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新年おめでとうございます。年頭にあたり、皆さまにご挨拶を申し上げます。

当法人は、2006 年の設立以来、業務品質を常に最優先事項として掲げ、ス

テークホルダーとの対話を大切にし、また、“Doing the right thing”、“Speak Up”

に代表される企業文化を守りながら成長を続けてまいりました。2018年 11月に

は、PwCの存在意義（Purpose）である「社会における信頼を構築し、重要な課題

を解決する」を実現し、社会から必要とされる存在であり続けるために、今後の法

人の在り方を示す「PwCあらた Vision2025」を公表いたしました。当法人は、

2025年に向けたVisionを「デジタル社会に信頼を築くリーディングファーム」と定

め、あらゆる領域で急速にデジタル化が進展していくこれからの社会において、私

たちの存在意義（Purpose）を実現するために3つの信頼（信頼の付与、信頼づくり

のサポート、信頼基盤の創生）を目指すことといたしました。

「信頼の付与」とは、当法人の中核となる、監査業務に代表される保証業務です。

「信頼づくりのサポート」は、財務報告など世の中に開示されるさまざまな情報の信

頼性を高めるために、その作成プロセスや内部統制の改善をサポートすることで

す。さらには、社会の信頼づくりを支える制度やデジタルプラットフォームの構築

への貢献を通じて、社会に提供される情報の「信頼基盤の創生」にも取り組んでま

いります。

当法人は、このようなデジタル社会において信頼を高めるための取り組みについ

て、本誌「PwC’s View」を通じてステークホルダーの皆さまへの発信と対話に努め

てまいります。今後も、皆さまとの対話を通じて、社会のニーズを的確に捉え、信

頼される存在であり続けるように、日 「々あらた」な挑戦と努力を重ねてまいります。

2019年1月吉日

年頭のご挨拶

PwCあらた有限責任監査法人
代表執行役

木村 浩一郎

PwCあらた有限責任監査法人
執行役副代表

木内 仁志
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日本企業のグローバル化は、この数年で大きな質的変化を遂げています。地理

的な広がりに加え、現地における生産活動の進展に伴う現地雇用の拡大、製品・

サービスの現地企業および現地消費者への供給・販売、そして、それらを実現する

ための買収も活発化しています。

このような中、日本の本社を含む経営管理自体のグローバル化も求められてきて

います。経営管理のグローバル化においては、経営管理手法だけではなく、一定の

権限を現地に委譲して経営の自由度と意思決定の迅速化を図りつつも、本社で監

督を利かせるという「ガバナンス」の「グローバル化」が必要となってきます。

グローバル化に成功している日本企業が多くある一方で、事業運営の失敗やコン

プライアンス上の問題によって多額の損失・賠償金が発生している例も後を絶ちま

せん。これらの中には「ガバナンス」の「グローバル化」が適切になされていないケー

スも多く見られます。

本号は「グローバル」の観点から「ガバナンス」と経営上の重大なリスクとなりつつ

ある「コンプライアンス」を検証するため、特集「グローバルガバナンスの現
い ま

在」を企

画しました。5本の論考を通じ、最新のグローバルガバナンスの取り組みを紹介し

ます。

冒頭の 「日本企業のグローバルガバナンス変革の動向」では、ガバナンスのグ

ローバル化の必要性・必然性について考察しています。次の「グローバルコンプラ

イアンス態勢構築の要諦」では、企業がグローバルに活動する上で不可欠なグロー

バルコンプライアンス態勢の構築や、コンプライアンスにおけるテクノロジーの活

用について論じます。続く「国際社会の要請としての金融犯罪対策」では、コンプラ

イアンス領域で近年特に重要度が高まっている金融犯罪リスクの概要と対策につ

いて解説します。さらに「持続可能なコンプライアンス対応」では、コンプライアンス

コストの増加への対応について最新動向を説明します。最後の「世界のコーポレー

トガバナンスの潮流～コーポレートガバナンスの開示と対話のポイント～」では、持

続可能な成長がより一層重要視され、ガバナンス自体の透明性が求められる中、グ

ローバルな視点での開示動向について紹介します。

特集

グローバルガバナンスの現
い ま

在
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特集：グローバルガバナンスの現在

はじめに
　筆者はグローバルに事業展開する日本の事業会社を中
心に、ガバナンス、リスクマネジメントおよびコンプライアンス

（以下、「GRC」。）に関するアドバイザリーサービスならびに
内部監査の支援サービスを提供していますが、今日ほど日
本企業がグローバル GRCに注力し、または注力せざるを得
ない時代は過去にないと感じています。改正会社法の施行、
コーポレートガバナンス・コードの導入・改定、会計監査に
おける不正対応基準の導入といった社会的要請を背景に、
各企業のグローバルにおける事業競争の激化という経済環
境変化に大きく起因すると思われる国内・海外での不適切
会計やコンプライアンス不祥事などの企業経営自体を揺る
がしかねない重大なスキャンダルの発生（図表1）が、このグ
ローバル GRC重視への企業行動の変化を強く後押ししてい
ると筆者は確信しています。
　欧米の GRC先進企業は、すでにグローバルでの GRC管
理体制を確立・運用し、テクノロジーを活用した GRCの高度
化と効率化による人財資源の再配置に着手し、さらにはリス
クカルチャーを含む「経営基盤」の管理・監査というネクスト
ステップに移行しています。これに対し、多くの日本企業の
経営幹部は、従前の GRC管理体制の整備・運用をおざなり

1
日本企業における
GRC上の弱点と改善課題の考察

過去の不祥事での社内・第三者調査委員会報告における
発生原因分析および改善策を俯瞰すると、以下の共通の原
因・課題が見えてきます。

● 各国の市場や規制が複雑化し、それに対応してグローバル
での組織も複雑化したが、本社を中心としたガバナンス体

日本企業のグローバルガバナンス変革の動向

PwCあらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門
内部監査サービス部長
パートナー　出口	眞也

にしたままでの人材に過度に依存する管理スタイルが海外
事業の前線の拡大に追い付かず限界に来ており、もはや

「監督不行き届き（善管注意義務違反）」の状態と自認・反省
し、グローバル GRC強化のための道筋を暗中模索している
状況といえます。　
　本稿では、日本企業が欧米の GRC先進企業群とのグロー
バル GRC領域での歴史的要因による成熟度差を、このテク
ノロジー革新の時代においていかにキャッチアップすべきか
という論点に関して、何らかの示唆を提供できるよう、筆者
の GRC／内部監査アドバイザリー実務でのトピックスを紹
介いたします。

図表1：日本企業の近年の海外不祥事事例

海外子会社での不適切会計が発覚
数百億円の損失

競争法（カルテル）への違反が発覚
累計で数千億円の罰金

海外子会社での巨額の簿外債務が発覚
数百億円の損失

海外子会社での不適切会計が発覚
数百億円の損失

独占禁止法への違反が発覚

米国FCPAへの違反が発覚
数十億円の罰金

海外子会社での不適切会計が発覚
数十億円の不適切処理

6 PwC’s View — Vol. 18. January 2019



特集：グローバルガバナンスの現在

制が十分に構築され、機能していなかった。
	 ➡グローバルベースでのGRC組織設計と本社機能の役割	
	 分担

● グローバル人材として全社最適な視点と本社と同じリスク・
コンプライアンス・カルチャーを持った人材が海外子会社
の中に配置・育成されなかった結果、不適切事案のタイム
リーな発見とエスカレーションが行われなかった。
	 ➡人材、教育とリスクカルチャー

● 現地における特定者への権限集中と、現地内あるいは現地
と本社間のコミュニケーションシステムの整備・運用の不備
の結果、不祥事案が子会社内で隠ぺいされた。
	 ➡職務分掌と風通しの良いコミュニケーション

● 業績偏重の評価体制に対し、グループ全体として会計基準
を含む社内ルールを遵守するという基本的なコンプライア
ンスの概念が軽視された。
	 ➡経営者の姿勢、報酬と懲罰

一方で、第2線（本社・コーポレートのリスクコンプライアン
ス管理機能）による管理あるいは第 3線（内部監査）による監
査の不備に関して、以下のような報告が多く見受けられます
が、これは「全社的なリスク評価（PDCAのP）」と「リスクの監視
（PDCAのC）」に関する課題として整理されます。

● 事業戦略策定時の市場分析段階において、ビジネスモデル
選択時のリスク分析が十分でなく、リスク管理機能および内
部監査機能においてトップダウン視点でのリスクアプローチ
がとられていなかった。

● 子会社の統制環境の評価が難しく、リスク管理機能および
内部監査機能において適切なリスク評価がなされていな
かった。

● 第2線と第3線の連携および外部監査人との連携が十分で
なかった。

● 第2線による経営指導・監督が不十分であり、それを補う第
3線の監査リソースも十分でなかった。

● リスク情報をリアルタイムに共有する仕組みがなかった（脆
弱な経営情報・テクノロジー基盤）。

欧米の GRC先進企業では、ERM（全社的リスクマネジメン
ト体制）が整備・運用され、リスク管理の諸活動（PDCA）が
標準化され、かつ十分な第 2線のリソースによってPDCAサ
イクルが回され、さらに十分な専門性と要員数を有する第 3
線（内部監査）がこの ERM体制の有効性を監査するというメ
カニズムがすでに定着しています。これと対比すると、日本
企業が対処すべき課題がいかに多いかが見えてきます。
図表2はコンプライアンス活動の構成要素と階層（ピラミッ

ド）に関する PwCのフレームワークですが、ピラミッドの中
段が ERMでシステマティックに管理する領域であるのに対
して、最上段と最下層はいわゆる統制環境やリスクカル
チャーと称される定量的な管理が馴染まないソフトな領域
であり、ERMをすでに整備・運用している欧米の GRC先進
企業が今日注力している管理領域です。

2 欧米のGRC先進企業の取り組みの考察

欧米の GRC先進企業では、テクノロジーを活用した既存
のERM体制の最適化（高度化と効率化）とその結果得られる

図表2：PwCのコンプライアンス活動構成要素ピラミッド

システム

基盤

方針
経営者の
姿勢

リスク評価

監督と責任

方針と手続

コミュニケーション

報告

執行と規律 経営資源と業績の管理 監査

監査、分析、対応

研修
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第 2 線と第 3 線の余剰リソースの再配置に取り組んでいま
す。例えば、英系の大手銀行では、第 2線・3線でのデータ
アナリスト人材の大型補強や特筆すべき活動としては行動
心理学の専門家の登用などにより、ERMでは管理し切れな
い統制環境やリスクカルチャーの管理・監査に注力している
といった興味深い動向が見受けられます。

また、全体的な動向として、内部監査は ERMの監査つま
りアシュアランス提供者としての監査から、いわゆる「経営
監査」として経営戦略の実行を阻害する各種リスクを組織横
断的に把握し経営に対して洞察を与えるトラステッドアドバ
イザーとしての内部監査へと、そのリソースの再配置を行っ
ています。具体的には欧米の GRC先進企業は、伝統的なア
シュアランス領域における管理・監査をテクノロジーによっ
て置き換え、カルチャー領域のアシュアランスと経営戦略に
対するGRCの観点からの洞察の提供へと第2線・3線の人材
リソースの再配置に取り組んでいるということです。

ここでいうテクノロジーとは、データアナリティクス、ビ
ジュアライゼーション／BIツール、 RPA（Robotic Process 
Automation）、AI、GRCアプリケーションおよびクラウド
ソーシングなどのテクノロジーであり、具体的な導入事例は
以下のとおりです。

● データアナリティクスを用いた企業内情報（会計データに限
らず）および企業外部情報（メディア情報、SNS情報など）の
解析とBIダッシュボード化によるWarningシステムの導入。

● AIを実装したテキストマイニングツールを活用してのメー
ル情報および企業内外のテキスト情報の解析による不正リ
スク情報の定常的な監視。

● クラウドプラットフォームを利用してのグローバル・ホットラ
イン・システムの導入。

● クラウドプラットフォームとアプリケーションを活用した柔軟
性と日常的モニタリング機能に優れたGRC管理システムの
導入によるGRCの PDCAサイクルの高度化（従来の硬直的
かつ定常的モニタリング機能が脆弱な汎用型 GRCアプリ
ケーションのリプレース）。

● リスクインテリジェンスの外部調達（リスク情報の外部購買、
リスク評価の一部活動のアウトソース）。

● 標準的／定常的な管理・監査業務のRPA化とAI化。

3
GRCの成熟度差をキャッチアップするために
日本企業がとるべきアプローチの考察

テクノロジーの革新により、欧米のGRC先進企業群がERM
体制の BPRに取り組んでいる今こそが、日本企業が当該企
業群とのGRCの成熟度差をキャッチアップする最大の好機と
考えられないでしょうか。また、反動的な保護主義化の動き

による地政学リスクの増大もあり、グローバルリスクは多様
化・複雑化しているといわれますが、不正競争防止、反贈収
賄、安全貿易管理、反マネーロンダリング、個人情報保護な
ど、各国の法令・規制のグローバルスタンダードへの標準化
のトレンドが管理・オペレーションの標準化を要求する時代
ともいえないでしょうか。　

このような GRC環境下で日本企業がとるべきアプローチと
は、概念レベルではありますが以下のように想定しており、
少なくない数の日本企業が同様の視点で取り組みを開始あ
るいは検討に着手していると認識しています。

● 各企業の既知の重大経営リスクに対して、本社第 2線／3
線の主導で対応方針と内部統制を標準化し、ルール（社内
規定およびコンプライアンス／内部統制文書）として確定
し、事業現場に展開、周知・徹底し、CSA（自主管理）として
現地・現場に定着させます。つまり既存のリスク管理／内部
統制をアクティベートするという取り組みです。

● これと同時に、当該方針・ルールの PDCAサイクルを効果
的・効率的に回すために、当初から最大限テクノロジーを
活用したERM体制基盤を新設し運用に移します。これが欧
米の先進 GRC企業との大きな成熟度差を一気にキャッチ
アップするための根幹施策となります。

● また、テクノロジー化したERM体制を持続的にメンテナン
スするために、質量ともに必要十分なリソースを本社第2線
／3線に配置あるいはアウトソースします。

● 本社第2線／3線は、現地オペレーションの経営基盤つまり
経営人材の質、従業員・組織のリスクカルチャー、データ／
経営管理情報システムなどのERM体制を支える有形・無形
の基盤の成熟度をグループ横断的に評価・監査することで、
テクノロジー化したERM体制の実効性を担保します。欧米
のGRC先進企業が着手し始めた「経営監査」を支えるための

「経営基盤監査」とでも称すべき監査ミッションに、当該先
進企業に遅れることなく着手すべきと思われます。

● 最後に、これが最も重要であるということは自明と思われま
すが、GRCの G、つまり取締役会および監査役会等のガバ
ナンス機関・組織の実効性の強化を中心施策とするコーポ
レートガバナンスに関する経営と執行の変革です。

出口	眞也	（でぐち	しんや）
PwCあらた有限責任監査法人 リスク・デジタル・アシュアランス部門
内部監査サービス部長 パートナー、公認会計士
内部監査およびガバナンス、リスクおよびコンプライアンスにかわる各種ア
ドバイザリー業務に従事。著書は『ITと内部監査』（同文館出版）、『経営監
査へのアプローチ」（清文社出版）など多数。現在、JETROの契約監視委員
を兼務。
メールアドレス：shinya.deguchi@pwc.com
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はじめに
　近年、日本企業による海外進出は質・量ともに大きな進
展を遂げてきました。しかし、グローバルベースでの GRC管
理体制という面では、欧米先進企業と比較するとまだまだ
発展途上にあり、グローバル展開の規模や内容に応じたグ
ローバル GRC管理体制をいかに確立していくのか、日々模
索を続けているのが現状ではないかと思われます。
　地理的・文化的に離れた海外拠点を管理していくことは決
して容易ではありません。現地独自の商習慣や日本とは異な
る法制度を前提に、多様な人材を管理していく中で、残念
ながら日本企業の海外拠点におけるコンプライアンス事案
が近年頻発しています。本稿においては、GRCの中でも特
にコンプライアンスに着目し、グローバルに展開する日本企
業や多国籍企業が、地域特性を踏まえたグローバルコンプ
ライアンス態勢をいかに構築していくべきかを論じます。
　また、最 近では、コンプライアンスにおいてもテクノロ
ジーを活 用しようとする動きが 活 発になってきています。
PwCは「2018年度コンプライアンス調査（第7回コンプライア
ンス調査）」において、各国の主要企業がコンプライアンス
や企業倫理関連業務でテクノロジーをどのように活用してい
るかを調査しました。近年ではビッグデータやアナリティク
ス、AI（Artificial Intelligence）、RPA（Robotic Process 
Automation）といった革新的テクノロジーが急速に発展し
ています。企業を取り巻く環境が複雑さを増し、ステークホ
ルダーからのコンプライアンス部門への期待値が一層高ま
る中、コンプライアンス関連業務をこれまで以上に効率的・
効果的に実行するためにテクノロジーをいかに活用していく
べきかという点についても併せて論じます。

1 グローバルコンプライアンス態勢の構築

（1）	グローバルコンプライアンス態勢の構成要素【P10	図表1】

一般的に、グローバルコンプライアンス態勢の構成要素と
しては、大別して①全体方針、②組織体制／規程体系、③
プロセス、④インフラ――の 4項目が挙げられます。これら
を網羅的かつ包括的に検討し、態勢を構築していくことが
非常に重要となります。

（2）	グローバルコンプライアンス態勢構築の基本的な	
	 考え方【P10	図表2】

具体的にどのような管理を行っていくべきかを考える際
は、自社のグローバル化の進展度、海外拠点の展開状況お
よび今後の方針などを勘案することが必要です。例えば、海
外における事業活動のリスクが高く、かつ、グローバルベー
スで極めて緊密なバリューチェーンが構築されており、各海
外拠点がその構成要素となっているようなケースであれば、
本社・海外拠点のコンプライアンス部門間で強固な指揮命
令系統を確立し、本社からハンズオンで海外拠点を管理し
ていくことが必要となります。一方、海外における事業活動
のリスクが比較的低く、また、自社のバリューチェーン全体
から見て当該拠点の重要度が相対的に低い、あるいは当該
拠点内で比較的閉じたオペレーションが行われている場合
には、当該拠点において、本社が設定したグローバルポリ
シーに従った管理を実施してもらい、その結果をモニタリン
グしていくという方法も考えられます。

（3）	コンプライアンスリスク管理プロセスの構築【P11	図表3】

コンプライアンスリスクをグローバルベースで管理してい
くためには、統一的なリスクアセスメント方法論をベースに、
グローバルで統合されたプロセスを導入していくことが不可
欠です。本社でリスクアセスメント方法論を定義し、各地
域／各拠点の海外子会社においてはそれに基づくリスクア
セスメントを実施します。アセスメント結果は本社でレ

特集：グローバルガバナンスの現在
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PwCあらた有限責任監査法人
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ビュー／取りまとめを行い、本社でグローバル全体でのリス
ク対応方針（全体方針）を立案します。海外子会社では、自
拠点でのリスクアセスメントの結果とグローバルでの全体方
針に基づくコンプライアンスプログラムを策定し、本社のレ
ビューを経た上でこれを実行していきます。本社は各海外
子会社でのプログラム実行状況をモニタリングし、活動結果
について定期的に（約半年～1年ごとに）検証を行います。

（4）GRC	（Governance,	Risk,	Compliance）ツールの活用
【図表4】

グローバルで統一的な枠組みやプロセスをより効果的・
効率的に運営していくには、テクノロジーを活用し、グロー
バルコンプライアンスに係るプロセス全体をシステム化して
しまうのも非常に有効な選択肢です。リスクアセスメントか
らプログラムの実行、モニタリングに至る一連のプロセスを

図表1：グローバルコンプライアンス態勢の構成要素

図表2：態勢構築の基本的な考え方

経営者の方針・考え方
（Tone at the Top）

グローバル
ガバナンス方針の定義全体方針

コンプライアンス
人材管理

ワークフロー
システム データベース

インフラ
（人材、システム）

コンプライアンス
委員会

コンプライアンス
推進組織と

レポートライン

規程体系／
権限体系

内部通報組織体制／
規程体系

コンプライアンス
領域の定義

コンプライアンス・
リスクアセスメント

コンプライアンス
プログラムの立案・実行

（研修等を含む）

コンプライアンス
モニタリング、報告

プロセス

グローバルビジネス活動に係るリスク

● 本社コンプライアンス部
門／海外拠点コンプライ
アンス部門間は、二次的
な報告系統にて接続（情
報共有が主目的）

● 本社コンプライアンス部門／
海外拠点コンプライアンス部
門間は、一次的な報告系統に
て接続

● 正式に定義された指揮命令系
統（人事権、予算権含む）

グローバルベースでの
ビジネスの統合度合い

グローバルポリシーにて管理 ： 本社がグローバルポリシーを制定し、管理している状態

グローバルベースでモニタリング ： 本社が海外拠点の活動をモニタリング管理している状態

ハンズオンで対応 ： 本社が海外拠点の活動に対して指揮命令を出し、管理している状態

ハンズオンで
対応

ハンズオンで
対応

ハンズオンで
対応

グローバル
ベースで
モニタリング

グローバル
ベースで
モニタリング

ハンズオンで
対応

グローバル
ポリシーにて
管理

グローバル
ベースで
モニタリング

ハンズオンで
対応

特集：グローバルガバナンスの現在
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システム化することで、海外子会社の従業員にとっても、ど
のようなプロセスで何をしなければならないか自ずと明確
化されますし、リスクアセスメントやモニタリングなどの各種
作業がシステム内で自動化され、また情報が一元管理され
ることで、業務効率化も期待できます。

