
製造業の変革
特集

Vol.19
March 
2019

www.pwc.com/jp

PwC’ s

View



2 PwC’s View — Vol. 19. March 2019



ご案内

会計／監査

セミナーレポート

特集

PwC’s View Vol.19目次

製造業の変革
●	生産戦略の重要性	……………………………………………………………………………    6

●	投資・M&A・事業承継における技術的視点の重要性	……………………………    10

●	工場生産性評価の進め方	…………………………………………………………………… 16

●	監査報告書の透明化
	 第3回 新基準の適用に備えて	…………………………………………………………… 20

●	仮想通貨の会計基準の解説および対応	……………………………………………… 22

●	Vision	2025─PwCあらた有限責任監査法人の挑戦─
	 第1回 ビジョンの背景と3つのトラスト	………………………………………………… 28

●	「経済的価値と社会価値を同時実現する共通価値戦略
	 ～Creating	Shared	Value」開催レポート	……………………………………………… 38

書籍紹介	……………………………………………………………………………………………… 53
PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内	…………………………………………………… 54　
“Inform”	へようこそ………………………………………………………………………………… 56
海外PwC日本語対応コンタクト一覧	……………………………………………………………… 57

経営

外部寄稿

税務／法務

海外

公認会計士
トピックス

●	公認会計士	トピックス
	 第15回 公認会計士とAIについて	………………………………………………………… 48

●	日本のIFRS適用企業が表示・開示する段階利益と独自KPI	…………………… 31

●	PwC	IPO	
	 第3回 労務管理体制………………………………………………………………………… 34

●	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7回 統計的データ解析	…………………………………………………………………… 40

