語］　
（2017年4月）
「APT10」として広く知られた攻撃者グループに
よる、かつてない規模で長期間にわたり展開さ
れた国際サイバースパイ活動「Operation	Cloud	
Hopper（クラウドホッパー作戦）」を発見し、目的
遂行を阻止するべく協働した調査報告書です。

グローバルシェアードサービス調査報
告書「Shared Services：Multiplying 
Success」（2016年度）
（2017年2月）
本書は、PwCが2016年に行ったシェアードサー
ビスセンター（SSC）に関する調査結果を翻訳し
たものです。グローバル企業におけるSSCの現
状とともに、SSC機能の再配置、デジタル化、継
続的改善に関する提言をとりまとめています。

不確実性の時代における
次世代ホテル経営についての
新たな「視点」と「洞察」
（2017年2月）
ホテル市場はインバウンド需要の急増などによ
り好調に推移していますが、供給面では民泊の
拡大などにより供給過剰を懸念する声も。本資
料では、次世代のホテル経営の「機会」と「課題」
について考察します。

金融サービステクノロジー
2020年を越えて：破壊を取り込む
（2017年4月）
このレポートは、フィンテック（FinTech）
が金融サービス業界とその監督機関や
利用者にどのような影響を及ぼすかを
分析したものです。金融機関の役割と構
造、競争環境、その市場や社会に破壊的
な変革をもたらそうとしている大きな力、
技術的進歩に焦点を当てています。

グローバルフィンテック調査2017
日本分析版─変わる境界：
拡大するフィンテックの影響
（2017年4月）
PwCが実施したグローバルフィンテック
調査2017によると日本の金融機関の9割
がフィンテックに脅威を抱いているもの
の取り組みには遅れが見られました。本
報告書はグローバルと日本のフィンテッ
ク投資に対する意識の差がどこにあるの
かを明らかにし、日本の金融機関の機会
と課題について考察しています。

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

デジタル時代における財務経理の
新しい形：デジタル化が進んだ時代に
求められる役割をひも解く
（2017年2月）
デジタル技術の革新により、財務経理部門は自
らの役割や存在意義を考え直す必要性に直面し
ています。本レポートでは、変わりゆく財務経理
部門の役割を分析し、理解するためのフレーム
ワークを紹介しています。

PwC Japanグループ調査／レポートのご案内
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