2
グローバルコンプライアンスにおける
テクノロジーの活用

（1）PwCの「2018年度コンプライアンス調査（第7回コン
プライアンス調査）」

前章ではグローバルコンプライアンス態勢の構築を中心

図表3：コンプライアンスリスク管理プロセスの構築

図表4：GRC（Governance,	Risk,	Compliance）ツールの導入

コンプライアンスプログラムの策定・実行、活動状況検証プロセス

リスクアセスメントの
実施

コンプライアンス
プログラムの策定

コンプライアンス
プログラムの実行

コンプライアンス
活動状況の検証

本社

地域／
拠点

リスクアセスメント
方法論の定義

リスクアセスメント
の実施

全体方針の
策定・提示

プログラムの
策定

リスクアセスメント
結果の

分析・取りまとめ

プログラム内容の
確認・取りまとめ

プログラム
実行状況の
監督

プログラムの
実行

必要に応じて
拠点横断的な
対応策の
立案・実行

検証結果の
取りまとめ・
分析

活動状況の
検証

地域へ報告

対応策の
立案・実行

必要に応じて
拠点横断的な
対応策の
立案・実行

教育・研修
規程類見直し
プロセス改善
システム導入…

GRCツールの一般的な機能概要とカバー範囲

個
別
機
能

基
本
情
報
／
基
本
機
能

コンプライアンス方針／
プログラム立案

コンプライアンス
リスクの抽出／評価

コンプライアンス
プログラムの実行

モニタリング

方針／計画

組織情報（変更情報もトラック）

プロセスレベルでのリスク抽出 管理状況のモニタリング
（Key Risk Indicator）

リスク評価基準（頻度／影響度）

各種プログラムの実行とモニタリング

リスク評価結果

社内
規程類
外部
法規制等…

オーナー

業務プロセスと統制の紐付け マネジメント・ダッシュボード

特集：グローバルガバナンスの現在
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に議論を展開してきましたが、その中でも触れたとおり、テ
クノロジーの活用は態勢の有効性や効率性を高める上で極
めて効果的です。PwCは「2018年度コンプライアンス調査

（第 7回コンプライアンス調査）」において、世界各国の主要
企業がコンプライアンス・企業倫理に係る業務をより迅速か
つ効果的にすべく、どのようにテクノロジーを活用している
かについて把握を試みました。具体的には、世界各国のリス
クおよびコンプライアンス担当役員825名を対象に、自社の
コンプライアンス方針と手続、研修とコミュニケーション、モ
ニタリング活動について調査を行うとともに、こうした活動
をサポートするテクノロジーや、それが企業にもたらすメ
リットについても調査しました。

（2）「リーダー（先進的企業）」の特徴

本調査の結果、自社のコンプライアンスプログラムの有効
性に非常に満足しているとした回答者は全体の 17％にすぎ
ませんでした（図表5）。本調査では、こうした回答者を「リー
ダー」と呼んでいます。また、コンプライアンスプログラムの
有効性に関して、やや満足していると回答した45％を「ファ
ストフォロワー」、満足／不満足のどちらでもない（ニュート
ラル）かやや不満足、または不満足であると回答した38％を

「ストライバー」としています。
　　 

（3）「リーダー」が活用しているテクノロジーとデータ

図表6にあるように、「リーダー」はデータ分析ツールをは
じめ、あらゆるテクノロジーを他社に比べてより積極的に活
用している様子がうかがえます。特に、ダッシュボードや
GRCテクノロジーソリューション（GRCツール）の活用につい
ては、ファストフォロワー以下と大差をつけています。

「リーダー」は、他社よりも頻繁にコンプライアンス方針を
更新し、新しいトレンドに適合すべくそれらを最新の状態に
保とうとしています。具体的には、図表7にあるようなデータ
を定期的に収集・分析し、コンプライアンス方針などを見直
しているのですが、「リーダー」は、ほぼ全ての領域におい
て、他社以上にデータを活用した有効性分析を行っている
ことがうかがえます。「リーダー」は、こうしたデータ分析を
活用し、他社よりも高頻度かつ客観的な根拠に基づいてコ
ンプライアンス方針を見直していると考えられます。
「リーダー」の特徴、すなわち、コンプライアンス活動にお

ける他社との相違点は以下 4 点に集約されると考えられま
す。

【リーダーに見られる4つの特徴（他社との相違点）】

① テクノロジーに投資し、最新のデータ活用型コンプライア
ンス機能をサポートしている。

② アナリティクスとテクノロジーを用いて、コンプライアンス
モニタリングの有効性を向上させている。

③ テクノロジーを用いてコンプライアンス方針管理を効率
化し、機動性を高め、方針と手続の有効性を向上させて
いる。

④ データとテクノロジーを活用し、領域を絞った最新のコン
プライアンス研修を実施している。

「リーダー」はコンプライアンスモニタリングからコンプラ
イアンス方針管理、コンプライアンス研修、コミュニケーショ
ンに至るまで、コンプライアンス業務のさまざまな面でテク

図表5：自社コンプライアンスプログラムの有効性への満足度

図表6：コンプライアンスにおいて使用しているテクノロジー

やや満足
45%

満足でも不満足でもない
19%

やや不満足
16%

不満足
3%

非常に満足
17%

設問：自社のコンプライアンスプログラムの有効性にどの程度満足していますか。
（回答者数：825名）

54%
48%

31%

49%
35%

25%

48%
37%

26%

46%
44%

33%

46%
38%

29%

41%
29%

27%

34%
30%

20%

18%
8%

3%

設問：最新のデータ活用型コンプライアンス機能のサポートに、
どのITインフラストラクチャー要素を利用していますか。
（回答者数：825名）

コラボレーション／
インタラクションツール

データ分析ツール

ダッシュボード

連続モニタリング

データウェアハウジング

データ抽出ツール

GRCテクノロジー
ソリューション

予測／自動化ツール

■ リーダー

■ ストライバー
■ ファストフォロワー

出典：2018年度PwCコンプライアンス調査

出典：2018年度PwCコンプライアンス調査
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ノロジーを積極的に活用していることがわかりました。企業
を取り巻く脅威が常に変化するなか、コンプライアンス方針
やそれに基づく活動内容を常に最新のものにし続けること
は非常に重要ですが、「リーダー」はテクノロジーを用いてこ
の実現を目指していると考えられます。

 

3
おわりに―より効果的な
グローバルコンプライアンス態勢構築へ向けて

有効に機能するグローバルコンプライアンス態勢を構築
するには、グローバル全体をカバーする統一的な枠組みや
情報共有／コミュニケーションの仕組みを作り上げることは
もちろん、自社のビジネス展開の状況や海外拠点の特性を
踏まえた最適な管理強度を検討することも不可欠です。そ
の上で、リスクやそれに見合う管理強度を踏まえたリソース
配分を行い、グローバルPDCAサイクルを適切に運営してい
くことが必要となります。GRCツール、データアナリティク
ス、AI、ロボティクスといったテクノロジーは、物理的／地
理的な制約条件に影響を受けやすいグローバルベースでの
事業を強力に支援するツールとなります。より効果的なグ
ローバルコンプライアンス態勢の構築には、テクノロジーの
活用を前提とした検討を進めていくことが、今後ますます重
要になると考えられます。

阿部	功治	（あべ	こうじ）
PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 ディレクター
外資系コンサルティングファームの戦略コンサルティング部門、外資系コ
ングロマリットの金融部門（アジア太平洋地域におけるリスク管理などを担
当、各国拠点の管理を含む）を経て現職。現在、PwCあらた有限責任監査
法人ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部に所属し、金
融機関および一般事業法人に対するマネジメントコンサルティングサービス
を提供している。
メールアドレス：koji.k.abe@pwc.com

図表7：コンプライアンス方針と手続の有効性測定に用いるデータ

69%
63%

46%

61%
52%

32%

58%
51%

35%

56%
42%

26%

49%
49%

31%

26%
24%

14%

設問：自社の企業倫理・コンプライアンス関連の方針・手続の
有効性測定にどのようなデータを用いていますか。
（回答者数：825名）

内部監査評価
または報告

企業文化に係る
内部調査結果

方針違反の頻度

是正措置発動の頻度

ホットライン通報の
傾向分析

罰金や判決の
件数または規模

■ リーダー

■ ストライバー
■ ファストフォロワー

出典：2018年度PwCコンプライアンス調査

グローバルコンプライアンス態勢構築の要諦
① グローバル全体をカバーする枠組みの構築と運用
②「原則」と「ルール」とのバランスの維持
　（最適な管理強度）
③ リスクに基づく経営資源の配分と管理体制の構築
④ グローバル PDCAサイクルの運用によるグローバル

ベースでのモニタリングの実施
⑤ 本社／海外拠点間での情報の共有、双方向コミュニ

ケーションの強化
⑥ テクノロジーの活用
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国際社会の要請としての金融犯罪対策

PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部
シニアマネージャー　原田	航

はじめに
　グローバルに活動する企業にとって、金融犯罪対策は特
に重要かつ困難な課題として認識されています。なお、本
邦では、主に「振り込め詐欺」や「インターネットバンキングに
よる預金の不正な払戻し」といった資金決済・現金に関する
不正行為を「金融犯罪」と称してきましたが、主要な海外当
局やグローバルに活動する大手金融機関等は「決済、融資、
運用、保険・保証などの幅広い金融機能に対する濫用（不
正使用）」や「各国が監督し、さらにグローバルにつながった
金融システムの信頼や健全性を損なう行為または犯罪」を

「Financial Crime＝金融犯罪」と位置付けているため、本
稿では後者の定義で「金融犯罪」を用います。
　 金 融 犯 罪 の 中でも、とりわけマネーロンダリング 対 策

（AML：Anti-Money Laundering）、テロ資金供与対策
（CFT：Counter-Financing of Terrorism）、贈収賄防止
（ABC：Anti-Bribery and Corruption）といった領域におい

ては、緊密な国際協力なくして国境を越えた犯罪行為やテ
ロ行為の検知・予防は不可能です。近年では、国際的な規
制枠組みの強化に加え、米英を中心とした厳格な法規制を
持つ国が自国法令を他国に対しても適用し、海外の個別企
業に巨額の罰金・制裁金を科す動き（域外適用）も顕著に
なっています。
　これは金融機関に限った課題ではなく、事業会社におい
ても同様です。企業が金融犯罪に適切に対処するには、コ
ンプライアンスを「法令等遵守」と解釈し、従来型の社内手
続のチェックリストに基づいて形式的な管理を行う手法はも
はや通用しません。規制環境を理解して管轄区域の法令を
遵守することは当然として、自社のビジネス特性や地政学的
な環境変化を踏まえた金融犯罪の発生可能性を把握した
上で、そのリスクを適切に低減するためのプロセスを構築
し、さらにそれを継続的に更新していく必要があります。
　近年の犯罪者は対策が不十分な企業を集中的に狙う傾
向が強く、こうした企業が一度標的となれば、金融犯罪を防
ぎ切ることは困難です。企業がその状況を放置して被害を
受けた場合、直接的な被害額（罰金・制裁金を含む）にとど

1 国際社会の要請としての金融犯罪対策

金融政策は国の経済・安定を支える最重要要素の一つで
あり、世界各国は文化や情勢に応じた法規制・監督・実務
の枠組み（以下、「金融規制」。）を構築しています。一方、世
界の金融システムは直接・間接的につながっており、特定
の国や金融機関の対応が不十分だったり、各国間の整合性
が欠如していたりすると、金融犯罪の機会を拡大させます。

それに対して各国では、FATF（マネーロンダリングに関す
る金融活動作業部会）を中心とした国際協調の枠組みを通
じ、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器製
造、脱税・租税回避などを含む統合的な対策を推進するこ
とで、犯罪者による金融機能の濫用防止に努めています。

金融犯罪対策は、利用者の利便性や流動性、金融機能の
向上という金融本来の目的とのバランスを取りつつ、年々巧
妙化する犯罪手口に対応し続けるという困難な課題であり、
この有効性・妥当性を検証するために、FATFは勧告や基準
を示すことに加え、加盟国間での相互審査を実施していま
す。FATF第 4次審査では、金融機関等による「予防措置」の
実効性に特に焦点が当たっており、そのための態勢整備に

まらず、再発防止策などの事後対応費用、企業イメージ・ブラ
ンドの毀損によるビジネス機会損失、経営者の個人責任追及
といった、事業の存続にもかかわる深刻な二次被害を引き起
こす可能性があります。
　本稿では、本邦企業またはグローバルに活動する大手企
業が近年直面している金融犯罪のリスクを概説するとともに、
金融犯罪対策におけるグローバルな原則であるにもかかわら
ず、これまで本邦には馴染みが薄かった「リスクベースアプ
ローチ」（以下、「RBA」。）の考え方に基づく対策方針、さらにそ
のために発生するコンプライアンスコストの考え方についても
論じます。
　なお、本稿において意見にあたる部分は筆者の私見であ
り、PwC Japanグループ、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いたします。

特集：グローバルガバナンスの現在

14 PwC’s View — Vol. 18. January 2019



伴って企業が負担するコンプライアンスコストの増加は避け
られない情勢となっています。

一方、米国・英国など一部の国では、自国の安定と発展
に向けた政策とも連動し、FATFの基準を超えた厳しい規制
を課しています。前述のとおり、世界の金融システムはつな
がっているので、これを達成するには他国の協力も不可欠
です。米英は近年、自国法令を「域外適用」という形で国を
超えて積極的に適用し、特にマネーロンダリング・テロ資金
供与、贈収賄、競争法などの領域では他国企業に対しても
巨額罰金／制裁金を科すとともに、悪質と見なした場合に
は経営者や関係者の個人責任を追及し、解任や収監に至る
事例も発生しています。なお、域外適用は米英だけではな
く、EU諸国やわが国が個人情報保護、競争法などを域外に
適用し、罰則を科す事例／判例も増えてきています。

2 本邦における対策状況

2008年に実施された FATF第 3次対日審査において、わ
が国は顧客管理措置の不足・テロ資金供与の犯罪化・パレ
ルモ条約※ 1 の批准が未実施であることなど、複数の重大な
不備を指摘されました。わが国は、これらの不備を是正する
ためのハイレベルなコミットメントを表明していましたが、
国内の法規制整備を迅速に進められず、2014 年、日本の
AML/CFT対策の遅れに対して直接的な懸念を示す声明が
FATFから公表されました。

毎年 2月、6月、10月に公表される「FATF声明」以外で特
定の国に対する声明が出されることは異例で、その後の対
応によっては日本が「高リスク及び非協力国・地域」として
FATF声明の対象となる、言い換えるとブラックリスト入りす
る可能性がありました。

なお、わが国がブラックリスト入りした場合、わが国の金
融機関は海外の主要銀行等からコルレス契約を解除され
る、もしくは高リスク先として厳格な管理を求められるように
なる恐れがあり、本邦企業のグローバルな経済活動、特に
外貨での資金調達や貿易実務において重大な制約が生じ
かねない事態でした。わが国はこれに対応して速やかな法
規制対応を進め（図表1）、その結果、国際的に一定の評価
が得られたため、上述のブラックリスト入りという最悪の事
態は回避できました。

今後は 2019年 4～11月に第 4次対日審査が予定されて
おり、翌 2020年 6月の FATF総会で審査結果が確定し、同
年中に公表されます。近年整備された法規制に基づく規制
当局の監督状況と金融機関等（金融機関および DNFBPs※ 2）
が行う予防措置の実施状況などを厳しい目で審査されるこ
とが想定されるため、規制当局、業界団体、金融機関等は

多くの時間とコストをかけて対策を進めています。
なお、FATF相互審査への対応は金融犯罪対策全体で大

きな要素を占めますが、個々の企業にとっては、内外の当局
から直接処罰・制裁を受ける可能性がある域外適用法令（米
国 OFAC規制、米国 FCPA、英国 UKBAなど）への対応や、脱
税・租税回避対策も非常に重要です。そして、これらの対策
はいずれも金融システムへ犯罪者や不正取引が入り込むこ
とを防ぐという同じ目的を持ったものです。従って、各企業
には個別の法令や当局要請に場当たり的に対応するのでは
なく、金融犯罪全体を俯瞰した整合的な方針を定め、適切
な業務態勢およびシステムインフラなどを整備することで、
効果的かつ効率的な対策を講じていくことが望まれます。

3
リスクベースアプローチ（RBA）に基づく
対策のポイント

金融犯罪対策では、RBAに基づく効果的かつ効率的な対
応を行うことがグローバルな原則です。しかし、本邦では従
来、法令条文や規制当局が作成したチェックリスト（金融検
査マニュアルなど）を形式的かつ厳格に遵守するというルー
ルベースの発想が強く、ほとんどの日本企業にとってRBAは
馴染みのない考え方でした。

この点について金融庁は、自らの監督スタイルを含めた
本邦全体の改善を目指しており、近年ルールベースを脱却

図表1：FATF対日声明を受けたわが国の法規制対応

犯罪収益移転防止法
金融機関・DNFBPsによる
予防措置（顧客管理措置等）
を拡充

改正

テロ資金提供処罰法 テロ資金供与を
犯罪として明確に位置付け改正

国際テロリスト
財産凍結法

テロリスト資産の
凍結メカニズムを整備新設

組織的犯罪処罰法 テロ等準備罪の導入
→パレルモ条約締結改正

※1 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（略称：国際組織犯罪防止条約）。重大
な犯罪の実行についての合意、犯罪収益の資金洗浄を犯罪化すること、条約の対象
となる犯罪に関する犯罪人引渡手続を迅速に行うよう努めること、捜査、訴追、及び
司法手続において最大限の法律上の援助を相互に与えることなどを規定するもの。
我が国は、イタリア・パレルモにおける署名会議に参加して署名を行い、この条約を
締結することについて2003年5月に国会の承認を得た。そして2017年6月15日に条
約を実施するための国内法を国会で可決し、同年7月11日に本条約を締結した。これ
により、本条約は同年8月10日に我が国について効力が発生している。

※2 特定非金融業者および職業専門家。カジノ、不動産業者、貴金属・宝石商、弁護士・公
証人、他の独立法律専門家およ会計士、トラスト・アンド・カンパニー・サービスプ
ロバイダーのことをいう。
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し、プリンシプルベースの監督を行っていく旨を基本方針と
して打ち出しています※3 。

また、最重要領域であるAML/CFTに関しては、犯収法が
定める特定事業者への要求事項からさらに一歩踏み込んだ
実効的な対応を監督下の金融機関等に求めるガイドライン
を公表※ 4しており、その中で RBAの意義を強調しています。
その上で、金融機関などに対するガイドラインとのギャップ
分析の要請、3メガバンクグループ向けベンチマークの策定
とそれに沿った具体的な行動計画の策定要請、特にリスク
が高く近年不正事案が目立つ送金取引に重点を置いた
チェックシートの発出とそれに沿った緊急点検の実施要請
等を行うとともに、AML/CFT対策が経営陣を含む金融機関
等のさまざまな階層において理解・浸透されるよう、業界団
体や中央機関と連携しながら、各金融機関の経営陣と対話
をしたり、各種セミナーで解説を行ったりといった、対策の
必要性と在り方について働きかけを行う取り組み（アウト
リーチ）を実施し、その一連の取り組み（図表2）の状況を中
間報告書として公表しています※ 5。今後、基本方針やガイド
ラインに沿って官民一体となった取り組みが加速し、日本の
金融犯罪対策、特にマネーロンダリングやテロ資金供与対
策のベースラインが向上していくことが期待されます。

RBAの基本的な流れはリスクの特定・評価・低減の 3ス
テップに整理されますが（図表3）、最も重要なのが出発点で
あるリスクの特定です。しかし、現状、自社ビジネスを網羅
的に捉えた上でマネーロンダリング・テロ資金供与のリスク
を特定している企業は本邦ではまだ少なく、この点が本邦
全体のAML/CFT対応において大きな懸念となっています。

 また、RBAにおいては、リスク評価の結果を基に、よりリ
スクの高いエリアに多くの経営資源を配賦することが、自社
全体のリスクを効率的に低減することにつながります。ただ
し、リスクが高くないからと一切の低減策を講じない態度は
適切ではありません。リスクが高くない領域には、事前の予
防策にコストをかけない（簡略化する）代わりに、定期的な
事後モニタリングなど不正・犯罪の兆候を検知する態勢を
整備することが望まれます。

なお、反社会的勢力および国際テロリストなどの制裁者
関連取引の排除といった、いわゆる「ゼロトレランス」の領域
があることにも留意が必要です。これらは、たとえレアケー
スであっても見逃しは許容されません。特にこの領域では、
本邦当局からの業務改善命令や一部停止命令、前述した
OFAC規制などの域外適用によって米欧当局からの巨額罰
金／制裁金が科されることを想定した、より堅確な統制の整
備と運用が求められます。

4 コンプライアンスコストの考え方

（1）「守り」のコンプライアンス：企業存続リスクに備える

金融犯罪が一度発生すると、不正・違反取引などの影響
調査や類似事案の確認にかかるコスト、当該事案を招いた

「コンプライアンス態勢整備上の不備」を改善するためのコ

※3 「金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針） 」（2018年6月29日）
※4 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（2018年2月

6日）
※5 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（2018年8月17日）

図表2：AML/CFTにかかわる、近年の金融庁の取り組み

考え方・指針の提示

一般の利用者に向けた広報

未来志向の議論・検討継続

検査・監督基本方針

コンプライアンスリスク
管理基本方針

AML/CFTガイドライン

業態・業容に応じた追加対応

ベンチマーク策定 緊急点検実施

各事業者への要請・働きかけ

ギャップ分析実施要請 各事業者との対話

説明会実施 現状・課題認識の公開

出典：金融庁公開資料を基に、PwCにて作成
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スト、そして一定期間の業務停止やレピュテーション低下に
伴うビジネス上の機会損失が発生します。