●	会社法制の見直しに関する要綱案における「株式交付」制度の概要	…………… 44

●	日本・EU経済連携協定が企業に与える影響	………………………………………… 50

3PwC’s View — Vol. 19. March 2019



4 PwC’s View — Vol. 19. March 2019



日系製造業における生産オペレーションは、大きな変化の局面を迎えています。

企業は高度成長期から、国内を中心とする安定的な販売市場向けに、改善的アプ

ローチで進化する生産技術を用いながら生産量を一方向に漸増させてきました。し

かし、こうした時代は終わり、より需要変動の大きい国々からなるグローバル販売

市場に向けて、AI・IoTなど急速に進化するテクノロジーを活用しつつ、生産フット

プリントの国内外配置、生産プロセスの内外製、生産キャパシティの増減など、あ

らゆるパラメーターに対する複雑なマネジメントを実践することが求められる時代

に突入しています。

このようなマネジメント複雑化のトレンドと並行して、日系企業のM&A活発化に

より各種製造業を対象とした投融資の機会が増えてきました。これに伴い、企業の

付加価値の大部分を創出し、かつ競争力の源泉となる工場オペレーションが、一企

業内の閉じられた生産部門の管理対象であるだけでなく、社外を含めた多様なス

テークホルダーにとって正確な理解・評価を必要とする対象としてクローズアップさ

れています。

生産オペレーションは、各工場の複雑性や独自性ゆえに、一見すると社外からは

評価困難と見なされがちです。しかし、数多くの生産プロフェッショナルを擁する

PwCは、製造業種ごとの差異は認めつつも、外部からの正しい理解・評価に向けて

生産オペレーション管理に関わるフレームワークやアプローチを一般化し、共有す

ることは十分可能であると考えています。

本号は「製造業の変革」を特集テーマとして、製造業の中核機能である「生産」に

関わる3本の論考をお届けします。まず「生産戦略の重要性」では、製造業を取り巻

く事業環境の多様かつ急激な変化に対応して、生産戦略を機動的に策定すること、

そして生産戦略管理機能を内部化することの重要性を説いています。続く「投資・

M&A・事業承継における技術的視点の重要性」および最後の「工場生産性評価の

進め方」では、製造現場での経験が豊富なコンサルタントが幾多のプロジェクト事

例を通じて蓄積した知見を踏まえ、通常の工場運営だけでなく投融資の局面でも必

要となる工場のケイパビリティ・パフォーマンス評価のアプローチをご紹介してい

ます。

特集

製造業の変革
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特集：製造業の変革

はじめに
　メーカーを取り巻く外部環境は日々変化しており、生産オ
ペレーションにも変革が求められています。多くのメーカー
にとって、生産機能が経営パフォーマンスに与えるインパク
トが非常に大きいことを踏まえ、いかに生産機能を戦略的
に管理・運営するかが重要な経営アジェンダであることを、
経営者は認識する必要があります。生産オペレーション改革
は、多大な経営リソース（ヒト・モノ・カネ）を要するため、中
長期的な視野で評価・判断することが重要です。メーカー企
業においては、生産戦略の策定と実行に責任を持つポジ
ションを設置し、そのプロセスを経営サイクルに組み込まな
ければなりません。変化の激しい事業環境下では、業界他
社に先駆けて生産オペレーションを戦略的に変革すること
が求められます。

1 生産を取り巻く外部環境の変化

生産オペレーションに影響を与える外部環境要因は近年
増加しており、影響のマグニチュードもメーカーにとって無
視できないものになっています。業界や地域により程度の
差はあるものの、図表 1の全ての環境要因からの影響を受
けないメーカーは、ほぼ存在しないと考えられます。残念な
がら個別企業としてこれらの外部要因の発生をコントロール
することは難しいため、対応策を講じていくしかありません。
これらの環境変化の多くは、生産パフォーマンス、特に生産
コストを悪化させることにより、メーカーの競争力を低減さ
せます。対応の遅れはメーカーとしての死活問題になりかね
ません。
例えば、エレクトロニクス業界では、相対的に高い国内の
労務費により、1990年代から2000年代にかけて生産工場
を日本国内から中国に移管するケースが多く見られました
（その後、中国で労務費上昇が継続し、中国での生産オペ
レーションでさえも次第に競争力を失うにつれ、東南アジア
などで新規工場を立ち上げるトレンドも発生しました）。国
内から海外への生産移管のトレンドに乗り遅れた日系企業
の中には、国内需要が減少する一方で海外需要を取り込め
ず、事業規模を縮小させる企業もありました。