特に、域外適用法規制によって米欧の当局が企業に科す
罰金や制裁金は近年増加しており、加えて、上述の追加コス
トは罰金・制裁金より多額になることが一般的であるため、
たった一回の金融犯罪事案の発生が、企業および企業グ
ループの経営基盤を脅かす事態にも発展しかねません。

グローバルに活動する企業は、自国の法規制と同等かそ
れ以上に、域外適用法規制についても注意を払わないと自
社を守れない時代になったといえます。

（2）「攻め」のコンプライアンス：企業価値を増大させる、
唯一無二の武器として

ますます巧妙化する金融犯罪に対抗していくため、企業
には透明性を持ったプロセス、網羅的なデータ管理、高度
なテクノロジーの適用などを活用して「どこで何が起こって
いるか」を即時に把握できる仕組み作りが望まれます。特
に、規模の大きな金融機関等においてはこのような仕組み
が不可欠といえますが、これを真に実現するには相当の費
用と時間を要するため、その投資判断を下すことは容易で
はありません。

一方で「どこで何が起こっているか」を適時に把握し、それ
を適切に分析することは、経営戦略・営業戦略の策定とそ
れに沿った業務運営に向けた情報収集に他ならず、金融犯
罪対策に限らず企業活動全体において本質的な課題である
と考えられます。

また、近年の犯罪者は対策が不十分な企業を集中的に狙
う傾向が強く、先手を打って十分な対策を整えた企業は、多
数の犯罪者からの攻撃（その多くは初歩的な手段によるも
の）にさらされる機会を減らし、より巧妙な手法を用いた攻
撃者への対策に注力できます。そのような先進的な対策を
行う企業は、当然ながら顧客および市場からの信頼を集め、
より大きなビジネスチャンスを得ることが期待できます。

金融犯罪は、一夜にして企業の評判を一変させてしまう
可能性もある大きな脅威です。しかし、それに対抗して適切

図表3：リスクベースアプローチの流れ

リスクの低減リスクの評価リスクの特定

● 網羅的なリスク要素の洗い出し
● 自社が直面するマネロン・テロ

資金供与リスクの判定
● リスクオーナー（営業部門など）

とリスク管理部署との協働

● 評価手法の検討
● 評価単位の決定
● 発生可能性・影響度の考慮
● 内部統制の考慮、残余リスクの

評価

● リスクに応じた対策
● 予防的措置、発見的措置の検討
● ゼロトレランスの考慮

な対策を実施することは、透明性の確保と規制遵守、顧客
保護などに関する企業の意思を表明することでもあり、この
ような対応を、ビジネスにおいて揺るがぬ地位を確保する
ための絶好の機会と捉えている企業も存在します。

特集：グローバルガバナンスの現在
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持続可能なコンプライアンス対応

PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・
アドバイザリー部 
パートナー　辻田	弘志

PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
  
ディレクター　中瀬	智治

はじめに
　コンプライアンスの要請の高まりについては、先述のマ
ネーロンダリングをはじめとする金融犯罪コンプライアンス
でも触れたとおり、高まる一方です。その結果、さまざまな
法的要請に加え、企業の信頼や評判を維持するため、コン
プライアンス部門が管理する範囲は広まるばかりです。ま
た、企業の海外進出の進展に伴い、コンプライアンス管理も
グローバル化が必要となっています。これらのコンプライア
ンス管理を個々の法令・領域、地域・国ごとに個別対応する
ことでは、限界が生じ得ると思われます。
　PwCは世界各国のコンプライアンス・リスク管理担当役員
を対象とした調査を毎年実施しています。本稿は、サーベイ
結果から読み取れる最近のコンプライアンス管理のトレンド
も踏まえ、いかにコンプライアンス管理に持続可能性を与え
ることができるかについて論じるものであり、その中で特に
最近の傾向として Compliance as a Service（サービスとし
てのコンプライアンス）の概念とPwCのサービスデリバリー
センター（以下、「SDC」。）について紹介します。

1
コンプライアンスとしての
管理範囲についての傾向

近年のコンプライアンスの管理範囲には、2つの傾向が見
られます。

（1）コンプライアンスの管理範囲の地理的広がりと関連
性の強まり

かつて法令対応は、あくまでその国の制度に根差したもの
であり、その適用の程度（強度）も国ごとに異なり、結果とし
てコンプライアンス対応は地域や拠点単位で管理されること
が多くみられました。一つ目の近年の傾向は、国を超えた適
用（域外適用）がなされる法令の広まりとその適用の増加、ま
た地域ごとに制定される法令の場合でも同種のテーマ（不正
競争防止、贈収賄、反テロ・マネーロンダリング、個人情報
保護、シニアマネジメントの責任追及など）のものが制定さ
れる傾向が見られます。これらの傾向に対応するには、地理
的に地域や拠点を超えて横断的に見ていく必要があります。

（2）法令の枠を超えたコンプライアンス管理の要請の高まり

二つ目の傾向は、コンプライアンス部門が法令を社内手
続きに落として現場に遵守させるという、ルール遵守を基礎
とする狭義のコンプライアンスから現場の行為に係る適切
性が問われるものに変わってきている点です。これはコンダ
クトリスクと呼ばれるもので、法令には必ずしも明確に規定
されていませんが、社会やステークホールダーからの期待
に応えられているかという目線で見る必要があるものです。
法令には明確に規定されていないが故に、組織としては見
落としがちなものを指します。特に、組織防衛を意図した法
令解釈にこだわった対応をした結果、逆に社会からの批判
にさらされるなど企業のブランドや評判に致命的な影響を生
じさせ、結果として重要な顧客の離反につながることもあり
ます。多くの場合、そういった事案発生に端を発して法整備
がなされることも多く、管理すべきリスクとしては非常に重
要なものである一方、能動的にそれを把握するのが難しい

特集：グローバルガバナンスの現在
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側面があります※。
※ 近年の事例として、製造業の品質コンプライアンス問題、金融機関で発生した不適切融資
問題、製薬業界で発生した営業資材の不適切掲示・利用など。

このような行為に係るコンプライアンス（コンダクトリスク）
への対応については、現場での実態をいかに把握するか、
また現場自体がいかに判断して適切な行動をとるかが重要
となります。具体的には、現場に近いところにコンプライア
ンスの推進機能を設置する流れが見られます。これは、現
場に近いところで実態を把握し、早期に対応することでリス
クを最小化することを企図したものです。また、現場近くに
配置することで、現場のリスク管理意識（リスクカルチャー）
を高める効果も得られます。

2 コンプライアンス管理の標準化と機能集約

以上の傾向に対応するためには、コンプライアンス機能
の地域・拠点間での連携の促進と管理の対象範囲の広がり
への対応として、組織内での連携が重要となってきます。結
果として、コンプライアンス対応に関与する人の数は、自然
と増えることとなります。本来、コンプライアンスの責任は組
織構成員全員であり、特に現場のコンプライアンスマインド
醸成は必須のため、当然のことではあります。一方でコンプ
ライアンス管理の強化により、いわゆる「事務対応」としての
コンプライアンス管理が、大きな負荷を生じさせているのが
現実ではないでしょうか。結果として、コンプライアンス管
理の持続可能性に問題が生じ得る状況に向かっていると思
われます。コンプライアンスに係るコストは、直接コンプラ
イアンス業務に従事しているコンプライアンス関連部門やシ

ステム対応に限るものではなく、現場の対応負荷、さらにそ
の先にいる顧客のコンプライアンス対応も含めると、相応に
なっていると思われます。特に、グローバルに活動する企業
においては、地域・拠点が異なるごとに同種のコンプライア
ンス対応を顧客に要請しているケースも多いのではないで
しょうか。さらに、第1線の自律的リスク管理機能を確立しつ
つある中、第1線、第2線、第3線それぞれのリスクやコント
ロールの観点、モニタリング指標が異なると、一気通貫の検
証ができず、重複した管理による非効率性が生まれます。

先進的な企業においては、同種のテーマについては地
域・拠点にかかわらず標準化、情報を共有することで重複
を排除する工夫をしている例が見られます。また、異なるコ
ンプライアンスのテーマであっても、多くの場合、その対応
アプローチには類似性がみられる（例えば、コンプライアン
スプログラム、リスク評価、コントロール、モニタリング・検
証、研修などのフレームワークはテーマが異なっても共通）
ことから、管理手法についての標準化を進めることで同様に
対応の重複の排除を行っている例も見られます。これらは、
コラボレーションツールや GRCと呼ばれるシステムを活用
することで効率的に実施している例も存在しており、先述の
グローバルコンプライアンスの項で説明したとおりです。

また、標準化することで機能をグループ、グローバルに集
約・共有する流れも見られます。機能集約により、人、情報、
ノウハウの共有も促進され、効率性と実効性の両面での強
化が可能となります。

さらに進んだ例として、特に金融業界ではコンプライアン
スとオペレーショナルリスク関連組織を再編し、ノンフィナン
シャルリスクとして管理部門や担当役員を設置するなど、組
織レベルで対応しているケースも見られます。

図表1：業界・地域別に見たフロントライナー（現場でのリスク管理を重視している組織）の割合

業界別：

地域別：

消費・製造・サービス 金融サービス テクノロジー・情報・ 通信・
エンターテインメント・

メディア

ヘルスケア 政府・公的機関 教育

40% 33% 11% 8% 4% 2%

7%

7%

19%

34%33%

北米

中南米

アジア太平洋

中東・ アフリカ

欧州

出典：「PwC 2017年Risk in Review調査：フロントラインからリスクを管理する」を基に作成
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これらの標準化と機能集約は、特定のテーマ内やコンプ
ライアンス部門内に閉じたものではなく、テーマ間、全社的
な規模（現場部門・品質管理部門、リスク・コンプライアン
ス部門、内部監査部門）で考えることで、より大きなメリット
の享受が可能となります。

一方でグループ、グローバルの機能集約によって、コンプ
ライアンス管理部門と現場の距離感が広がるため、オフサイ
トモニタリングの有効性（オフサイトでリスクイベントの発生
を検知し、また、リスクの予兆を把握する能力）が重要となり
ます。加えて、グループ、グローバル、全社規模での標準
化・機能集約を実現するためには、大量且かつ多様な情報
を処理する能力が求められるため、テクノロジーの活用によ
るデータ処理の自動化・可視化が必要条件となります。

3
拠点集約とCompliance as a Service

（サービスとしてのコンプライアンス）の広まり

ここまで記載した内容は、過去 5年ほどのトレンドです。し
かし、最近はこれらに加え、コンプライアンス業務を外部に
委託する流れもみられます。外部委託の目的は単なる直接
的なコスト削減ではなく、コンプライアンス対応の品質維持
と柔軟性の担保です。

PwCを含むプロフェッショナルサービスファームは、この
ような外部委託サービスの受け皿、デリバリー拠点として、
サービスデリバリーセンター（SDC）を世界各地に配置して
います。SDCは低コストで高品質なリソースが大量に確保で
きる場所に設立されることが多く、東欧、インド、東南アジ
ア、中国などに設立されています。

SDCの一般的な活用方法として、企業側は現地事務所
（例：米国事務所）にテストを委託（コソース）し、そのテスト

人員をSDC（例：インド）のスタッフによって補うことで、現地
事務所が全ての業務を担う場合に比べて低コストでサービ
スを提供することができます。

SDCは、従来、効率化の取り組みを推進する上でのコスト
削減手段として活用されてきました。しかし、昨今のビジネ
ス環境において、金融機関が SDCを持続的な価値を創出す
る手段として活用していることは注目に値します。コンプラ
イアンス部門は、 SDCを自部門の人材配置モデルに織り込
むことで、コストを大幅に削減するとともに、従来と同程度
あるいはそれ以上の品質を達成することができています。

企業側にとって、SDCを活用することのメリットは、効率性
に加えて以下の3点が挙げられます。

①柔軟性（スケーラビリティ）

コンプライアンス管理領域の広がりに応じて、新たに認識
されたコンプライアンスリスクへの対応として、リソースを

一定期間大量投入して、全社的に対処する必要性に迫られ
るケースが増えてきています。そのようなアドホックな対応
を、全て企業側の固定リソースによって行うことは、実効可
能性や費用対効果の面で合理的ではありません。SDCには
各分野の専門性（AML、コンプライアンス検証、データアナ
リティクス、モデル検証など）が培われており、専門リソース
を容易に確保できるだけではなく、コソースによるSDCモデ
ルにおいては状況に応じて所要人員を柔軟に変更すること
ができることから、費用対効果の面でもメリットがあります。

②品質維持

上述のとおり、企業側は組織内でのコンプライアンス対応
の標準化を進める必要がありますが、コソースによるSDCを
活用して機能集約を行うことにより、一貫したフレームワー
クの適用、ノウハウの集約や同水準のスキルセットの確保、
データの集約によるデータ品質管理の容易性など、品質管
理上の大きなメリットを受けられます。

③スピード

法令変更などのコンプライアンスリスクへの対応には、ス
ピードが要求されることが多いものの、特定領域の専門家
を適時かつ大量に確保することは、企業側では限界があり
ます。コソースによるSDCモデルでは、事前に企業内で投資
を行うことなく、適切な経験・専門知識を有する SDCのリ
ソースを配置することによって、新たなリスクおよびコンプ
ライアンス計画の変更に実効的かつ適時に対応できます。

（1）SDCの活用事例

ここからは、企業がどのようにSDCを活用しているかについ
て説明します。まず、SDCの活用は、基本的にはリモートでの
対応が想定されていることから、明確な法令・リクワイアメン
トの下、標準化された業務が適しています。金融機関でいえ
ば、KYC コンプライアンスのテスト、Volcker規制対応の社内
独立テストや Consent Orderにより、当局に対する説明責任
を負ってテストをするケースなどが挙げられます（図表2）。

SDCの活用は、通常はコソース契約の一部として小規模に
開始し、その有効性・効果を確認した上で規模を拡大する

特集：グローバルガバナンスの現在

図表2：コンプライアンスに係るSDC活用事例

KYC（Know Your Customer）業務コソース

AML（Anti Money Laundering）取引モニタリングマネージドサービス

Volcker規制対応の社内独立テストコソース

当局Consent Orderに対応した社内テストコソース

第三者（ベンダー）調査コソース

情報管理状況の調査

クレーム調査、対応

契約書条件変更調査
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ケースが多いです。例えば、あるグローバル金融機関と米国
のプロフェッショナルサービスファームが特定のコンプライア
ンステストについてコソース契約を締結し、業務の一部を
SDCに担わせるケースにおいては、当初は全体の３割をSDC
に担わせていましたが、その有効性が確認された 3 年後に
は、逆に全体の 7割を SDCが担当することになったという例
があります。当該企業は大規模にSDCを活用しており、企業
側と会計ファーム、SDCがより一体となって業務を実施してい
ます。具体的には、SDC内に企業内部と全く同じシステムイン
フラ（企業内システムへのアクセス、専用に隔離された執務
エリアなど）を確保し、担当するSDC要員に企業側で必要とさ
れるトレーニングを受講させ、SDCにも一定の決裁権限・自
律性を与えた上で、企業側とプロフェッショナルサービス
ファーム、SDCが一つのチームとして運営されています。

（2）品質管理プログラム

SDC活用の成功には、その品質が適切に確保されている
ことが不可欠です。PwCの各SDCにおいては、以下の3つの
観点で品質管理プログラムが整備されています。

①人材の選定・研修

各SDCには厳格な選定プロセスが整備されており、あらか

じめ定められた採用要件（専攻や専門資格、専門知識など）
を満たした人材のみが選定・採用されます。採用後は PwC
内部の研修プログラムを受講するほか、必要に応じて特定
プロジェクトのための短期集中レッスン（固有のテスト手法
や企業内部の研修プログラム）を受講させ、人材面での品
質確保を可能としています。

②監督および品質管理プロセス

実際の業務における厳格なレビュープロセスに加え、SDC
内部に品質管理機能を具備し、品質管理活用を遂行してい
ます。具体的には、SDC、現地 PwC（直接の業務受託先）、
企業側とであらかじめレビュー・承認プロセスを合意して遂
行するほか、SD C 内部の品質管理機能によるサンプル
チェックと品質に係る定量的指標のモニタリングを通じ、高
い業務品質を確保しています。さらに、現地 PwCから監督
者を SDCに派遣して監督を担わせ、業務品質の確保とガバ
ナンスを利かせています。

③プロジェクト管理

ワークフロー管理ツールを活用することにより、作業の見
える化と画一的な管理手続を実施するほか、コミュニケー
ション計画を策定し、SDC、現地 PwC、企業側との報告・コ
ミュニケーションを密接に行うことで、適時・適切な問題解
決を可能としています。

図表3：PwCの各SDCにおける品質管理プログラム

人材の選定・研修・新人研修

監督および品質管理プロセス

プロジェクト管理

● 現地チームおよびSDC双方の人材
について、厳格な選定プロセスを
実施

● 以下の項目を含め、研修を実施
 ・企業固有の手法
 ・文書化にあたっての要点
 ・各特定分野の短期集中研修
   （SDCスタッフ対象）

● SDC、現地チームおよび企業側との間で定められ
たレビュープロセスを含む、品質管理プロセス

● 必要に応じて、SDCスタッフが実施した手続きを
サンプルで再実施し、SDCが実施した手続の品
質に係る定量的指標を設定

● 現地チームの人材をローテーションでSDCに
派遣

● クライアント、現地チームおよびSDCチー
ムとの間で確立した管理手続きを適用

● 適時に報告を行い、問題解決を図るため
に、日次でコンタクトをとるとともに、定期
的に会議を実施
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特集：グローバルガバナンスの現在

21PwC’s View — Vol. 18. January 2019



世界のコーポレートガバナンスの潮流
～コーポレートガバナンスの開示と対話のポイント～

特集：グローバルガバナンスの現在

PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部門
コーポレートガバナンス強化支援チーム
ディレクター　手塚	大輔

はじめに
　2014年のスチュワードシップ・コードと2015年のコーポ
レートガバナンス・コードの公表を機に、日本企業を取り巻く
インベストメントチェーン改革は大きく進展しています。イン
ベストメントチェーン改革は日本だけの事象ではなく、世界
中の資本市場で大きく進んでいます。地球温暖化への懸念
の高まりなどを背景に、企業においても持続可能な成長お
よび中長期的な企業価値の向上がより重要になっており、
コーポレートガバナンスにも影響を与えています。本稿では
世界のコーポレートガバナンスの潮流を俯瞰しつつ、ステー
クホルダーへガバナンスの力を的確に伝え、適切な企業価
値評価につなげるためのガバナンスに関する開示と対話の
ポイントについて解説します。
　なお、本稿において意見にあたる部分は筆者の私見であ
り、PwC Japanグループ、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いたします。

1
世界のコーポレートガバナンスの潮流
―持続可能な成長への取り組み

会社法の改正、スチュワードシップ・コードとコーポレート
ガバナンス・コード導入をきっかけとした日本におけるコー
ポレートガバナンス改革は、社外取締役の増加や取締役会
の評価など、企業のコーポレートガバナンス体制にさまざま
な形で具体的な対応や変化をもたらしています。

コーポレートガバナンス改革は日本だけの課題ではなく、
欧州、米国、アジア、オセアニアなどグローバルの主要な企
業における重要な課題となっています。

日本におけるコーポレートガバナンス改革は、欧米企業と
比較した場合に、過去 20年以上の間、企業価値が低迷して
いた状態から脱し、欧米企業並みに収益性・ROEを高めるこ
とが強調されています。

一方、グローバルでは 2000年代後半に生じた世界金融
危機の反省として、ショートターミズムに対する批判と、持
続可能な成長および中長期的な企業価値の向上の観点で、
コーポレートガバナンス改革が進められています。このよう
な観点は、日本におけるコーポレートガバナンス改革推進
においても、その拠りどころとなっています。

持続可能な成長への取り組みにかかわる国際的な動きは
強まっています。例えば、2015年 9月に開催された「国連持
続可能な開発サミット」において、国連加盟国により「持続
可能な開発目標」（Sustainable Development Goals ＝以
下、「SDGs」。）を含む「持続可能な開発に向けた 2030ア
ジェンダ」が採択されました。SDGsは、持続可能な世界を実
現するために、2030年までに達成すべき17のゴール（図表
1）と169のターゲットから構成されています。SDGsは国際
目標として、各国政府が採択するものですが、それぞれの
国が SDGsを達成するためには、政府のみならず、企業を含
む社会の構成員の全ての取り組みが必要とされています。
企業には、SDGsの達成のために自らの事業を通じて貢献す
ることが期待されています。すなわち、SDGsと経営戦略とを
リンクさせて事業を行うことが期待されているといえます。
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SDGsを経営戦略と整合させ、SDGsへの貢献を測定し、
管理していくかに関して、SDG Compass（SDGsの企業行動
指針）が提供されています。SDG Compassは、企業が SDGs
に最大限貢献できるよう、以下の 5つのステップを提示して
います。

01	SDGsを理解する
02	優先課題を決定する
03	目標を設定する
04	経営へ統合する
05	報告とコミュニケーションを行う

持続可能な成長および中長期的な企業価値の向上を目
指すというグローバルの大きな流れは、日本においても具
体的な形として現れてきています。例えば、2018年 6月に
閣議決定された「未来投資戦略2018－『Society 5.0』『デー
タ駆動型社会』への変革－」において示された施策には、ダ
イバーシティ経営の推進、女性の役員や管理職の割合の増
加、中長期的な ESG投資、経営戦略やガバナンスを含む情
報開示の質の向上などが検討されることが示されました。

ほかにも、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は
2017年 7月にESG指数を選定し、また、2018年 9月にはグ
ローバル環境株式指数を選定し、選定した指数に基づく
パッシブ運用を開始しています。

2
グローバルの潮流を受けた
コーポレートガバナンス・コードの見直し
―日本・英国・シンガポールのコード改訂

日本、英国、シンガポールなどにおいては、最近、コーポ
レートガバナンス・コードが改訂されました。コードの改訂
には、グローバルの潮流の影響が垣間見えます。

日本では 2018 年 6月にコーポレートガバナンス・コード
改訂版が公表され、原則および補充原則の改訂や新設が行
われました（P24 図表2）。新しいコードには、後継者育成に
対する取締役会の関与や監督、任意の指名・報酬委員会等
の独立諮問委員会の活用、CEOの選任・解任手続の整備、
経営陣の報酬制度の改善などの、企業価値向上に中心的な
役割を果たす経営陣の選任・解任や適切なインセンティブ
付けに関連する改訂、資本コストを的確に把握して資本コス
トに基づく資源配分・事業ポートフォリオの見直しを行うこ
とに関する改訂、独立社外取締役の選任、ジェンダーおよ
び国際性といったダイバーシティや、取締役会・監査役会
の実効性を確保するために役員に求められる専門性や知見
を示す改訂などが含まれています。

 英国では 2018年 7月に、コーポレートガバナンス・コー
ドの改訂が行われました。改訂されたコードは長期的で持
続可能な企業価値の向上を実現するため、適切な企業文化
を構築することや、企業・株主・ステークホルダーの関係を
重視するものとなっています。企業文化については、取締役
会には、企業価値と戦略を考慮して適切な企業文化を構

図表1：SDGsのロゴ

23PwC’s View — Vol. 18. January 2019



築・維持することが求められるようになりました。ステークホ
ルダーとの関係では、取締役会は従業員との対話を行うこと
が求められるようになりました。具体的には、従業員代表の
取締役選任、従業員諮問委員会の設置、もしくは、特定の
非業務執行取締役の任命、の 3つのうちから1つ以上の方
法で、取締役が従業員との対話を行うことが求められるよう
になりました。また、取締役の報酬を決定する場合に、従業
員の報酬等を考慮することとなりました。

シンガポールにおいても、2018年 8月にコーポレートガ
バナンス・コードの改訂が行われています。取締役会の実
効性を高めるため、取締役の独立性要件の強化、独立取締
役を3分の1以上にすること、過半数を非業務執行取締役と
すること、取締役会のダイバーシティに関する方針や進捗状
況を開示することが求められています。ほかには、全てのス
テークホルダーとのより良い対話のため、報酬の開示にお
いて企業価値創造との関係を考慮することや株主以外の利
害関係者を考慮することが求められています。

3
コーポレートガバナンスに関する開示のポイント
―FRCの戦略報告書のガイダンス

1「世界のコーポレートガバナンスの潮流」に記載したとお
り、投資家を含む幅広いステークホルダーは、持続可能な
成長および中長期的な企業価値の向上に対してより強い関
心を持つようになっています。企業には、持続可能な成長お
よび中長期的な企業価値の向上をもたらす経営方針・経営

戦略等を策定し、実行することが期待されています。
ステークホルダーが企業に対する意思決定（投資判断）を

行うためには、意思決定の根拠が必要であり、企業が開示
する情報はその根幹となるために重要です。ステークホル
ダーが企業に対する適切な理解を深めることは、ステークホ
ルダーが企業との間で建設的に対話することにつながり、
持続可能な成長および中長期的な企業価値の向上をもたら
すことが期待されます。

企業が開示する情報は、財務情報と非財務情報（記述情
報）に大別されますが、中長期の将来において企業が価値
を向上できるか否かを評価する観点からは、非財務情報の
開示の重要性が高まっています。

財務諸表に代表される財務情報は、会計基準などの確立
した報告の枠組みがある一方で、非財務情報には確立され
た報告の枠組みがありません。そのため、非財務情報の開
示方法は企業に委ねられていますが、重要なポイントは、ど
のような経営によって、中長期的な企業価値の向上を実現
していくかを、ステークホルダーが理解可能な形で提供する
ことであると考えられます。

そのためには、ビジネスモデル、経営方針・経営戦略、事
業環境やリスクの分析、業績や戦略の進捗度を把握する情
報としてのKPI、コーポレートガバナンスなどの開示項目を、
中長期的な企業価値の向上というストーリーと関連付けて
表現することが求められます。コーポレートガバナンスは、
企業の価値創造のプロセスの中心となって支える点で重要
であるため、コーポレートガバナンスの開示を行う際には、

図表2：コーポレートガバナンス・コード（2018年6月版）による改訂

CEOの選解任
補充原則4-3② 
補充原則4-3③

経営幹部の
「解任」に

関する開示

原則3-1
補充原則3-1①

経営戦略・
経営計画における
検討事項・公表

原則5-2

後継者計画に
関する取締役会
の役割

補充原則4-1③ 政策保有株式
の縮減

原則1-4
補充原則1-4①
補充原則1-4②

独立社外取締役
の選定、その人数 原則4-8

経営陣の報酬を
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の客観性・透明性

補充原則4-2①

企業年金に
期待される
アットオーナー
としての機能

原則2-6
取締役会に
求められる
多様性の具体化

原則4-11

重要事項の
検討上の
任意諮問委員会
の活用

補充原則4-10①
非財務情報開示
における
ESG等の明記

基本原則3
（考え方）

監査役に
求められる
知識・知見

原則4-11
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企業の価値創造プロセスとの関連性に配慮することが必要
です。

ここでは、グローバルの開示の動向の例として、2018年
改訂された英国の財務報告評議会（Financial Reporting 
Council ＝FRC）の戦略報告書のガイダンスを紹介します。

英国の FRCが 2018年 7月に改訂した戦略報告書のガイ
ダンス（Guidance on the Strategic Report）では、戦略報
告書に記載する非財務情報に関するフレームワークを提示
しています。今回の改訂は、2014年のプリンシプルベース
のガイダンスを基本的に踏襲していますが、2016年 12月
末までにEU加盟国にルール整備が求められたEU非財務情
報開示指令への対応に加えて、中長期的な企業価値の向上
のためのより広いステークホルダー（従業員を含む）に配慮
するものになっています。この戦略報告書のフレームワーク
では、取締役がその役割をどのように果たしているかを評価
できる情報を提供し、投資家にとって重要な情報のみが記
載され、そして、戦略的経営（Strategic management）、事
業 環 境（ B u s i n e s s  e n v i r o n m e n t ）、業 績と財 政 状 態

（Business performance and position）を相互に関連付け
て、戦略報告書に記載することが求められます。

戦略的経営に関しては、企業の目的や経営戦略、目標、
ビジネスモデルは相互に関連して開示し、何を・どのように・
なぜ行うかの説明を行うこととされています。また、企業の
目的と経営戦略の達成状況の評価を可能とするため、それ
らの記載には、KPIとの関連性や分析を含めることとされま
した。ビジネスモデルの記載に際しては、長期的に企業価
値をどのように創出・維持するかの説明が求められます。

事業環境やリスクに関しては、将来の成長、業績、財政状
態に影響を与える主要な傾向と事象の説明を記載すること
とされ、これには環境に関する事項、企業の従業員に関す
る事項、社会、コミュニティーおよび人権に関する事項と、
これらに対する企業の方針などが含まれます。また、主要な
リスクおよび不確実性については、企業固有の記載を行い、
何が重要であるかを投資家が理解できるように記載すると
しています。また、主要なリスクおよび不確実性をどのよう
に管理・低減するかについての説明も記載することとされて
います。

業績や KPIに関しては、事業年度中の成長や業績、事業
年度末の財政状態について公平、かつ、バランスが取れ、
包括的な分析を提供する記載が求められます。分析におい
ては、財務および非財務の KPIを含み、非財務の KPIには
環境や従業員に関する事項を含めることとされています。
KPIは、目標や戦略の進捗の評価や主要なリスクをモニタリ
ングする際に最も効果的であると判断されるもの、もしくは、
企業の成長、業績、財政状態、活動の影響を測定する際に
用いられるものとされています。また、非財務情報として、

各事業年度末の従業員に関する事項（取締役の性別ごとの
人数、上級管理職の性別ごとの人数、従業員の性別ごとの
人数）を含めることとされました。

4 まとめ―コーポレートガバナンスに係る対話

コーポレートガバナンスに係る対話については、2018年
6月に金融庁から「投資家と企業の対話ガイドライン」が公
表され、対話において重点的に議論することが期待される
事項が示されています。ただし、提示された事項に関して形
式的な対話を行うのではなく、企業の置かれた状況を踏ま
えた実効的な対話を行うことが重要であると説明されていま
す。

投資家と企業の対話ガイドラインで、重点的に議論するこ
とが期待される事項として、以下の5つが示されました。

１.	経営環境の変化に対応した経営判断　
２.	投資戦略・財務管理の方針　
３.	CEOの選解任・取締役会の機能発揮等　
４.	政策保有株式　
５.	アセットオーナー

1～3に分類される事項は、持続的な成長および中長期的
な企業価値の向上の実現に向け、企業がどのような経営方
針や経営戦略などを策定しているか、それらをどのように実
行していくかに関連する内容といえます。また、3に含まれ
る取締役会や監査役の選任・機能発揮は、1～3を実現する
ためにどのようなコーポレートガバナンス体制を構築するか
という内容です。

前章にも記載したとおり、ステークホルダーの意思決定の
根拠のうち最も重要なものの一つは企業が開示する情報で
す。コーポレートガバナンスに関する対話を実効的なものと
するには、企業の持続可能な成長および中長期的な企業価
値の向上へのストーリーが開示されることが重要なポイント
であるといえます。

手塚	大輔	（てづか	だいすけ）
PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部門 コーポレートガバナンス強化支援チーム
ディレクター
2003年公認会計士登録。製造・流通・サービス部門において、国内上場
企業に対する会計アドバイス業務を担当しているほか、コーポレートガバナ
ンス強化支援チームのメンバーとして、コーポレートガバナンス関連のセミ
ナー、ステークホルダーとのコミュニケーションを行っている。編著『コーポ
レートガバナンス・コードの実務対応Q&A』（中央経済社）など。
メールアドレス：daisuke.tezuka@pwc.com
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監査報告書の透明化
第2回 公開草案を確かめる

PwCあらた有限責任監査法人
クオリティー・レビュー部
パートナー　廣川	朝海

会計／監査

はじめに
　繰り返し記載することになりますが、2018年 7月5日、企業
会計審議会の監査部会から「監査基準の改訂について」が公
表 されました 。一 番 大 きな 改 訂 は 、K A M（ K e y  A u d i t 
Matters ：監査上の主要な検討事項）を監査報告書に記載す
ることです。このことによって、監査報告書を作成する監査人
だけではなく、監査報告書を受け取る会社、利用する投資家

（潜在投資家を含む）、アナリスト、取引先などの全ての利害
関係者にとって、監査報告書が従来とは全く違うものになり
ます。日本公認会計士協会からKAMを論じた監査基準委員
会報告書（以下、「監基報」。）701「独立監査人の監査報告書
における監査上の主要な検討事項の報告」をはじめ、関連す
る監基報のドラフトが10月19日に公表され※1、11月30日まで
意見募集をし、2019年夏前を目途に監基報が確定されるこ
とを目指しています。また、監査報告書のひな型を示してい
る監査・保証実務委員会実務指針第 85号「監査報告の文例」
の見直しが始まっているほか、KAMのための監基報701だけ
ではなく関連して改正される監基報についても公開草案が出
ています。
　なお、KAMは日本語では「監査上の主要な検討事項」です
が、本稿では KAMと記載しています。また、本稿における意
見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断
りします。

1 各国および日本の状況

IAASB（Interna t iona l  Aud i t ing  and  Assurance 
Standards Board：国際監査・保証基準審議会）は 2014年
12月に「監査品質の枠組み」を公表しました。欧州議会およ
び EU理事会は監査法人のローテーションを 2016年 6月か
ら開始し、多くの国において導入が果たされています。

また、米国においてもPCAOBによって提案された新しい
監査基準を 2017年 10月にSECが承認したため、KAMとほ
ぼ同様の CAM（Critical Audit Matters）を、大規模早期提
出会社については 2019年 12月15日以降終了事業年度か
ら記載することとなりました。

日本における適用は、経済大国としてはほぼ最後となりま
す。監査報告書に関する基準の改訂となりますので、監査
人のみが責任を果たすために実施されるのではないかと感
じられるかもしれません。しかし実際に監査報告書を書くの
は監査人でも書くべき内容は会社のことです。経営者は、財
務諸表の作成を通して経営の責任を果たし、監査人は監査
を通してそこに責任を果たしますので、それぞれの役割を
今一度確かめることが、今回の改訂をスムーズかつ有効に
利用できるために大切だと考えます。

2「監査上の主要な検討事項」（KAM）とは何か

PwC’s View第 17号の記述に従い、KAMとは何かについ
てポイントを押さえておきましょう。KAMは「監査人は、監査
の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払っ
た事項を決定した上で、その中からさらに、当年度の財務諸
表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判
断した事項を監査上の主要な検討事項として決定しなけれ
ばならない」とされています。新しい監査報告書は、従来の
定型的文言（ボイラープレート）ではなく、各社固有の KAM
に関するリスクやその対応手続を記載することが求められる※1 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20181019itq.html
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こととなります。イメージとしては、図表1のとおりです。監査
においては、さまざまな論点があり、統治責任者（日本にお
いては監査役等）とコミュニケーションを行った事項から、最
も重要な事項であると監査人が判断した項目が KAMとして
監査報告書に記載されなくてはなりません。現在も監基報の
求めに応じて、監査役等と書面をもってコミュニケーション
を図っていますが、当該書面は会社との間の内部的なもの
であり、第三者に公表されるものではありません。従来は内
部的であったものから、監査上重要と監査人によって考えら
れた項目が、基準に従い公表されるとイメージすればよいか
と思います。また、監査役および監査役会の責任は、財務報
告プロセスの整備および運用を含む取締役の職務執行を監
査することにある、ということも覚えておいてください。

KAMに記載することは、会社の規模（売上高や利益、従業
員数など）、業種、連結財務諸表なのか、単体の財務諸表な
のか、グループ会社が全世界に広がっているか否か、経営
者の見積もりと思われる項目が多いのか少ないか、その年
固有の事項があるか否かなど、いろいろな事象があり得ま
す。会社の経営や環境には毎年大きな出来事が起こることは
ないかもしれません。しかしながら、起きたとしても、経営者
がそれらをきちんと分析し財務諸表上で対応しており、それ
を監査人が KAMとしても記載することで、その会社の財務諸
表やその経営は信頼できるものとして利害関係者に感じても
らえるのではないでしょうか。東京証券取引所第 1部上場会
社だけで3,000社以上ありますので、さまざまなことがあり得
るでしょう。KAMを記載する監査人、コミュニケーションの相
手方の会社は、複雑な事項や、突然その事業年度で悩むよ

うな事項があれば、今までもコミュニケーションはしてきたと
思いますが、外部の第三者に理解してもらうのが大変なこと
もあるかもしれません。個人的には、当法人が監査人ではな
い会社のKAMを将来的に読むのは、興味深いところです。

3 日本公認会計士協会（JICPA）による
監基報の公開草案の公表

日本公認会計士協会は、2018年 10月19日に「『監査基
準の改訂に関する意見書』に対応する監査基準委員会報告
書 701『独立監査人の監査報告書における監査上の主要な
検討事項の報告』等の公開草案の公表」を行い、意見の募
集を11月30日までとしました（本誌が発刊される2019年1
月時点でも、監基報は最終版となっていません）。

KAMと関連した監基報とその変更は、以下のとおりです。

● 監基報 701「独立監査人の監査報告書における監査上
の主要な検討事項の報告」新設

● 監基報700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
改正

● 監基報 705「独立監査人の監査報告書における除外事
項付意見」改正

● 監基報 706「独立監査人の監査報告書における強調事
項区分とその他の事項区分」改正

● 監基報260「監査役等とのコミュニケーション」改正
● 監基報570「継続企業」改正
● その他の適合修正（監基報 210、220、230、510及び

710、並びに品質管理基準委員会報告書第1号）改正

図表1：KAMの決定プロセスと監査報告書の記載（監基報701草案）

個々の監査業務において最も重要な事項に
絞り込む（相対的概念）

監査の過程で監査役等と
協議した事項
（重要な事項）

監査上特に
注意を払った事項

最も重要な
事項

K
A
M
の
性
質
の
説
明

個
々
の
K
A
M
の
記
述

独立監査人の監査報告書

監査意見
・・・・

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表監査
において、監査人が職業的専門家としての特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表
全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において
対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別
に意見を表明するものではない。

ｘｘｘ　（KAMの内容を表す見出し）
財務諸表に関連する記載がある場合は当該情報に参照を
付したうえで、以下を記載
・当該事項をKAMであると判断した理由
・当該事項に対する監査上の対応

ｘｘｘ　（KAMの内容を表す見出し）
ｘｘｘｘｘ

監査上の
主要な検討事項
（KAM）
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筆者は、KAMおよび関連する監基報をどのように法人内
に展開するかを決める品質管理本部に所属するからには、
公開草案および関連資料についてみっちり勉強する必要が
あります。全部を両面でアウトプットしました。JICPAは「監
査報告に関する動向～監査上の主要な検討事項（Key Audit 
Matters）～」※ 2と題して今までの研修資料、会計監査ジャー
ナルでの記事、海外の状況等を Webサイトで公開していま
す。PCの画面で見るのは厳しいのでこちらもアウトプットし
ました。PwCでは KAMを扱っているのはロンドン事務所と
なっていますが、彼らが提供してくれる資料も膨大であり、
加えて USが監査報告書に記載する CAM（Critical Audit 
Matters）も相当の分量の資料があります。アウトプットした
これらの資料は、全て一度に持ち上げることは不可能なほど
の量でした。私たちが勉強するのは部としての仕事ですし、
日本の実務につなげていく必要もあります。また、何といっ
ても生涯に一度といわれる改訂なので、気合は入ります。

しかし、皆さまの立場から見れば、興味があっても全てを
勉強するのは時間もかかりますし、他の重要な仕事がある
と思いますので、注釈1（P26）の監基報701などを公開して
いるJICPAの HPに参考資料（公開草案の概要）というPPT
が入っていますので、そちらをご覧いただくのが手始めで最
低限な必要な情報が手に入ると思います。それでも24ペー
ジあり、読み応えは十分だと思います。

4 適用にあたっての現時点における
公開草案等における方針あるいは見込み

KAMの導入に際し、現時点での大切な方針は以下のよう
に見込まれています。
● 2019年12月末決算から、米国SEC登録会社のうち大規模

早期提出会社は、CAMの記載が開始されます。日本の有価
証券報告書においてもKAMを含む新様式の監査報告書の
早期適用が認められる見通しです。なお、2019年12月31
日終了事業年度の会社は2018年12月現在、存在します。

● 最終的な実施時期については、2021年3月決算からKAM
を記載するものとしています。

● 2021年3月決算適用以前（2020年3月決算）から東証1部
上場企業等について早期適用することも可能です。

● 報告基準にかかわるその他の改訂事項については、2020
年3月決算から全ての会社に対して適用されます。

● 改訂後の監査報告書のイメージは、図表2のようにまとめら
れます。見た目で一番変わるのは、監査意見を監査報告書
の冒頭に置くことになる点です。

●  監査報告書の具体的な記載例は、現在、JICPAが監査報告
書専門委員会を設置し、2019年 6月頃には公開される予
定です。KAMや特別な事項を除いても、現在の監査報告書
よりは全体が長文になります。

●  KAMを、会社法上の監査報告書に含めるかどうかについて※2 https://jicpa.or.jp/news/information/2016/20160805ide.html

会計／監査

図表2：改訂後の監査報告書

独立監査人の監査報告書

従前の監査報告書

【財務諸表監査】
監査の対象
・・・・

経営者の責任
・・・・

監査人の責任
・・・・

監査人の意見
・・・・

追記情報（強調事項又はその他の事項）
（該当事項がある場合）

独立監査人の監査報告書

改訂後の監査報告書（監基報700文例1の改定案）

【財務諸表監査】
監査意見
・・・・

監査意見の根拠
・・・・

監査上の主要な検討事項
・・・・

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
・・・・

財務諸表の監査における監査人の責任
・・・・

＜法令等に基づくその他の報告＞
利害関係

＊2018年11月現在、当該監査基準の改訂に対応した日本公認会計士協会の実務指針の公開草案は公表されましたが、監査報告書の文例（監査・保証実務委員会実務指針第
85号）等の関連する指針等は公表されていないため、監査報告書への具体的な記載方法等の詳細については、今後、制度が整備されていくと考えられます。
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は、その重要性は認めつつも、当面有価証券報告書上の監
査報告書においての記載のみを求めています。ただし、任
意での記載は可能であるとしています。
　

5 今後の課題

KAM導入にあたっての今後の課題を今一度整理してみま
しょう。
●  KAMに対する十分な理解が必要となります。KAMの記載

は、会社のリスクを高めるためにあるものではありません。
除外事項付意見の表明がある場合には、当該事項につい
て、KAMは記載してはならないことになっています。翻って
考えれば、KAMの記載があるということは、仮にその対象
となる事象のリスクが高いと読者が思っても、会社は財務
諸表上適切な対応をしていると行間を読むことができるか
もしれません。ただし、監査人はKAMに対して個別意見を
述べることはしません。あくまでKAMは追加の情報提供と
して捉える必要があることに留意が必要です。