生産戦略の重要性

PwCアドバイザリー合同会社
M&Aトランザクション（PMIサービス）
パートナー　鈴木	慎介

図表1

外部環境の変化 生産オペレーションへの影響（例）

地政学リスクの高まり（トランプ税制・米中貿易摩擦・Brexit） 租税関係変化による生産フットプリントの再考

製造業関連政策の強化
（中： 製造2025、印： Make in India、独： Industrie4.0など）

生産優遇政策によるグローバル競争環境変化、生産技術・生産システムの進化

デジタル技術の革新・製造業への応用（IoT・ビッグデータ・AI・ロボットの活用） 生産スマート化への対応、他社／他業界との連携機会の増加

労働要員の不足（先進国における労働力人口減少、途上国における賃金上昇） 生産要員の不足、海外生産労務費の慢性的な上昇

各種資源の獲得競争の高まり（エネルギー、レアメタルなどの獲得競争激化） 原材料・燃料価格の変動

製品アーキテクチャの変化（モジュラー化による生産容易化） （業界により）外注化の進行

Eコマースの進展（Eコマースチャネルの比率増加） 多品種少量化、保有在庫量の増大、越境 ECからのメイド・イン・ジャパン品 
需要急増

安定供給ニーズの高まり（地震などへのBCP対応） BCP対応を考慮した、調達／生産／物流フットプリントの再検討、オペレーショ
ンの多重化
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保護主義政策をはじめとする、現在発生している地政学
的リスクへの対応はどうすれば良いでしょうか。生産品の原
産地がどこかによって、製品にかかる関税が変わります。だ
からといって、販売国での生産オペレーション開始へ直ちに
切り替えるかというと、簡単に方針変更はできません。販売
戦略は比較的短期での方針変更が可能ですが、生産戦略の
変更、例えば生産地の移管では通常多額の設備投資がかか
りますし、生産要員リソースの調整・在庫の作り溜め・顧客
からの承認取得といった一連の移管作業に一定の期間を要
します。生産部門としては、長いスパンで各国の政策がどう
なるかを予測し、会社への中長期的なメリット・デメリットを
さまざまな観点から総合的に判断することが求められます。
生産オペレーションに直接的・間接的に影響を与える外
部環境は、日々変化しています。生産部門は、まずその変化
が生産オペレーション、結果的に生産パフォーマンスにどの
ような影響を与えるかの分析を継続的に実施する必要があ
ります。外部環境の変化が短期的なものではなく中長期的
なトレンドであると判断され、会社にとって中長期での経済
合理性が認められる場合には、速やかに生産戦略を変更
し、改革を推進していくことになります。生産改革は頻繁に
実施できるものではありません。しかしながら、対応が遅れ
た場合の企業競争力への影響、ひいては企業業績への影響
が甚大となるため、常に外部環境のウォッチを継続しその
影響を評価・分析する必要があるのです。

2 生産戦略の重要性

生産戦略とは、事業戦略を実現するために、生産に求め
られるパフォーマンス（QCD：クオリティ・コスト・デリバリー）
を実現すべく、時間的・地理的に生産に関わるリソース
（4M：Man＜生産要員＞・Mach i n e＜生産設備＞・
Material＜原材料＞・Method＜手法・システムなど＞）を
いかに配分するかの方針・計画と言えます。前章で挙げたよ
うな環境変化が日々起こるなかで、生産戦略も一定の頻度
で変更を迫られることになります。
しかしながら、PwCがクライアントを支援するなかで、最
適点を目指して生産戦略を定期的に見直している企業は、
非常に少ないと感じています。中期経営計画の中に生産に
関わる記載が全くないメーカーさえ存在します。顧客と直接
接している販売・マーケティングに関わる戦略は多くの企業
が毎年見直していますが、裏方である生産やSCM（サプライ
チェーンマネジメント）に関わる戦略については、同じ方針
を継続する企業が多いと考えています。
大胆な生産改革が必要な場合でも、例えば工場の統廃合
では生産要員・設備を含めた各種アセットの削減・除却な

どが必要になるため、現状維持が選択されてしまう傾向が
強いと考えられます。これには、生産現場では自らが蓄積し
てきた既存のアセットを維持したいがためにあるべき改革
提案がなされない一方で、経営レベルでは生産に精通した
役員（CMO：Chief	Manufacturing	Officer）が少なく、生産
改革のための合理的な判断ができない、という構造がある
と考えています。
生産戦略が目標として設定するのは、QCDパフォーマン
スになります。これは生産部門が単独で決めるべきものでは
なく、あくまで事業の競争力向上を支援するために販売など
の他部門と密接に連携して、設定していくことになります。
QCDはトレードオフの関係になりやすく、全てを同時に高め
ることが難しいため、どのパフォーマンスに注力するかを事
業視点・顧客視点で決める必要があります。高いクオリティ
で勝負するのか、コストリーダーシップを追求するのか、迅
速かつ柔軟なデリバリーに価値を感じてもらうのか、一つの
企業で一つの方針を持てば良い訳でもなく、企業が有する
顧客セグメント・製品カテゴリーによってパフォーマンス構
成を変える必要もあります。
仮にQCDの目標が定まったとして、それを実現するため
に時間的・地理的にどのように生産リソースを配分していく
かを考える必要があります。生産リソースの大幅な配分変
更は頻繁にはできないため、少なくとも3～5年のスパンで
将来計画を立てる必要があります。また、グローバル販売が
成長している企業においては、グローバル各地域で入手可
能な生産リソースを踏まえて、生産フットプリントをどのよう
に配置するかを計画しておかなければなりません。このよう
なロングレンジかつグローバルの計画をゼロベースで策定
するのは、生産現場の方々が片手間にできることではなく、
CMOの配下で定期的に戦略を見直す生産戦略部門がこの
役割を担わなければなりません。
急激な外部環境の変化が起きている企業においては、大
胆な生産戦略を立案し迅速に実行することが求められます。
多くのメーカーにおいては、製造コストや生産関連アセット
（在庫・固定資産など）のPL／BS全体に占める割合が大き
いため、需要の急減に対する打ち手の実行が遅れると、多
額の損失を生み出すことにつながります。
一方、需要が急増しているセクター（例：外国人観光客に