●  監査人と会社との十分なコミュニケーションが必要となりま
す。とりわけ監査人は、監査役等との深度あるコミュニケー
ションが必要ですが、早い時期からの討議と年間を通して
のスケジュールのすり合わせが実務的に必要となります。

● 開示書類に個別具体的な内容の注記がない事項をKAMと
して選定した場合に、注記事項との整合性をどのように記
載するかは、大きな問題となります。当該課題については、
監査人と会社との関係だけで調整できることではなく、開示
制度についての調整も必要になるかもしれません。金融
庁、ASBJ、JICPA、経団連、アナリストなどの連携が必要と
なります。適切な開示をすることにより、企業の外部報告
や、コーポレートガバナンスに好ましい影響があることを考
える必要があると思います。

● 制度がボイラープレートにならないように配慮する必要があ
ります。会社も会社を取り巻く環境も変化していきます。どの
ような変化があったのか、把握する力が監査人に必要となり
ます。監査人は、監査報告書の利用者に対する情報提供の
役割を担っていることを強く意識しなければなりません。

● 一義的には、監査人と会社がKAMを深く理解することが上
述のとおり必要ですが、監査報告書を利用するその他の利
害関係者（アナリスト、投資家、取引先など）、これから資本
市場で仕事をしていく人は全て、KAMを読み解く力が必要
になります。これは、単にKAMに書いてある会計処理や、
監査で何をしたかを理解するということだけではなく、KAM
を通して、その会社の実力や業界を含めた将来性を理解す
るということを含むと考えます。

●  KAMは、今まで存在しなかった記載事項です。従って、監
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査人や監査役等の責任の範囲や、対象となる監査次第に
よっては、監査スケジュールの制度的な変更が必要なのか
どうか、その他いろいろな懸念事項を一つずつつぶしてい
くことがこれから必要となります。現在では、まずは有価証
券報告書をターゲットとしています。

●  改訂監査基準中、報告基準にかかわるその他の改訂事項
については、2020年 3月決算に係る財務諸表の監査から
適用するとしていますので、今回の監査基準改正ではKAM
が目玉ではありますが、報告書のそれぞれの改正の意義に
ついて理解することが必要です。

●  PwC’s View第 17号では、最後に自分自身の課題として、
わかりやすい日本語の練習が必要と述べました。米国 SEC
登録会社では、早ければ2019年 12月期でKAMと同様に
CAMに取り組まなければなりません。あっという間に本番
が近づいてきました。12月期の米国 SEC登録会社ではな
く、3月期決算で、その上、SEC登録企業でなくても、驚くほ
ど速やかに期末が迫ってきます。早期適用しなくても、練習
をしておくことはとても大切なことだと思います。

当法人では、米国SEC登録会社、早期適用しようとしている
会社、KAMに興味のある会社も含めて、監査チームとのキック
オフミーティングを始めています。2021年3月決算が最終的
な適用ということは、期首は当たり前ですが、2020年4月にな
り、監査人や会社において実際にKAMのためのコミュニケー
ションをする当事者は今すぐにでも勉強を始めないと、2020
年夏を過ぎた頃に焦ることになります。JICPAの試行は、監査
が終わった期について実施しています。実際の期の中で練習
しないと、開示の検討も必要ですし、もしかしたら（そういうこ
とはない方がいいですが）監査人、会社の間でびっくりするよ
うな勘違いがあるかもしれません。CPAAOBやJICPAが、監査
の問題点を公表しています。監査の結論は変わらないかもし
れませんが、監査にとって大切なこと、すなわち会社にとって
も大切なことを、心を込めて確かめ合うことが適用年度の前に
すべき一番のことだと思います。
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　PwCは過去 20年以上にわたり、毎年「Global Transfer Pricing Conference」と題した国際色豊かなカンファレ
ンスを開催しています。このカンファレンスは、毎年異なる都市において持ち回りで開催しており、2016年はトロン
ト、2017年はロンドン、そして 2018年 10月 10～12日は東京にて開催しました。本カンファレンスには世界約 50の
国・地域から、PwCメンバーファームの移転価格担当者やクライアントを含む 700名超が参加し、日本では最大規
模の税務カンファレンスとなりました。
　本カンファレンスのメインテーマは「変わりゆくグローバル環境と企業行動～未来へ～」。具体的には、変わりゆく
グローバル環境における持続可能な事業モデル、税務におけるデータ分析とテクノロジーの導入、グローバルで整
合性の取れたコンプライアンスや税務調査の最新動向、米国の税制改正をはじめ各国の動向などについて、業界
のパネリストや各国PwCメンバーファームの税務・移転価格担当者が登壇し、活発な議論が行われました。

カンファレンス冒頭、ホスト国の日本を代表し、PwC
税理士法人代表の宮川和也が開会の辞を述べました。
ビジネスのグローバル化の加速、国際的なイベントの
到来を受け、日本では外向き志向が強まっている中、
日本における本カンファレンス開催は「企業活動におけ
る日本の重要性・影響力向上の表れ」と語りました。続
いて、PwCグローバル移転価格リーダーであるイザベ
ル・ヴェルリンデンが登壇し、グローバルの視点から税
務・移転価格の潮流について解説しました。

PwC税理士法人 移転価格リーダーの宮嶋大輔が登
壇し、PwCベルギー パートナーのパトリック・ブーンと
ともに、今日の税の効率性の尺度、持続可能な税率の
測定について意見交換を行いました。

変わりゆくグローバル環境と企業行動 ～未来へ～

第一部│実効税率から持続可能な税率へ

「PwC Global Transfer Pricing Conference 2018：
変わりゆくグローバル環境と企業行動 ～未来へ～」
開催レポート

イベントレポート

イントロダクション

メインセッション
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イベントレポート：PwC	Global	Transfer	Pricing	Conference	2018

メインセッションに続き、10月10・11日は全 40種
類のワークショップを開催しました。主なトピックは事
前確認（APA）・BEPS・税務ガバナンスに係る諸問題
のほか、デジタルエコノミーに係る税務上の課題、ア
ジアにおける税務調査リスクの管理、業界別／国別研

究、無形資産／バリューチェーン分析、移転価格プロ
セスの自動化など、テクノロジー関連のトピックも含ま
れました。各セッションで多くの参加者があり、活発な
意見交換が繰り広げられました。

本カンファレンスで参加者に最も人気が高かった
セッションの一つには、各国デスクのネットワーキング
イベントが挙げられます。ワークショップ終了後、PwC
各国メンバーファームの移転価格プロフェッショナル

が工夫を凝らした各国デスクを設けて参加者をもてな
し、参加者とのカジュアルな交流を深めました。日本
デスクでは PwCのロゴ入りのけん玉をギフトとして配
布し、海外の多くの参加者から好評をいただきました。

最終日の全体セッションでは、PwC税理士法人の移
転価格リーダーである宮嶋が登壇し、カンファレンス
の総括と挨拶を行いました。本カンファレンスは、
PwCのグローバルネットワークから多くの国際色豊か
なパネリストが参加し、非常に充実した各セッション
を通じて、日本および東京の存在感・ビジネスチャン

スを知らしめた有意義なイベントであったことが語ら
れました。宮嶋は 2019年のホスト国であるPwC米国
の移転価格リーダーに引き継ぎを行い、ワシントン DC
でさらに充実したカンファレンスを開催することを約束
しました。

PwC Japanグループからは PwC税理士法人 大阪事
務所 移転価格パートナーの吉田愛、東京事務所 顧問 
岡田至康が登壇。日本・欧州の税務当局経験者たちが
執行者／納税者双方の経験から、変わりつつある税
務・移転価格について、複雑化した環境を乗り切るた
めの解決策を討論しました。

PwC税理士法人 東京事務所 移転価格パートナーの
ライアン・トーマスをはじめPwCメンバーファームの移
転価格プロフェッショナルが、クライアントを交え、現

在の税務環境でビジネスを行う際の問題点とアプロー
チについて意見交換を行いました。

第一部│税務当局出身者による知見

第二部│産業界による知見

ワークショップ

閉会挨拶

ネットワーキングイベント
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はじめに
　上場を目指す企業にとって「上場する」ということは、具体的には以下に述べる2つの審査をクリアすることを
意味します。すなわち、上場申請企業は、上場会社としてふさわしい体制が整っているか否かを主幹事証券会
社による「証券審査」と証券取引所による「取引所審査」で判断されることになります。証券審査で問われるポイ
ントは「企業内容、リスク情報等の開示の適切性」「企業経営の健全性」「企業のコーポレート・ガバナンス及び
内部管理体制の有効性」「事業計画の合理性」など多岐にわたります。証券審査を通過すると、主幹事から上場
申請に必要な「推薦書」を取得でき、上場申請企業は取引所審査に進むことになります。なお、取引所審査にお
ける視点は、基本的に証券審査と同様です。主幹事証券の証券審査が承認され、取引所審査が承認されない
ケースは、ほとんどありません。その意味では、主幹事証券の証券審査を通過することが最も重要となります。
そして、取引所審査をクリアし、上場承認を得た後、約1カ月のファイナンス期間を経て、晴れて上場となります。
　上場を目指す企業が効率的かつ効果的に上場準備を行うには、審査のための申請書類の内容と「証券審
査」および「取引所審査」の流れ・内容をあらかじめ押さえておくことが重要となります。
　今回は、多くの会社が目指す東証マザーズ市場（以下、「マザーズ」。）を中心に解説していきます。

　3月決算の企業で申請期の第 3Qに上場（マザーズ）する場合に想定される「証券審査」と「取引所審査」のスケ
ジュール例は以下のようになります。

　証券審査は、おおむね直前期の下期以降に開始されますが、具体的には主幹事証券の公開引受部が審査に対応
できると判断した時点となります。証券審査の期間については、申請会社の状況にもよりますが、5～6カ月程度が
目安となります。なお、一部の証券会社では公開引受部門が準備指導を行い、直前々期までの数値をベースに一旦
審査を行う「中間審査」を実施するケースがあります。その場合、後の証券審査の期間は短縮されることになります。
　上場申請は、通常、直前期の定時株主総会で計算書類の承認後、確定した直前期の数値をベースにした証券審
査が終了した時点で可能となります。ただし、証券審査は、直前期の決算が確定した時点での業績審査を行い、そ
の後も上場申請期の利益計画の達成可能性が確認されるまで継続することになります。そのため、実務上は、利益
計画の達成可能性が確認され、主幹事証券が証券審査を終了すると判断した時点で、証券取引所に対して上場申
請を行うことになります。上場申請は、証券取引所の指定する各種資料を提出することで行われます。マザーズの
場合、審査期間は約 2カ月が前提となります。なお、上場申請書類は、証券審査の前までに準備することが必要とな
ります。

1│「証券審査」と「取引所審査」のスケジュール

PwC IPO
第2回 上場審査および審査基準

PwCあらた有限責任監査法人 IPOソリューション部 　
マネージャー　竹前	邦治

Xの前年3月期 X年3月期
直前期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
申請期

申請書類データ収集など 証券審査

申請書類作成 申請書類更新

取引所
審査

5カ月～6カ月
2カ月

株
主
総
会

上
場
申
請

上
場
承
認

上
場

X年6月 X年7月 X年9月 X年10月
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　審査資料の中心は、事業概要、経理の状況が中心となる「Ⅰの部」と申請取引所の違いにより、東証（第一部、第
二部）は「Ⅱの部」、マザーズは「各種説明資料」、ジャスダックは「ジャスダック上場申請レポート」という、会社概要
やビジネスモデル説明、業務フロー、中期計画が記載された資料になります。マザーズの「各種説明資料」もボ
リュームが多く、多岐にわたります。イメージを深めるために、ここでは内容を一部抜粋記載します。
・仕入の状況、生産の状況、販売の状況（直近3年間の実績、業務フローチャート）
・最近3年間における企業集団の従業員の異動の状況
・最近2年間及び申請事業年度の関連当事者取引等の状況
・最近5年間に終了する各連結会計年度の事業セグメント別の売上高等及びその変動要因
・今後2年間の連結損益計画表における事業セグメント別売上高等
・今後2年間における人員計画

マザーズにおけるその他の主な審査資料は以下のものがあります。
・製・商品及びサービスについてのカタログ、パンフレット
・定款、社内諸規程集
・反社会的勢力との関係が無いことを示す確認書（添付書類を含む）
・最近1年間の取締役会議事録
・最近1年間及び申請事業年度の監査役会議事録
・最近1年間及び申請事業年度の一連の内部監査資料
・最近1年間の法人税申告書及び添付の勘定科目内訳明細書
・申請事業年度の月次業績管理資料
・コーポレート・ガバナンスに関する報告書ドラフト

　上記からは、過去から将来まで幅広い期間について資料を準備することが必要だとわかります。特に、資料準
備期間の前半部分は管理体制が不十分なことに起因し、不備が多くなる傾向があるため、十分な配慮が求められ
ます。

　証券審査そのものは上述のとおり、5～6カ月程度で行われることが多いです。その際、審査の基準となるのは、
証券取引所の有価証券上場規程です。有価証券上場規程は大きく「形式基準」と「実質基準」に分けられます。形式
基準については、その要件が満たされていないと、そもそも上場申請が行えない基準になります。仮に、基準を満
たしていなければ、主幹事証券と協議しながら対応していくことが必要となります。一方、実質基準は「上場申請企
業の実態が基準を満たしているかどうか」が審査されます。証券審査の流れは、上場申請会社が申請書類を証券会
社に提出し、証券会社がそれを読み込んだ上で、全体で 300～400件の質問を提示し、会社が文書で回答した上で、
ヒアリングが行われる流れとなります。通常、質問は 3～4回提示されます。上場申請会社は質問への回答書を 1週
間程度で作成・提出しなければならず、社内での作業分担や回答内容のチェック体制の事前整備が重要となります。
各質問書の内容の一般的な内容は以下となります。

2│申請書類について

3│証券審査の概要

PwC	IPO│上場審査および審査基準

第1回質問書
受領した証券審査資料に基づき、公開適格性、企業経営の健全性・独立性、事業継続体制、内部管理体制の
有効性、会計制度への準拠性、業績見通し等の現状に関する網羅的質問になります。審査の結果、識別され
た上場上の問題点を会社、監査法人、証券会社がそれぞれ認識し、改善のための方針を決定します。

第2回質問書
第1回質問書の回答のヒアリング結果を受けた追加質問事項を中心に、Iの部に記載する「事業等のリスク」等
に関連した質問等も含め、原則第 2回質問書で直前期決算及び利益計画に関する事項を除いた質問は終了
させておきます。

第3回質問書 直前決算及び利益計画に関する事項のほか、Iの部の開示状況の質問になります。
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PwC IPO 
上場審査および審査基準

　審査上は、実質基準に照らして、さまざまな角度から上場申請会社が「上場会社としてふさわしい体制が整ってい
るか否か」が審査されます。そこで、マザーズ実質基準の項目ごとに、具体的にどのような点が確認されるのかをこ
こから見ていきたいと思います（「東京証券取引所　新規上場ガイドブック　マザーズ編　上場審査の内容」を要
約）。

（1）企業内容、リスク情報等の開示の適切性
・常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な開示情報の開示ができる体制があるか

・内部者取引等を未然に防止するための体制が適切に整備されているか

・会社情報の公表予定時刻前のウェブサイトへの掲載に係るセキュリティが確保されているか

・業績動向等を的確に把握するための予算および実績を管理する方法が整備されているか

・開示資料において、企業内容やリスク情報といった投資判断上有用な情報が正確かつわかりやすく記載されているか

・「親会社等」を有している場合、親会社等との取引関係等についてわかりやすく記載されているか

・関連当事者その他特定の者との取引行為または株式の所有割合の調整が開示の実態を歪めていないか

（2）企業経営の健全性
・関連当事者その他特定の者との間に取引が発生している場合、当該取引の事業上の合理性（事業上の必要性）や条件

の妥当性が認められるか

・経営者が関与する取引については、組織的に検討が行われ牽制機能が発揮されるような体制が整備されているか

・申請会社の役員の構成に偏り（同族色が強いなど）があることにより、申請会社の意思決定が歪められる可能性はないか

　取引所審査そのものは上述の通り、マザーズでは約 2カ月間にわたり行われます。審査の基準は、証券審査と同
様に証券取引所の有価証券上場規程になります。取引所審査では、まず、主幹事証券の証券審査の結果について
確認が行われます。具体的には、証券会社から、高い成長性に関する事項、公開指導の状況、引受審査の主な内容
及び結果、反社会的勢力との関係等について報告が行われます。次に、証券審査と同様に証券取引所から上場申
請企業について文書での質問とヒアリングが 3回程度行われ、上場申請会社はそれに対応することになります。ま
た、その他の審査手続きとして、事業所・工場の実地調査や代表取締役社長、常勤監査役の個別面談、監査法人へ
のヒアリングなども実施されます。最後に、社長による説明会が開催され、その後、証券取引所内で協議、決裁が
行われることにより取引所審査が終了することになります。

　市場ごとの形式基準は、下表のようになっています。主幹事証券からアドバイスを受けながら、形式基準を満た
すように事業計画の策定や資本政策を立案していくことなります。

6│実質基準についての審査上のポイント

4│取引所審査の概要

5│形式基準について

東証市場 JASDAQ

1部市場 2部市場 マザーズ スタンダード グロース

株主数 2,200人以上 800人以上 200人以上 200人以上

流通株式数 2万単位以上 4,000単位以上 2,000単位以上 －

流通株式時価総額 10億円以上 10億円以上 5億円以上 5億円以上

流通比率 35％以上 30％以上 25％以上 －

公募等の実施 － － 公募500単位以上 公募1,000単位以上又は 
上場株数の10％以上の公募・売出

時価総額 250億円以上 20億円以上 10億円以上 －

事業継続年数 3年以上 1年以上 －

純資産の額 10億円以上 － 2億円以上 正

利益の額 最近2年間の合計が5億円以上 － 直前期1億円 －
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竹前	邦治	（たけまえ	くにはる）
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
2005年に大手監査法人に入所後、法定監査業務、IPO支援業務、ファンド監査業務に10
年間従事。その後、事業会社を経て、2018年4月よりPwCあらた有限責任監査法人に入
所。監査法人と事業会社で培った経験を生かし、IPOアドバイザリー業務に従事している。
メールアドレス：kuniharu.takemae@pwc.com

　今回は、上場準備における審査対応および審査基準について見てきました。上場準備とは、いわば「いかにして
証券審査、取引所審査をクリアしていくか」を考え、準備することであり、その全体像を把握しておくことは、効率的
かつ効果的な上場準備にとって非常に有益となります。
　近年、新規公開会社の経営者による不適切な取引や上場直後の下方修正が発生していることを受けて、証券取引
所の審査が厳しくなってきています。また、経営者による不適切な取引がないかどうかという観点から、経営者の関
与する取引全般の審査が強化されています。また、上場直後の業績予想の大幅な修正に対応するために、上場時
に公表される業績予想について、前提条件やその根拠の適切な開示が強く要請されます。
　上場準備の中で「上場すること」自体が目的化してしまうと、無理な業績予想や不適切な取引を行う誘因が生じる
ため、上場準備にあたっては「なぜ上場するのか」という問いを常に確認し、全社で共有しながら準備を進めていく
ことが極めて重要だと考えます。

7│おわりに

PwC	IPO│上場審査および審査基準

・役員が他の会社の役員等を兼務していることにより、機動的かつ適正な意思決定に支障が生じてないか

・親会社等の役職員が申請会社へ出資したり、当該役職員に対して新株予約権が付与されていないか

・取締役会の構成について、親会社等の役職員との兼職または親会社から出向している取締役の合計が半数以上を占

めていないか

（3）	企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
・取締役会、監査役会、会計監査人の設置状況、各役員の職務及び相互の牽制関係等が組織的な意思決定を阻害する

状況にないか

・経営管理の具体的方策、管理状況や社内諸規則の内容が、申請会社の規模や事業内容、成長ステージに照らして、相

応なものとなっているか

・不正や誤謬を防止することができるような内部牽制が機能する組織および規程となっているか

・内部監査が公正かつ独立の立場から実施可能な体制ができているか

・経営者その他個人による観測や思惑のみに依拠することなく、組織的に事業計画を策定できる体制を整えているか

・経営組織の維持・管理に必要な人員を確保できる状況にあるか

・適切な経理処理を実施することができるか

・コンプラインスのための体制が整っているか

・第三者に依拠することなく、独立して事業を運営するために必要な人員の確保が図られているか

・売上計上基準等をはじめとする会計処理基準が申請会社の実態に即したものとなっているか

・上場後に適用となる財務報告に係る内部統制報告制度について対応準備が進められているか

（4）	事業計画の合理性
・自社のビジネスモデルの特徴（強み・弱み）、事業展開に際して考慮すべき様々な要素を事業計画に齟齬なく反映させ

ているか

・利益計画、販売計画、仕入・生産計画、設備投資計画、人員計画、資金計画などの各計画が整合的であるかどうか

・事業の遂行に当たって当面必要な各種経営資源が整備されているか

（5）その他公益又は投資者保護の観点から取引所が必要と認める事項
・買収防衛策を導入している場合、投資者保護の観点から、株主の権利内容およびその行使が不当に制限されていない

か

・経営活動や業績等に重大な影響を与える可能性のある係争または紛争が生じていないか

・主要な事業活動において、許認可等を必要とする場合、当該許認可等を継続して更新できる状況にあるか

・反社会的勢力が企業の経営活動に関与していないか

35PwC’s View — Vol. 18. January 2019



外部寄稿

国立大学法人滋賀大学 連載企画「データアナリティクスの最前線」

第6回 ビッグデータとブラック・スワン
 －まだ見ぬ異常を推測する
滋賀大学 データサイエンス学部  
副学部長　笛田	薫

はじめに
　経済学者 Hal Varianが ”The sexy job in the next ten 
years will be statisticians.”※ 1と述べた 10年前は、100年
に一度といわれる金融危機が発生した年でもありました。こ
の危機の原因は、それまでに発生したことがない損失に関
して、その 発 生 確 率を過 小 評 価してしまったことにあり、
Black Swan（以下、「ブラック・スワン」。）の飛来と例えられま
した。つまり「それまでに観測された Swan（以下、「スワン」。）
に関するデータにおいて、色は全て白だったこと」を根拠に

「スワンは全て白である」との結論を下すと、それに反する
データが観測されたときに不都合が生じるということです。
　あれから10年、ビッグデータの収集とその解析技術の進
歩により、私たちはデータからより多くの知見を得ることが
できるようになりました。その一方、現職に就いてさまざま
なデータを扱う中で、異常例が極めて少ないデータ、ときに
は異常例が全く含まれないデータを取り扱うことも少なくあ
りません。ビジネスの現場としては異常例が少ないことは望
ましい場合が多いのですが、データに基づいて何らかの知
見を得たい場合、異常例が少なすぎることは解析を難しくさ
せます。そのための排他識別の手法もありますが、それより
もむしろ古典的な確率論を使った方が、異常の発生確率を
より的確に見積もることができる場合もあります。
　本稿では、金融危機を題材にして、過去の異常例データ
が少ない場合に将来の異常をどのように推測し、ビジネス
の現場に反映させていくのかという考え方を紹介します。
　本稿における意見は筆者個人の、特に応用経済時系列
研究会におけるディスカッションレビュー※2のものであり、筆
者の属する大学および応用経済時系列研究会をはじめとす
る諸学会とは関係ないことを念のため申し添えます。

1 ビッグデータとデータサイエンス

データサイエンスにはさまざまな分析手法があり、利用可
能なデータと、何より目的によって使い分けています。手法
の分類に関し、研究者の間で明確に定まった分類はまだな
いと思いますが、大きく統計学的手法と機械学習手法に分
けられます。

統計学的手法は理論をベースとして数学を用いて分析手
法を導出し、さらに何らかの仮定（例えば「観測値は独立同
一に正規分布に従う」、など）の下で分析手法の性能（例え
ば、量的変量ならば推定誤差の確率分布、質的変量ならば
誤判別率、など）も数学的に求めます。一般には、仮定が厳
密に成立することは少ないですが、現実が仮定からどの程
度外れても、性能がどの程度確保されるのか、というロバス
ト性も評価されます。

一方、機械学習手法はアルゴリズムをベースとし、データ
をそのアルゴリズムを用いて分析した場合にどの程度の性
能が出るのか、ということも、観測されたデータを用いて評
価します。学習に用いたデータと同じデータを用いて評価
すると過学習となり、性能を過大評価してしまうため、観測
データをトレーニングデータとテストデータに分け、トレー
ニングデータを用いて学習した結果を、テストデータを用い
て評価します。ちなみに、統計学の世界で非常に有名な赤
池情報量規準（AIC）※3は、機械学習の世界の言葉で表すと、

「観測データをトレーニングデータとテストデータに分けず
に、観測データ全てを用いて学習し、同じデータを用いて評
価した場合に過大評価する度合い」を数学的に求めて評価
結果から差し引いた指標、と表現できます。

統計学的手法と機械学習手法にはそれぞれ得手不得手

※1 Hal Varian, The McKinsey Quarterly, January 2009
※2 応用経済時系列研究会（SAETA）／東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）　ジョイン
トディスカッションレビュー「『ブラック・スワン』とどう向き合うか？～金融危機後
のリスク管理」  http://www.saeta.jp/preview1.htm

※3 Akaike, H., "Information theory and an extension of the maximum likelihood 
principle", Proceedings of the 2nd International Symposium on Information Theory, 
Petrov, B. N., and Caski, F. （eds.）, Akadimiai Kiado, Budapest: 267-281（1973）.
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があり、どちらかが優れているというものではありません。
現職に就き、しばしば「最新の機械学習手法を学びたい」

という要望を聞くことがあります。最新の機械学習手法は確
かに従来の手法では解析できないデータを扱えるのです
が、その一方で、従来の手法で解析できたデータを扱えな
いこともあり、必ずしも上位互換ではありません。大まかに
説明すると、統計学的手法は解析者が考えたモデルを用い
るため、サンプルサイズがどんなに大きくなっても、あまり
複雑なモデルは扱えません。これは欠点であるようでいて

● サンプルサイズが小さくても（機械学習手法と比べて）分析
結果が安定的である

● あまり複雑ではないので結果の解釈が容易

というメリットもあります。また、前述のように数式を用いて
性能評価を行うことができます。

逆に、機械学習手法は、サンプルサイズが大きくなるに
従って複雑な結果を得ることができますので、単純なモデル
では扱えない現象も機械学習手法を用いると扱えることが
あります。従って、ビッグデータ解析にはふさわしい手法で
すが、あくまで観測されたデータを処理するアルゴリズムで
すので、観測されなかったデータに関し、観測される確率は
ゼロなのか、あるいはゼロではないが今回はたまたま観測
されなかっただけなのか、を考察するには向きません。

2 ブラック・スワンとデータサイエンス

かつて、観測されたスワンに関するデータにおいて、色は
全て白だった頃、英語には無駄な努力を表す言葉として「黒
い白鳥（ブラック・スワン）を探すようなものだ」ということわ
ざがありました。また、日本語では白鳥が属する生物学の属
は「ハクチョウ属」とされました。しかし、1697年にオースト
ラリアで実際にブラック・スワンが発見され、そしてそれが
生物学的には白鳥と同じ属に属する生物だったことで、こと
わざは意味を成さなくなり、黒鳥は名前に含まれる色に反し
てハクチョウ属に属することになりました。

この程度なら大きな問題はないのですが、「過去のデータ
では一度もデフォルトしたことがない金融商品は今後もデ
フォルトしない」と考えたことが、2008 年 9 月のリーマン
ショックの原因となりました。リーマンショックの約 1年半前
に出版されたナシーム・ニコラス・タレブ著『ブラック・スワ
ン』※ 4において「ブラック・スワン」は、発生する前には「可能
性はゼロではないが、そんなに可能性の低いことをいちい
ち全部気にしていては何もできない」として無視されており、
だからこそ対策がなされず影響が大きいのですが、いざ発

生してみると「予測できたはずなのになぜ対策しなかったの
か」と、予測しなかった人が非難されるような出来事である、
と定義されています。金融危機の引き金となったサブプライ
ム問題も、今となっては「プライムでローンを組めないほど
信用度が低い人が、さらに信用度の低さに応じた高い金利
でローンを組めば、返済できないのは当たり前」なのが、住
宅価格が上がっている間は「現実に」問題にはなりませんで
した。

ブラック・スワンが大きな問題を引き起こす理由は、その
発生可能性を「理論的には」否定できないにもかかわらず、

「実際に発生していない」時点では対策することに対する理
解が得られにくいことにあります。タレブはブラック・スワン
の例として911テロを挙げています。ハイジャック対策とし
て、旅客機のコクピットのドアは客席側からは開けることは
できない規則・構造にしていれば、911テロは起こらなかっ
たでしょう。しかし、まさに起こらないからこそ、そのような
規則の必要性は理解されず、恐らくその規則は遠からず撤
廃されていたでしょう。

その後の航空機の事例としては、2つのエンジン両方に鳥
が衝突し停止した旅客機が、パイロットの優れた技術により
ハドソン川に無事着水した「ハドソン川の奇跡」が挙げられ
ます。乗客の命を救ったパイロットの技術が称賛されました
が、パイロット、あるいは航空管制官が鳥の多いことを理由
に離陸を先延ばししたならば、凍えるような寒さの中でハド
ソン川に不時着することもなく少しの遅れだけで目的地に到
着することができたはずなのですが、後者が前者のように称
賛されることはなく、逆に客を無駄に待たせたとして非難さ
れたでしょう。

このような、危機に対する対策の軽視は金融市場におい
ても発生していました。背景としては、金融工学により、一
つのリスク資産を元にして、ハイリスク・ハイリターンな証
券からローリスク・ローリターンな証券までさまざまな金融
商品を作ることができるようになったことがありました。商品
のバリエーションが増えたことにより、需要、すなわち己に
許容できるリスクをとることでリターンを得ようとする資金供
給が増え、このように流動化が進んだことで、マーケットが
拡大し、信用創造が進んでいました。リスクをとることでリ
ターンを得ようとする資金供給が増えたことにより、リターン
に対する競争が激しくなり、同じリスクを負うことにより得ら
れるリターンは減少していました。

しかし、ここがまさにブラック・スワンの特性なのですが、
「実現していないリスクの軽視」によりレバレッジを高めるこ
とで、リターンの減少を補っていたために、たった一羽のブ
ラック・スワンの飛来であっても、大きな被害が発生しうる

※4 ブラック・スワン［上］［下］―不確実性とリスクの本質　ナシーム・ニコラス・タレブ 
（著）, 望月 衛（翻訳） ダイヤモンド社
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状況にありました。
金融工学が金融危機の原因とされましたが、具体的にど

のような問題点があったのでしょうか。
その一つに、実は主観にすぎない値を客観的に見せかけ

ることができる点があります。当初の目的は、モデルに対し
て適切なパラメータの値を与えることで、例えば損失の発生
確率、損失額の期待値を求めることだったのですが、主観
的、あるいは「実現していないリスクの軽視」による希望的
な損失の発生確率の値が先にあり、モデルが計算する「損
失の発生確率」をそれに合わせるためにパラメータを調整す
ることで、主観的な値をあたかも理論的・客観的に正当性
が保証された値であるかのように見せることができてしまい
ました。例えば、ボラティリティの評価をするにしても、大き
く変動したときには現在からどれくらい前までさかのぼって
ヒストリカルボラティリティを計算するかによって全く異なっ
た値になります。

3 ビジネスの現場とデータサイエンス

データサイエンスを用いてリスクを数値的に評価しても、
ビジネスの現場においては固有の問題があり、データサイ
エンス研究者が求めた理論的に正しい値が現場における正
しい戦略につながらないことがあります。本節ではそのよう
な例を2つ挙げます。

ブラック・スワンの存在確率、つまり「実現していないリス
ク」が軽視される理由として、現場においては期待値、分散
だけでなく勝率も重要な要素となります。例として、自分の
計算では、100分の 1の確率で 200万円になり、100分の
99の確率で無価値になるオプションを考えます。自分の計
算が正しければ、このオプションの期待値は 2万円なので、
仮に市場で多くの人が「200万円になる確率は 200分の 1し
かない」と考えていて 1万円で売買されていたならば、この
オプションを 1万円で買うことは正しいです。期待値の半額
で購入できますし、損をしても1万円にすぎません。

ところが、金融機関の現場では、この取引はできません。
まず、大数の法則が働くほど、同様の取引ができるとは限り
ません。また、100 分の 99の確率でこのオプションは無価
値になるので、数回の取引では購入したオプションの全て
が無価値になり、損を繰り返す確率は高いです。200 万円
になる確率が、皆が思っている倍であったとしても、それが
実現する前に、繰り返し損をした無能者としてクビになる可
能性は高いです。タレブのように自分のファンドなら、100
回 150回と買い続けることで 200万を得る確率は高いです
が、金融機関の雇われトレーダーではそこまで待ってもらえ
ません。

株式投資においては、ジョン・メイナード・ケインズの「美
人投票」論が有名ですが、金融機関の雇われトレーダーに
関してはトレード全般に言えることとなります。他のトレー
ダーが見落としている、あるいは知っているけれど無視して
いるリスクを正確に把握し、それに基づいて適切なリスクを
とったトレーダーの成績と給料を考えてみましょう。ブラッ
ク・スワンが飛来するまでは、他のトレーダーよりもローリス
ク・ローリターンなポジションをとっているため、儲けは少
ないでしょう。しかし一度ブラック・スワンが来れば、他のト
レーダーが軒並み大損している中、自分一人が儲けられる
でしょう。

では、その成績に見合った給料を得ることができるでしょ
うか。残念ながら、他のトレーダーが軒並み大損していると
きは給料の原資が少ないので、どんなに儲けても給料は少
なく、会社自身が倒産していることもあります。すなわち、リ
スクを正確に把握するよりも、他の多くのトレーダーがリス
クをどのように把握してリスクテイクするかを把握した方が
儲かることになり、その意味で「誰が美人なのか」を推測す
るのではなく、「他の多くの人が美人と思うのは誰か」を推測
する美人投票となるのです。

データサイエンスをビジネスに活用するためには、単に
データを解析するだけでなく、データの背景にあるビジネス
現場、そして解析結果を活用するビジネス現場という両面
からビジネスを理解する必要があります。その際、観測され
ていないデータに関しても、原理的に存在しないのか、存在
し得るが確率的に今回は観測されなかったのか、あるいは
観測されないような何らかのバイアスが働いているのかを
しっかり考えることが重要です。

笛田	薫	（ふえだ	かおる）
滋賀大学 データサイエンス学部 副学部長
1989年3月 九州大学理学部数学科卒業
1991年3月 九州大学大学院理学研究科修士課程修了
1993年4月 九州大学理学部数学科 助手
2001年3月 九州大学大学院数理学研究科博士（数理学）
2001年7月 岡山大学環境理工学部 講師
2008年10月 岡山大学大学院環境学研究科 准教授
2017年4月 滋賀大学データサイエンス学部 教授

外部寄稿

38 PwC’s View — Vol. 18. January 2019



インド特有のリスクと
ガバナンスの在り方

PwCあらた有限責任監査法人
インドビジネスデスクリーダー 
パートナー　尻引	善博

PwCインド
ジャパンデスク  
アソシエイトディレクター　笠井	周

海外

はじめに
　 P w Cの調 査では、インドは 2 0 5 0 年までに購 買 力 平 価
ベースで米国を抜き世界第 2位の経済大国になることが予
想されており、在インド日本国大使館およびジェトロから公
表されている日系企業のインド進出企業数は、2017年 10月
時点で 1,369社（拠点数は 4,838拠点）と年間 100社程度の
増加を継続しています。インドではモディ政権の下で「Make 
in India」や「Digital India」などの政策で製造業や情報通
信業での雇用創出を掲げ、物品サービス税（GST）導入や高
額紙幣の廃止といった具体的な施策も実行しながら、7％を
超える経済成長を達成しています。
　一方で、多言語・多宗教・多民族など多様性のあるインド
は、日系企業にとっては難易度が高い国といわれ、日系企
業が直面するリスクは多種多様になります。本稿では、イン
ド特有のリスクとそのリスクが高まる背景について、インドに
進出している日系企業が抱える課題とその影響に焦点を当
てて解説を行います。その上で、リスクに対応したガバナン
スの在り方について、駐在員としての経験を踏まえた見解を
紹介します。
　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インドおよび 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 インドに進出している
日系企業が抱えるリスク

（1）税務リスク

インドに進出している日系企業の多くが、インド課税当局
の調査を受け、対応を迫られています。この背景には、イン
ドの法人の96％程度を年間売上高5億ルピー（7～8億円程
度）を下回る中規模以下の企業が占める※ 1ため、地場の企
業と比較すると事業規模が大きい在印の日系企業の多く
が、当局の重要な課税上のターゲットとなっている現実があ
ります。また、租税裁判所、高等裁判所および最高裁判所で
審理中の直接税に関する訴訟事案が 13万件以上※ 2となっ
ていることからもわかるように、インドでは税務訴訟に進む
ケースが一般的です。さらに、税務調査官の一時的な判断
が納税者不利なアグレッシブなものとなることが多い点もイ
ンドの特徴です。

（2）不正リスク

PwCがグローバルに行った調査によると、2016年時点の
直近わずか 2年間で資産横領、購買不正、会計不正、サイ
バー犯罪、贈収賄などの経済犯罪を経験したインドの企業
の割合は 31％に上りました※ 3。この状況は、決して日系企
業も例外ではなく、業種に関係なく多くの日系企業が経済犯
罪の危険にさらされています。
表1（P40）は、筆者が在印の日系企業で目にした典型的

な不正の事例です。いずれも古典的な手法といえます。
多くの在印の日系企業においても、取引先の選定や個々

の取引の実行に関する検討プロセス、承認手続きといった
最低限の社内の仕組みが備わっているケースが大半です。
そのため、不正行為が行われる背景には、社内の複数の担
当者の共謀があると考えられます。経営幹部による指示や

※1 https://www.indiabudget.gov.in/ub2018-19/bs/bs.pdf
※2 http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/131-144_Chapter_09_ENGLISH_

Vol%2001_2017-18.pdf
※3 https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2016/pwc-global-economic-crime-

survey-2016-india-edition.pdf
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関与も、例外ではありません。
不正行為が一度行われると、不正そのものによる経済的

損失に加え、罰金、外部コンサルタントへの報酬支払い、事
案の調査、再発防止策の策定のための社内リソースの使用
など多くのコストが発生します。特に、社内リソースの中で
もCEO、Managing Director自身が多くの時間を対応に要
することとなります。

（3）	贈賄に関するリスク

前出の PwCがグローバルに行った調査によると、2016年
時点の直近 2年間で贈賄の要求を経験したインドの企業の
割合は 27％に上りました※ 4。また、本調査では、21％のイ
ンドの企業が贈賄を行わなかったことにより、事業機会を逸
した経験があると回答しています。

一方で、インドにおける公務員等への贈賄は容認される
もので は なく、新 た に 2 0 1 8 年 改 正 腐 敗 防 止 法（ t h e 
Prevention of Corruption （Amendment） Act, 2018）が
成立し、贈賄側への罰則が強化されています。表2は、同法
の特色です。

表2：2018年改正腐敗防止法の特色

取引業者等の第三者が自社のために行った贈賄行為も自社に対する処罰の
対象となる。

贈賄側企業の取締役等が同意している場合における取締役等本人の 3年以
上7年以下の収監が規定されている。

インド国外の企業も規制の対象となる。

贈賄や汚職を防止する明文化されたポリシーやフレームワークを保持し運用
することで、贈賄が実際に発生した場合に企業として抗弁することができる。

公務員等から贈賄を強要された場合には、贈賄行為から7日以内に関連当局
に報告することで自社の無罪を抗弁することができる。

（4）	サイバー犯罪に関するリスク

前出の PwCがグローバルに行った調査によると、2016年
時点の直近 2年間でマルウェア、フィッシング、ウェブサイト
への侵入、スパム行為、ネットワークスキャニングなどを通
じたサイバー犯罪を経験したインドの企業の割合は 16％と
なりました※ 5。今後も急速にリスクの程度は増加していくも
のと思われます。また、PwCが 2015年にグローバルで行っ
た別の調査によると、企業外部からの脅威で発生した事案

件数より、組織内部者により引き起こされた件数の方が多
く、後者は前者の 1.5倍に上りました※ 6。社内の ITシステム
や組織の隙を突いたサイバー犯罪の被害は、インド進出日
系企業の現実の脅威と言えます。

2 リスク低減を阻害する要因　

（1）	複雑な法令

インドには明文化されていないものも含め、数千におよぶ
法令が存在するといわれています。また、29の州と7つの
連邦直轄領を有する連邦制であるため、州や直轄領ごとに
異なる法令が存在します。さらに、猶予期間を十分設けな
い形での新しい法令の導入も頻繁に行われます。2017 年
に導入された GST、さらにその導入後の頻繁な関連法令の
改正は記憶に新しいところです。そのため、コンプライアン
ス管理は決して容易な課題ではありません。

（2）	コンサルタントの業務品質のばらつき

インドに進出した多くの日系企業が、報酬額が廉価な地
場の外部コンサルタントと契約し、税務、会計監査およびそ
の他コンプライアンス関連のサポートを受けています。この
ような場合に、事業の拡大と複雑化に当該コンサルタントが
十分な業務品質で対応することができず、結果として予期
せぬ重大な税務上のリスク、会計処理上の誤りおよびコンプ
ライアンス違反を内包してしまう事例が散見されます。税務
調査や各種利害関係者からの問い合わせや通報でリスクが
顕在化し、事後的な対応に追われてしまうことは珍しくあり
ません。

また、より悪質な例としては、契約金額を廉価に抑えて業
務を獲得した上で、税務調査などで問題が発生した際の臨
時的な業務報酬を当初から目論んでいるコンサルタントも
存在するようです。さらに、コンサルタントを経由する贈賄
をクライアントに打診するケースも見受けられます。

（3）	業務管理ソフトウェア

導入コストやインドの複雑な税制などへの対応力の優位
性、さらにはインドの経理担当者の多くが操作に熟達してい
るなどの理由から、インドに進出した当初の多くの日系企業
が地場の有力な業務管理ソフトウェアを導入しています。

ただし、表3にあるような課題を内包しているケースがあ

表1：典型的な不正の事例

会社担当者の縁故者が経営する実態のない会社を迂回する形で発注を行
い、当該会社に不当な利益を供与していた。

購入先と共謀して水増しした価格で発注を行い、会社担当者が購入先から
キックバックを受けていた。

発注先から購買担当者が個人的な役務提供の便宜を受けていた。

スクラップの買取業者と共謀して売却代金の一部を会社担当者が着服してい
た。

本社のモニタリングが弱いことを利用して、私的な費用を会社経費として不
正処理していた。

※4 https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2016/pwc-global-economic-crime-
survey-2016-india-edition.pdf

※5 https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2016/pwc-global-economic-crime-
survey-2016-india-edition.pdf

※6 https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2015/turnaround-and-transformation-
in-cyber-security-india-update.pdf

海外
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海外

ります。

表3：インドの地場の業務管理ソフトウェアの課題の例

ユーザーごとの権限の制限ができないため、単独のユーザーが全ての種類
の伝票の起票や変更ができてしまう。

伝票の削除が可能であり、削除後は当初の連番が解除され自動的に新規に
採番されてしまう。

証跡なしにマスター情報の編集や削除ができてしまう。

パスワードの強制的な変更の要求がなく、変更した場合の過去の変更の履
歴も残らない。

このような隙を突く形で不正やサイバー犯罪が行われ、そ
の事後的な発見の障害にもなると考えられます。

（4）	組織上の課題

ジョブローテーションを十分実施できるだけの人的資源
を組織内に確保できていないというのが、多くの在印の日
系企業の実情といえます。そのため、業務運営にあたっては
特定の人員に依存せざるを得ず、結果として組織内の共謀
や外部取引業者との癒着という事態を招いています。

また、日本人の経営層が数年ごとに交代することが多いこ
とも、時間をかけた十分なリスク管理体制の構築を難しくし
ています。

（5）	日本の本社の期待

黒字化が達成できていない、または収益性が不十分な在
印の日系企業が多数ある中で、日本の本社側はコスト低減
を通じた採算性の向上を在印子会社に求めている現状があ
ると考えられます。そのようなケースの多くでは、業務品質
の高い外部コンサルタントの起用、グローバルな ERPへの
移行、さらには十分な人的資源の確保に予算が確保されず、
リスクが内包されたままになっていると考えられます。

3  課題の克服方法　

（1）内部監査制度

日本の親会社がグループレベルで実施する内部監査の一
環として、在印の現地企業の内部監査が行われることも多
いと考えられます。その際には、インドの商習慣に長け、言
語のハードルがない現地の外部コンサルタントに業務の一
部を委託することも有益だと考えられます。また、在印の法
人が独自に内部監査を行う場合にも、リスクの程度に合わ
せた内部監査業務の外部コンサルタントへのアウトソース
は有用なアプローチとなります。

なお、インドでは非上場の会社であっても2013年会社法
（Companies Act 2013）の要請により、年間売上高が 20億

円以上などの一定の要件を満たす場合には、内部監査人の

選任が求められてます。ただし、この内部監査人の定義に
幅があるため、会社によって内部監査の仕組みとしての有
効性にはばらつきがあると言えます。

（2）	内部統制報告制度

インドでは 非 上 場 の 会 社であっても 2 0 1 3 年 会 社 法
（Companies Act 2013）の要請により、財務報告に関連す
る内部統制の整備と運用が取締役の責任となっています。
また、年間売上高が 5億ルピー以上などの一定の要件を満
たす場合には外部監査人による内部統制の監査も求められ
ています。金額基準の閾値がそれほど高くないため、多くの
在印の日系企業が内部統制監査の対象となっています。

また、日 本 の い わ ゆる J - S O Xと同 様 に C O S O（ T h e 
Commi t tee  o f  Sponsor ing  Org an i za t ions  o f  the 
Treadway Commission）の枠組みを利用しています。その
ため、在印の現地子会社が日本の親会社がグループレベル
で実施するJ-SOXの評価対象範囲に含まれていない場合で
も、この制度の枠組みを利用しつつ、外部監査人の知見を
取り入れて、ITシステムや各種業務のプロセスに関する内
部統制上の重要な問題点を検出することが可能です。

ただし、インド現地の外部コンサルタントの業務品質にば
らつきがある点には注意を払う必要があります。より実効性
を高め、制度を自社のリスク管理に本当の意味で役立たせ
るためには、外部コンサルタントの選定も重要な要素となっ
てきます。

（3）	テクノロジーの活用

業務品質の高い外部コンサルタントを適切に起用し、内
部監査や内部統制報告制度をうまく活用したとしても、業務
の増加や複雑化に伴うリスクの増大に十分対応できるとは
限りません。そこで考えられるのが、テクノロジーの活用で
す。内部監査や内部統制評価、さらにはコンプライアンス管
理のプロセスにおけるテクノロジーの利用を通じ、大量の
データを検証対象とすることができ、より効率的に優先順位
を伴った形でリスク領域が識別されることが期待されます。

例えば、PwCでは、企業の継続的なリスクモニタリングを
実現する「B.R.A.I.N.」というツールの導入を支援していま
す。企業が保有するあらゆる電子データを本ツールに取り
込み、分析することで、架空の費用支払や不適切な業者と
の取引などのリスク項目を自動的にかつ継続的にモニタリン
グすることができます。取り込める電子データは会計、業務
システム内のものにとどまらず、電子メールや従業員の出退
勤情報などあらゆる電子化された情報を含みます。これによ
り、サンプリングを用いた試査による従来の内部監査や内
部統制評価と比べて評価の範囲を格段に広げることができ
ます。また、リスク項目の抽出までが自動的に行われるた
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め、内部監査や内部統制評価の担当者は問題の根本原因
の特定や改善策の立案／実行といった付加価値の高い業
務に集中することができるようになります。

ただし、ここで障害となるのは、分析に使用するための電
子データが存在しない、すなわち業務プロセスや内部統制
そのものがまだ十分にデータ化されていないという多くの在
印の日系企業が抱える課題です。そのため、事業の拡大お
よび複雑化に適用した適切な業務管理システムの導入およ
びそのシステムの最大限の活用がここでは鍵になるといえ
ます。

 

4  おわりに

これまで見てきたように、インドでは日本で直面しないよ
うな特有のリスクが見受けられ、インドの事業環境がそれら
をより複雑にしていると考えられます。日系企業それぞれの
状況によって取るべき対応策や優先順位は異なると思われ
ますが、それぞれのリスクが経営に与える影響と発生可能
性を十分に分析・評価した上で、適切な対応策を検討する
ことが重要と考えられます。

また、日系企業はインド子会社に対する本社のガバナン
スが脆弱であるケースが多く、現地における取り組みのみな
らず、重要なリスクを未然に防止するために、本社における
テクノロジーを活用したモニタリング強化など経営管理態勢
の見直しを検討することが望ましいと考えられます。

海外
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業績連動型役員給与の新たな潮流

PwC税理士法人
グローバルモビリティサービス 
パートナー　川上	一郎

PwC税理士法人
金融部  
パートナー　鬼頭		朱実

PwC税理士法人
金融部  
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税務／法務

はじめに
　コーポレートガバナンス・コード（CGコード）の公表と前後
して、役員報酬を取り巻く環境は大きく変化しています。従
来の役員報酬は固定的な金銭報酬が中心でしたが、これに
加えて、企業の業績や株価などを指標としてそれに連動して
算定される報酬や、役員に対して株式そのものを報酬として
交付するプランを導入する企業が増加しています。これに呼
応して、2016年度、2017年度の税制改正において、役員給
与に関する法人税法の規定も見直され、損金算入の範囲が
拡大されたとともに、そのための要件がより複雑になってい
ます。
　さらに、グローバル企業の中には、日本のみならず、海外
の子会社にも同一の報酬制度を採用するケースも多く見受
けられます。このような場合には、親会社から海外子会社に
請求する報酬費用の取り扱いや、海外子会社の役員個人に
対する課税関係も事前に調査した上で、制度を導入する必
要があります。

1 役員報酬制度を取り巻く環境と税制の変化
【図表1】

経営陣の報酬は中長期的な会社の業績や潜在的リスクを
反映させるべきである、というCGコードの後押しを受けて、
企業の役員報酬制度は多様化しています。また、CGコード
では、健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・
透明性のある手続きに基づいて制度設計するべきであると
しています。このような環境の変化の中、事後的に変動する
役員報酬であっても、恣意性のない客観的な算定方法に基
づいて支給されるものについては、税務上も損金算入を認
めるべく、税制改正が行われてきました。

具体的には、損金算入が認められる業績連動給与に係る業
績連動指標について、従来は、利益に連動する指標しか認め
られていなかったところ、株式の市場価格の状況を示す指標
と売上高の状況を示す指標が加えられました。また、役員に
対して給付する資産の種類として、金銭以外にも株式（上場
株式に限られます）や新株予約権（上場株式が交付されるも
のに限られます）を交付することも認められるようになりまし
た。これにより、株価に連動して計算される役員報酬（例えば、
ファントムストックなど）が損金算入可能な業績連動給与の枠
内に含まれることとなったほか、株式報酬（パフォーマンス
シェアなど）に係る費用も損金算入の可能性が出てきました。

一方、従来、特例的に損金算入が認められてきたストックオプ
ション制度に係る費用の額については、他の形態の報酬（金銭
や株式による報酬）と同様に取り扱うこととされ、一定の要件を
充足する場合にのみ、損金算入が認められることとなりました。

図表1：役員報酬制度と法人税制の変化

従来の制度 最近の傾向

役員報酬制度 ● 金銭支給の固定報酬を中心とした報酬体系
● 一部、業績に連動する報酬を導入する企業も
● ストックオプション制度、特に、退職金制度に代えて導

入するケースも多い

● 中長期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入
● 金銭報酬と株式報酬を組み合わせた報酬設計
● ストックオプションに加えて、株式（譲渡制限付株式を含む）を活用する制度の増加
● 海外を含むグループ全体で報酬制度を統一

法人税制 ● 定期同額給与のみ損金算入で、利益連動給与の損金
算入は限定的

● 株式による支給は損金算入不可
● ストックオプションは損金算入可

● 業績に連動する給与の損金算入要件の緩和（株価等業績連動指標の拡大など）
● 株式（譲渡制限付株式を含む）を交付する報酬も損金算入可能に
● ストックオプションも他の報酬と同様の損金算入要件を適用

43PwC’s View — Vol. 18. January 2019



このように、企業が業績連動型給与を導入する流れに
沿って法人税制が見直された結果、これまでは当たり前のよ
うに損金算入されないと考えていた役員に対するインセン
ティブに係る費用も、損金算入の可能性が広がっています。
企業の税務担当者としては、自社の役員報酬制度を正確に
理解し、適正な法人税申告のために税務上の取扱いを分
析・検討する必要があります。

2 業績連動給与に関する損金算入要件

法人税法においては、業績連動給与について「利益の状
況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の
内国法人又は当該内国法人との間に 50%超の資本関係が
ある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は
数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与」と定義し
ています（法人税法第34条第5項）。

この業績連動給与のうち、図表2の要件を充足する給与
が、損金算入の対象となります。

報酬委員会等で算定方法を決定した後、遅滞なく、その
算定方法を開示することが求められていますが、損金算入
要件を充足するためには、開示された算定方法を見れば、
報酬額の具体的な計算ができる程度には記載をする必要が
あります。この点、算定方法の内容が明示されていれば、同
様の算定方法を採るものについては包括的に開示すること
が認められており（法人税基本通達 9-2-19）、個人別に開示
することまでは求められていません。実際、役職ごとに同様
の算定方法を採用し、その役職ごとの算定方法を開示して
いる例を多く見かけます。さらに、金銭報酬の場合は上限と

した確定額、株式報酬の場合は上限とした株式数も開示す
る必要があります。

また、業績連動指標については、企業の経営方針や役員
に対する業績評価方法により、さまざまな指標が採用されて
いますが、利益や株価などの財務指標に連動するもののほ
か、例えば、ブランド認知度や従業員満足度などの非財務
指標を取り入れる例も見受けられます。損金算入要件を充
足するためには、図表2のとおり、利益、株価または売上高
を指標とする必要がありますが、非財務指標に基づいて計
算される部分が明確に区分できる場合には、損金算入要件
を充足する財務指標に基づいて計算される部分のみを損金
算入することが可能であると考えられます。

なお、法人税法では、いわゆる賞与のみならず、退職金と
して支給する報酬であっても、業績連動給与の定義に該当す
るものについては、図表2の損金算入要件が適用されます。
つまり、従前、退職金として支給する報酬は、その計算方法
にかかわらず、不相当に高額な場合を除き、損金算入が認
められていました。しかしながら、2017年 10月1日以降に
支給に係る決議が行われる退職金が業績連動給与に該当す
る場合には、賞与と同様に一定の要件を充足しなければ、
損金算入が認められなくなりましたので、注意が必要です。

3 海外子会社の役員に対して親会社と同様の
報酬制度を導入する場合の留意点

新たな役員報酬制度を導入するにあたり、海外子会社の
役員も同じ制度の対象に含めることがあります。また、制度
対象となっている親会社の役員が海外子会社の役員を兼務
し、常時、海外子会社で職務執行するケースもあります。こ

図表2：業績連動給与の損金算入要件

項目 内容

金銭・株式共通

1 対象役員 業務執行役員のすべてに対して支給するもので、かつ、同様の方法により算定されるものあること

2 業績連動指標 一定の業績連動指標（利益の状況を示す指標（営業利益、EBITDA、ROEなどで、有価証券報告書に記載されるものに限ります）、株式の
市場価格の状況を示す指標（株価、平均株価、株価インデックスと対比した数値など）または売上高の状況を示す指標（有価証券報告書
に記載されるものに限ります））を基礎として客観的に算定されるものであること（ただし、売上高の状況を示す指標は、利益の状況を示
す指標または株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられる場合に限ります）

3 算定方法の決定 報酬委員会の決定（委員会等設置会社である場合は報酬委員会での決定が必要ですが、業務執行役員等が委員となっているものは除き
ます）、取締役会等の決議等、適正な手続きを経て決定されたものであること

4 開示 算定方法の決定後、遅滞なく、それが有価証券報告書等により開示されていること

5 損金経理 損金経理をしていること（引当金勘定に繰り入れた額を取り崩す方法を含みます）

金銭報酬の場合

1 上限金額 確定額を上限としていること

2 支給時期 業績連動指標の数値が確定した日の翌日から1カ月を経過する日まで

株式報酬の場合

1 交付する株式 適格株式（上場株式で、同族会社（上場会社の子会社などに限ります）の場合は、100%の資本関係がある親会社の株式であること）
ストックオプションの場合は、その行使により交換される株式が適格株式であること

2 上限株数 確定数を上限としていること

3 支給時期 業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2カ月を経過する日まで

税務／法務
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の場合、役員個人の課税関係がどうなるのか、また、親会
社が海外子会社に報酬費用の一部を請求した場合に、海外
子会社側でどのように取り扱われるのかなど、クロスボー
ダー特有の論点について検討する必要が生じます。

（1）現地での役員個人に対する所得課税

居住地国によっては、個人に対する課税の方法やタイミ
ングが日本と異なる場合があり、特に、株式やストックオプ
ションを交付する報酬制度の場合には、現地での課税関係
を確認する必要があります。

例えば、海外子会社に赴任している期間中に株式報酬に
関する権利が付与され、帰任後に株式の交付を受ける場
合、現地で報酬の一部が課税され、日本においても課税対
象に含まれるということが想定されます。同じ課税ベースに
対する二重課税を排除するための手続きが存在するのか、
存在しない場合にはどのような対応策が考えられるのか、あ
らかじめ検討する必要があります。また、海外子会社側で源
泉徴収義務や当局への報告義務が生じるのか、役員本人は
確定申告が必要なのか、日本への帰任時に特別な税務手
続きが求められるのかなど、実務上確認しておかなければ
ならない事項も多くあります。

また、日本の親会社の役員の立場で支給される報酬なの
か、海外子会社での職務執行に対して支給される報酬なの
かによっても課税関係が異なる可能性があり、報酬制度の
枠組みと併せて整理する必要があります。

なお、税制とは直接関係しませんが、日本の親会社の発行
する株式を海外子会社の役員が直接保有することができる
かなど、規制上の観点での確認をすることもお勧めします。

（2）海外子会社が負担する報酬費用の取扱い

株式報酬の場合、親会社の株式を交付することとなるた
め、一旦、親会社で当該株式報酬に係る費用を計上し、後
日、海外子会社に対して請求することがあります。この海外
子会社が負担する費用について、海外子会社側で法人税の
課税所得の計算上、損金として認められるか否かを確認す
る必要があります。

また、損金として認められる場合、どの時点で損金となる

のか（親会社への支払時か海外子会社役員への支給時か、
など）、損金算入される金額はどのように計算されるか（親会
社からの請求額か、役員に対して所得課税されるベースか、
など）についても確認しなければなりません。さらに、業績評
価の期間が複数年になる場合、その間に2社以上を異動する
ことも想定されますが、それぞれの法人でどのように費用負
担するのが合理的かについても、整理する必要があります。

なお、親会社から海外子会社に役員や従業員を赴任させ
る場合、株式報酬以外にも、人件費の負担関係をどのように
取り扱うかという論点はあろうかと思います。通常の人件費
の負担割合と比較した場合に、株式報酬等のインセンティブ
費用の負担がそれと整合的になっているか、異なる点があ
るとすれば、その理由が合理的に説明可能か、企業グルー
プ内で統一的なポリシーに基づいて処理されているかなど、
新たな報酬制度を導入することを契機として、企業グループ
内での人員の異動と費用負担の在り方について、いま一度
大局的に検証、見直しをされてはいかがでしょうか。

4 おわりに

上述のように、業績連動型の役員報酬制度を導入し、グ
ローバルに展開するにあたっては、日本における法人税法上
の取扱い、個人所得税の取扱いと、海外税制を含めた幅広い
調査・検討が必要となります。PwC税理士法人では、経験豊
富な各分野の専門家と海外ネットワークを通じて、新たな役員
報酬制度の導入を税務面からサポートすることが可能です。

川上	一郎	（かわかみ	いちろう）
PwC税理士法人 グローバルモビリティサービス
パートナー
国内大手電機会社の本社国際人事部門および米国
子会社人事部門において海外勤務者報酬制度・人事
制度の構築および運用実務に携わった後、2002年
に入所。これまで日系・外資系企業の海外派遣社員に係る税務申告業務
および各種税務問題についてのコンサルティング業務に従事。人事の領
域を得意分野とする税務の専門家として、グローバルに展開する企業の
人事施策をサポートしている。
メールアドレス：ichiro.kawakami@pwc.com

鬼頭		朱実	（きとう	あけみ）
PwC税理士法人 金融部 パートナー
事業法人勤務を経て入所。クロスボーダー取引を含
む金融取引、不動産投資、ファンド組成に関する税務
コンサルティングのほか、金融機関や J-REITなどの
ファンドの税務アドバイスや税務申告を担当。2004
年より金融部パートナーを務め、2010年より法人内の税務情報集約部門
ナレッジセンターのセンター長を兼務。
メールアドレス：akemi.kitou@pwc.com

西川	真由美	（にしかわ	まゆみ）
PwC税理士法人 金融部 ディレクター
日系および外資系の銀行、証券会社、リース会社、信
託銀行、投資顧問会社、保険会社などの金融機関向
け税務サービスに従事。税務申告のほか、リースや
信託を含む金融商品や投資、ファイナンスストラク
チャーの開発案件、株式報酬制度や役員給与に関する税務アドバイスな
どを担当。
メールアドレス：mayumi.nishikawa@pwc.com
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公認会計士 トピックス
第14回 公認会計士が企業の違法行為に

  気付いた場合の対応について

1 違法行為への対応に関する国際的な議論

職業会計士がその業務遂行時に、企業がその事業活動に
おいて何らかの違法行為を行っていると気付いた場合には
どのように振る舞うべきか、ということについては会計士の
国際的な同業者組織の一つである国際会計士倫理基準審
議会（Inte rna t i ona l  E th i c s  S t andards  Boa rd  f o r 
Accountants：以下、「IESBA」。）で継続的に議論され、
2016年 7月に倫理規程（Code of Ethics for Professional 
Accountants）が改正され、違法行為に関する規定が新設さ
れました。これは公認会計士が企業の外部監査人として監
査対象クライアントにおける違法行為に気付いた場合のみ
ならず、企業に所属する職業会計士が、自身の所属する企
業において行われている違法行為に気付いた場合も含むと
いうものです。この根底には、職業的専門家はいかなる立
場であっても、社会からの期待に応えるために公共の利益
に資するべきであるという考え方が基礎にあるといえます。

違法行為の範囲は、企業の財務情報の開示に関する法令
違反のみならず、企業が事業活動を行っていく上で重要な
その他の法令への違反も含むとされています。例えば贈収
賄、マネー・ローンダリング、違法な証券取引や違法な金融
取引なども含むとされています。公認会計士監査の主要な
目的がこれらの違法行為の存在を積極的に見つけ出すこと
ではないとはされながらも、これらの法律上の規制について
は十分に知っておくことが期待されているといえます。

2
わが国における違法行為への
対応についての議論

わが国では、これまで金融商品取引法において財務諸表
監査を受けることとされているものが、法令に違反する事実
その他の財務書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれ
がある事実を監査人が発見した場合で、必要があると認め
るときには当該事項に対する意見の申出（金融庁長官への

はじめに
　公認会計士が監査を実施するためには、監査対象となる
企業の事業活動について深く理解することが必要となります
が、その過程においてごく稀に企業が法律に抵触するような
活動を行っていることに気付く場合があります。
　昨今、いわゆる粉飾決算と呼ばれる財務情報の公開に関
するものばかりでなく、品質に対するデータ改ざんや隠蔽、
独占禁止法違反といった企業の法律違反などが不祥事とし
て報道されています。そのような事案が発覚するたびに、企
業のガバナンスに対する厳しい意見がなされ、その議論と
並行して公認会計士監査など企業外部のチェック機能に対
する期待も高まりを見せているところです。
　こうした公認会計士への期待と現実とのギャップについて
は国際的に議論されているところであり、職業会計士は公共
の利益に資するため、たとえそれが監査の目的と合致してい
ないものであっても、監査の過程で気付いた企業の違法行
為について見て見ぬふりをしてはならない、という議論が主
流となっており、わが国においてもそのような考え方の議論
が進められています。
　本稿では、公認会計士が監査業務などを通じて知り得た
違法行為の取り扱いに関する最新の議論について紹介しま
す。なお、本稿における意見部分は筆者の私見であり、PwC
あらた有限責任監査法人の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
コンプライアンス室   
独立性担当パートナー　山田	雅弘

公認会計士トピックス
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書面の提出）が求められています（金商法 193 条の 3 第 2
項）。また、会社法においても、監査の過程において取締役
の職務の執行に関して法令もしくは定款に違反する重要な
事実を発見した際には遅滞なく監査役に報告することが求
められています（会社法397条）。

このような現行の法制もありながら、上記の IESBAの倫理
規程の改正を受け、わが国においても倫理に関する諸規定
の見直しが議論されてきました。そして、2018年 7月には、
日本公認会計士協会（以下、「JICPA」。）より「倫理規則」が
改正され、また、倫理規則の改正に先立って2018年 4月に

「違法行為への対応に関する指針」が制定されています。違
法行為への対応を規定した「倫理規則」は、2019年4月1日
以降に気付いた違法行為から適用されますが、早期適用も
可能とされています。

この「違法行為への対応に関する指針」においては、誠実
性の原則または職業的専門家としての行動の原則を順守す
ることを前提として、以下に留意すべきであると明示してい
ます。
● 違法行為又はその疑いを阻止・是正し又はその影響を軽減

できるようにすること
● まだ発生していないのであれば未然に防ぐこと

これらの基本的な姿勢を踏まえ、事案の状況に応じて以
下のような対応を財務諸表監査に従事している公認会計士
に求めています。

① 当該違法行為の内容・状況を理解すること
② 適切な階層の経営者と協議すること
③ 適切かつ適時の対応策が講じられるように経営者又は

監査役等に要請すること
④ 経営者及び監査役等が法令上の責任を理解している

かを検討すること
⑤ 経営者等の対応の適切性を評価すること
⑥ 追加的な対応の必要性（監査契約の解除を含む）を 

判断、対応を実施すること
⑦ 当該違法行為の内容、経営者との協議の結果、実施 

した対応等を文書化すること

3 守秘義務への懸念に対する考え方

このように、公認会計士が業務上知り得た企業の違法行
為に対して何らかのアクションを講ずることを制度的に求め
ることは、常に守秘義務との関連が議論になります。監査を
受ける企業と監査人との関係を損ねる要因にもなりかねず、
実際に前章で示した「倫理規則」、「違法行為への対応に関

する指針」の公開草案が公表された際にも、一部報道では
守秘義務に関する懸念が報じられています。

しかしながら、この案で求められている対応のステップ
は、職業的専門家としての守秘義務の考え方を変更するも
のではなく、守秘義務を維持しつつ職業的な専門家として
の社会からの期待に応えるために国際的な倫理上の取り扱
いとも整合性をとり、適切な対応をとることをあらためて
JICPAの会員である公認会計士に求めているものと十分に
理解する必要があります。

山田	雅弘	（やまだ	まさひろ）
PwCあらた有限責任監査法人
コンプライアンス室 独立性担当パートナー
主に外資系企業の監査に従事。1992年～1994年まで英国駐在。帰国
後、欧米系企業の監査に従事。2000年より監査の品質管理業務を兼務し、
2005年に同業務のため米国（ニューヨーク）に赴任。2007年帰国後はPwC
あらた監査法人に所属し、品質管理業務を担当していたが、2010年に監
査業務に復帰し、以後、製薬業上場会社、外資系製薬会社を中心に、電子
部品商社などの会計監査・アドバイザリー業務を担当。2016年にコンプラ
イアンス室・独立性担当パートナーに就任、現在に至る。また、同年から、
日本公認会計士協会・倫理委員会委員も務めている。
メールアドレス：masahiro.yamada@pwc.com
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“Inform” へようこそ

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

● IFRSと日本基準の主要な差異を解説した上記資料の英語版PDFファイルを掲載
● 日本語版、英語版ともに、どなたでもダウンロードできます
● 英語版の資料を必要としている方にぜひご紹介ください

『Similarities and Differences
― 国際財務報告基準および日本基準の比較 2018』

InformのHome画面
2枚目のスライドショーから
アクセスできます

（参考）2018年版の抜粋

“Similarities and Differences - A Comparison of IFRS and Japan GAAP 2018” (English version) is now 
available.
This publication focuses on explaining the major differences between IFRS and JP GAAP and 
covers the standards issued up to December 31, 2017. We hope that this publication will be useful 
in identifying the key differences between the two accounting frameworks and help you gain a 
broad understanding of IFRS.
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「監査品質に関する報告書2018」のご案内

当法人は、2015年にわが国の監査法人で初めて「監

査品質に関する報告書」を公表し、本報告書を通じ

てステークホルダーとの対話を重ねてまいりました。

2018年版では、当法人の監査品質を支える組織風土

にフォーカスするとともに、監査品質に関する指標

（ AQI）など、新たなコンテンツを追加し、ステークホ

ルダーの皆様にとってよりわかりやすい報告書を目指

しました。

	1.ガバナンス

2016年8月に発足した公益監督委員会（ PIB）のメ

ンバーによる、当法人の経営課題に関する対談を収録

するとともに、ステークホルダーとの対話についての

記載を充実しております。

2.人材

従来より記載している人材に関する諸施策の説明に

加えて、人員構成や業務負荷などの監査品質に関する

指標（ AQI）の記載し、Speak Upの文化の醸成、職員

の声、働き方改革など新たなコンテンツを追加してい

ます。

3.品質管理

当法人の監査品質を支える品質管理の仕組みについ

て解説しています。また、テクノロジーを活用した監

査の深化と効率化に取り組んでおり、「先進テクノロ

ジーの活用で目指すより高品質な監査の在り方」でテ

クノロジーを活用した監査について解説しています。

4.監査法人のガバナンス・コードへの対応

本報告書では、監査法人のガバナンス・コードへの

対応状況については、高度化のための取り組みの概要

を記載しています。詳細な対応状況については、Web

ページをご覧ください。

https : / /www.pwc.com/jp/ ja/about-us/member/
assurance/governance-code.html

https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/
assurance/transparency-report.html

Webペー ジに当法人の監査品

質を支えるパートナー・職員の声

を紹介した動画を掲載しておりま

す。報告書と併せてご覧ください。
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書　名：投資ストラクチャーの税務 [九訂版 ]
 クロスボーダー投資と匿名組合／任意組合
出版社：税務経理協会
著　者：PwC税理士法人
 鬼頭 朱実・箱田 晶子 
定　価：4,800円（税抜き）
発行日：2018 年 10月20日

最新版

投資ストラクチャーに関する税務上の取扱いを網羅的に解説した最新版。会社型・信託型・匿名組合・任意組合、海外 Vehicle
の基本からクロスボーダー事業投資の具体的な方法について丁寧な解説を行う実務家必読の書です。
2016年以降現在までの税法の改正点などを織り込み、具体的には「BEPS防止措置実施条約」や「恒久的施設の概念の国内税
法改正」をファンド組成の観点から詳解しています。また、昨今のアウトバウンド投資ストラクチャーを念頭に、30年ぶりに改正
されたタックスヘイブン税制（CFC税制）やファンドに係る外税控除の税制改正といった、ストラクチャーに与える影響について説
明を加えています。

投資ストラクチャーの税務 [九訂版] 
クロスボーダー投資と匿名組合／任意組合
・現在までの税法の改正点を織り込んだ最新版
・投資ストラクチャーに関する税務上の取扱いを網羅的に解説
・クロスボーダー事業投資の具体的な方法を詳解した実務家必読書

書籍紹介

会社型投資ストラクチャー第1章

インバウンド投資ストラクチャー第1章

ジョイントベンチャーに
任意組合を用いる場合第1章

信託型投資ストラクチャー第2章

アウトバウンド投資ストラクチャー第2章

不動産投資に信託／匿名組合を
用いる場合第2章

組合型ストラクチャー第3章

海外投資 Vehicle第4章

混合型ストラクチャー第3章

債権投資に信託／投資事業有限責任組合／
匿名組合を用いる場合第3章
再生可能エネルギー発電設備投資に
匿名組合を用いる場合第4章
REITが匿名組合出資により
再生可能エネルギー設備に投資する場合、
海外投資をする場合

第5章

【第1部　投資ストラクチャー】

【第2部　クロスボーダー事業投資】

【第3部　事業目的別スキームのケーススタディ】
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書籍紹介

書籍紹介

会社法計算書類の実務
（2018年1月26日）

第 10 版となる本 書 は、 国 際 財 務 報 告 基 準
（IFRS）任意適用企業の増加を踏まえ、IFRS

等適用会社の連結計算書類に関する解説を充
実化しました。また、会社法計算書類の実務
動向として、この 1 年間に公表された基準等の
内容と実務への影響を、冒頭の特別トピックで
解説。「収益認識に関する会計基準（案）」や「税
効果会計に係る会計基準の一部改正（案）」な
ど開発中の基準等も取り上げています。会社
法計算書類の作成・開示の参考となるよう、一
般社団法人 日本経済団体連合会の各種書類
のひな型や、全国株懇連合会が公表したひな
型（株懇モデル）も最新版を掲載しました。

（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

収益認識の会計実務
―基本・応用・IFRS対応―

（2018年5月20日）
企業会計基準委員会により、2018年3月に企業
会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等

（収益基準）が公表されました。これはわが国の
収益認識に関する初めての包括的な会計基準で、
本書では収益基準を読み解くポイントや取扱いを
定めた背景も含め、具体的な設例・図表を用い
て収益基準で導入される新しい考え方や取扱い
を可能な限り平易に解説しています。また、平成
30年度税制改正で定められた収益基準に対する
税務上の措置について解説するとともに、複数の
会計基準を利用する日本企業の市場環境を踏ま
え、収益基準とIFRS第15号との主要な相違点も
説明しています。

（中央経済社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

成長への企業変革
─ケイパビリティに基づくコスト削減と
経営資源の最適化

（2017年11月22日）
本書では、コスト構造と戦略とを適合させ、それ
を維持するための組織再編を行うことで、価値
を創出し、競合を上回る業績を達成し続ける方
法をご紹介します。これまで多く見られるような
コスト削減のアプローチとは全く異なり、自社の
差別化されたケイパビリティに資金を集中させ
ることで成長を実現し、さらにその改善を維持
するための組織再編を行う手法や、具体的事例、
実践的なアドバイスを豊富に掲載しております。

（ダイヤモンド社／ PwC Strategy&）

IFRS「外貨建取引」
プラクティス・ガイド

（2017年12月22日）
本書は、IAS第21号「外国為替レート変動の
影響」の他、外貨建取引に関連するその他の
IFRSの会計基準（例えば、IFRS第9号「金融商
品」、IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」）
に沿って、外貨建取引に関する基本的な会計
処理や表示・開示について横断的に解説して
います。また、外貨建取引を行うに際して無視
することのできない為替リスク管理について説
明している点も本書の特色です。

（中央経済社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

金融機関のビジネス戦略
　持続可能なビジネスモデルの
　構築に向けた態勢整備

（2018年4月19日）
本邦の金融機関は経済成長の停滞や地方衰
退、少子高齢化、低金利などを背景に、中長期
的な収益性の確保が喫緊の課題となっていま
す。他方、金融機関以外の企業がイノベーショ
ンを活用して顧客ニーズに即した金融サービス
を提供しつつあり、資本力や規模で勝る金融機
関が優位性を有するとは限らなくなり、競争環
境は激化しています。大きなパラダイムシフト
が進む中、本書は攻めのビジネスモデルを目
指す金融機関に対し、収益を持続的に稼ぐ力
を確保するために競争優位性や生産性、成長
性を高め、持続可能なビジネスモデルを構築
する上で有益な方法論・示唆を提供します。

（中央経済社／ PwC総合研究所編）

実例でわかる	中国進出企業の
税務・法務リスク対策
[法制度から現地の商習慣まで]

（2018年6月27日）
中国に進出している日本企業が直面している税
務・法務のリスクの回避・解決策について、リ
スクの場面ごとにQ&A形式で取り上げます。
中国の法制度や商慣習に詳しく、中国進出企
業へのコンサルティング業務に従事してきた経
験を有する著者の生きた実例をベースにする
ことで、より実践的な解決策を詳解。 同著者
による関連書籍「図表でわかる 中国進出企業
の合弁解消プランニング」（第一法規株式会社 
2017年1月発行）と併せてご活用いただけま
す。中国に子会社がある企業の経営企画部・
法務部や中国現地の担当者の必読書です。

（第一法規株式会社／ PwC税理士法人 簗瀬正
人、金誠同達法律事務所 趙雪巍著）

投資ストラクチャーの税務
	[九訂版]
クロスボーダー投資と匿名組合／任意組合

（2018年10月20日）
投資ストラクチャーに関する税務上の取扱いを
解説した最新版。会社型・信託型・匿名組合・
任意組合、海外Vehicleの基本からクロスボー
ダー事業投資の具体的な方法について解説す
る必読書です。2016年以降現在までの税法の
改正点を織り込み、「BEPS防止措置実施条約」や

「恒久的施設の概念の国内税法改正」をファン
ド組成の観点から詳解しています。また、昨今
のアウトバウンド投資ストラクチャーを念頭に、
タックスヘイブン税制（CFC税制）やファンドに係
る外税控除の税制改正の説明を加えています。

（税務経理協会／ PwC税理士法人 鬼頭朱実、
箱田晶子著）

五訂版	完全ガイド	
事業承継・相続対策の法律と税務

（2018年8月7日）
本書は、相続税対策や事業承継を考える際に
必要不可欠な事柄を、実務に即して解説して
います。五訂版では、2018年度税制改正で創
設された「非上場株式等に係る贈与税・相続
税の納税猶予の特例制度」（納税猶予割合の拡
大、雇用要件の抜本的見直し、経営環境の変
化に応じた納税猶予額の減免、適用対象者の
拡大及び相続時精算課税制度の適用範囲拡大
など）を詳説しています。取引相場のない株式
の評価、小規模宅地特例、組織再編税制（スピ　
ンオフ、スクイーズアウト）などの改正の解説も
追加し、全ての章を全面的に見直しています。

（税務研究会出版局／ PwC税理士法人編）
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PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内

PwC 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。

IoTビジネスの成功のために
（2018年8月）

PwCは業界内の IoT成功事例を収集し、成功企
業とそれ以外の違いがどこにあるのかについて
分析、成功企業のビジネスに共通する特徴を抽
出し、IoT投資からリターンを得やすい領域につ
いて考察しています。

グローバル	エンタテイメント＆
メディア	アウトルック2018-2022
日本企業への示唆

（2018年9月）
日本市場におけるコンバージェンス（融合）3.0の
動向とその影響そして日本企業に求められる施
策についてのインサイトを提供しています。

第21回世界CEO意識調査／
銀行・証券業界における主要結果：
着実な努力の積み重ねが変革への近道

（2018年9月）
第 21回世界 CEO意識調査に参加した銀
行・証券業界の CEOの回答結果を分析し
たレポートです。デジタルトランスフォー
メーションやイノベーションを活用し成
長を加速するために何が必要かを考察し
ます。

2018年度コンプライアンス調査
「監視役」からの脱却：
リアルタイムのコンプライアンス管理

（2018年9月）
世界各国のリスク、コンプライアンス担当役員
825名を対象に「第 7回コンプライアンス調査」を
実施しました。本報告書では、コンプライアンス
の有効性を高めるテクノロジーの活用について
考察しています。

2018年Risk	in	Review調査：
リスクを管理し、イノベーションの
時代に成長を可能にする

（2018年10月）
第 7回目となる今回の調査は、76カ国にわたる
組織の1,500人を超える上級リスク管理職を対象
に実施されました。調査結果によれば、組織が
イノベーション関連リスクを効果的に管理すれ
ばするほど、高い成長率を見込む割合が高くな
ることが示されています。

グローバル情報セキュリティ調査2018	Vol.2：
データが動かす世界に向けて
プライバシーと信頼に新たな命を吹き込む

（2018年9月）
日本を含む世界の経営者層を対象にした「グ
ローバル情報セキュリティ調査 2018」の調査結
果を踏まえ、経営者が取るべき対策について取
りまとめたレポートです。日本企業への示唆も
掲載しています。

内部監査部門のためのロボティック・
プロセス・オートメーション（RPA）
活用のポイント

（2018年9月）
「働き方改革」にみられる業務効率化がすすめら

れる中で RPAの利用が検討、実施されています。
本レポートでは、内部監査部門のための RPA活
用のポイントをまとめています。

コンプライアンスコスト
コンプライアンスの費用対効果を
最適化するための実践的戦略

（2018年9月）
法令遵守にとどまらず、企業の信頼やブランド
毀損リスクに対応するため、コンプライアンスの
重要性がこれまで以上に高まっています。PwC
の調査を通じて明らかになった、コンプライアン
スの費用対効果を最適化するための 5つの原則
を、事例を交えながら解説しています。

経済犯罪実態調査	2018
（日本分析版）
（2018年7月）

PwCが実施した「経済犯罪実態調査 2018」の日
本分析版です。経済犯罪・不正の被害は世界的
に増加傾向にあり、特に日本ではデータ改ざん
などの品質不正といった「事業活動に関する不
正」が多く発生していることが明らかになってい
ます。

自動車サイバーセキュリティ：
コネクテッドカーの
セキュリティ対策は万全か？

（2018年8月）
コネクテッドカーや自動運転車の適切な運用に
あたって、サイバー脅威への対応は最重要課題
の一つといわれています。本レポートでは、コネ
クテッドカーをめぐるサイバー脅威とその対応
について米国の専門家が見解を示しています。

（2018年11月1日現在）
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経済犯罪実態調査	2018：
「盲点」に潜む不正を探り出す
（2018年5月）

PwCグローバルが実施している「経済犯罪実態
調査 2018」のグローバルレポートの翻訳版です。
123カ国、7,228の回答結果をもとに、「盲点」に
潜む不正に焦点を当てながら、いかに不正を防
止・検知するかについて考察しています。

第21回世界CEO意識調査／
楽観的見方を維持しつつ変化に
取り組む
―保険業界における主要結果

（2018年6月）
本レポートでは、第21回世界CEO意識調
査の結果に基づき、保険業界が直面する
課題に対処し、どのように必要な競争力
のケイパビリティを高めていくことができ
るかについて考察します。

未来のマーケティング・エージェンシー	：
次世代の組織運営モデル

（2018年6月）
マーケティングの巨大企業は、クライアントや外
部市場からの圧力に応えて、オペレーションを
統合し始めています。本レポートでは、起こり得
る4つの次世代の組織運営モデルの長所と短所
を詳述し、最も適切なモデルの決定に関する指
針を提供します。

ピープルアナリティクスサーベイ	2017
調査結果：ピープルアナリティクスが
創り出すデジタル時代の人材マネジメント

（2018年6月）
日本企業 264社を対象に、人材データ分析の活
用に関する成熟度や取り組みの現状、さらなる
活用の課題などについて調査を実施しました。
ピープルアナリティクスを取り巻く現況や、人材
データ活用を進化させるために日本企業がなす
べきことについても解説しています。

グローバル	エンタテイメント＆
メディア	アウトルック2018-2022

（2018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2018-2022」は 15のエン
タテイメント・メディア業界に関連するセグメン
トを対象に今後 5年間の消費者支出と広告収入
に関する動向を53の国と地域について分析しま
した。

世界経済フォーラムとPwCによるホワイト
ペーパー	都市におけるコラボレーション：
シェアリングから「シェアリングエコノミー」へ
Collaboration	in	Cities:
From	Sharing	to	‘Sharing	Economy’

（2018年7月）
シェアリングエコノミーをめぐる概念をさまざま
な観点から解説するとともに、シェアリングが都
市に及ぼす影響や世界中の都市における事例を
紹介し、都市がどのようにシェアリングエコノミー
を活用できるのか、その可能性を探っています。

第21回世界CEO意識調査／
アセット＆ウェルスマネジメント業界
における主要結果
楽観的なCEOと高成長、
しかし混乱の局面が迫る

（2018年7月）
PwCによる第21回世界CEO意識調査に参
加した資産運用業界の CEO、126名の回
答結果を分析したレポートです。目覚ま
しい成長と混乱の岐路に立つ、資産運用
業界の現状と課題を明らかにしています。

グローバル情報セキュリティ調査2018	
Vol.1：サイバーショックに備え、
デジタル社会を強化する

（2018年6月）
「グローバル情報セキュリティ調査 2018」は、世

界の経営者層を対象に、企業の情報セキュリ
ティに関する諸問題や対策状況、投資動向など
を調査、分析しています。

世界の消費者意識調査	2018
（2018年6月）

世界の 27カ国を対象に、22,000人以上
の消費者の意識や購買行動を調査しま
した。

2018年内部監査全世界実態調査	
イノベーションとともに進歩する
―テクノロジーを活用した内部監査の
基盤となるツールと人材

（2018年6月）
PwCでは、世界中の約 2,500名の内部監査部門
長や社内利害関係者を対象に、第 14回「内部監
査全世界実態調査」を実施しました。本報告書で
は、調査結果をもとに、内部監査部門における
テクノロジーと人材の重要性に焦点を当てて解
説しています。

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

PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内
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