よりいわゆる「爆買い」される消費財）においては、圧倒的な
キャパシティー不足に陥り、慢性的な欠品により大きな事業
機会をみすみす逃すことになります。前述の生産戦略部門
は、内外環境を常にウォッチし、戦略的な打ち手を日々ゼロ
ベースで検討していかなければなりません。顧客提供価値
に占める生産オペレーションの付加価値が低下している製
品カテゴリーにおいては、自社生産を止めて外部生産に切
り替えるといった、身を切るような戦略的な意思決定が求め
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られる局面もあるため、生産戦略部門には生産オペレーショ
ンに関わる深い知見だけでなく、全社最適に向けて時に自
部門の存在さえ否定する高い視座や客観性が求められるこ
とになります。

3 生産戦略策定の進め方

生産戦略の立案から実行計画策定までを検討する場合、
通常図表2の3ステップで進めていきます。
①のステップでは、生産戦略を構築するにあたっての目
標設定を行い、目標と現状とのギャップを抽出します。生産
戦略は、事業戦略と同期しており、事業戦略実現に向けた
取り組みを生産面から支援する構造になっていなければな
りません。このため、目標確認のステップでは、事業戦略か
ら生産戦略への要件を明確化する必要があります（事業で
勝つために、QCDの何で競争力を発揮すべきか）。その上
で、生産部門として目指すべき方向性・必要な生産パフォー
マンスを検討していきます。現状パフォーマンスの把握は、
生産戦略検討において非常に重要なステップになりますが、
その前提として、適切に生産パフォーマンス評価指標が設
定され、全社／全拠点でパフォーマンスが定量的に比較可
能な状態であることが求められます。目標と現状のギャップ
抽出においては、インパクトの大きなギャップが具体的にど
の部分（拠点・製品・工程など）で発生しているか、を特定す
る必要があります。
②のステップでは、ギャップを埋めるための生産体制オプ
ションについて、内外製判断を含め検討・評価を進めてい
きます。あるべき生産体制を検討する上では、中長期を見
据えてゼロベースで最適解を考えていくことが必要になりま
す。経験豊かな生産部員は「既存工場があるのだから、これ

を使い続けなければならない」という考えに陥ってしまう
ケースが多いですが、事業目標を実現するためには、工場
の統廃合、外注化などもオプションに含めて検討を進めてい
く必要があります。ここで客観的な判断を下すためには、生
産体制オプション別に事業計画（PLおよびBS）のシミュレー
ションを実施することが重要です。また、生産拠点の再編を
検討する場合には、候補拠点における現地ビジネス環境、
法制度などを踏まえて、生産・サプライチェーンにどのよう
な影響があるかについて定性面から調査・分析しておくこと
も必要になります。最終的に、生産体制オプション別に定量
面・定性面から総合的に評価・比較検討することが必要に
なります。
③のステップでは、生産戦略を実行に移すにあたり、現行
生産オペレーションが中断しないよう綿密な計画を立案す
ることが求められます。ここでは、4Mの観点を考慮して、そ
れぞれの生産リソース要素に対して詳細な移行計画を策定
することが求められます。例えば、生産移管を伴う実行計画
の場合、既存拠点・新規拠点における生産要員への対応（既
存拠点要員の異動・解雇方針、新規拠点における人材確
保）、新規拠点での生産設備・生産システムの方針（新規設
備・新規生産方式の導入を検討するのか、もしくは既存設
備などをそのまま移管するのか）、新規拠点での現地調達の
可能性、在庫拠点の新規設置など、多岐にわたる移行計画
の詳細検討が必要になります。

4 あるべき生産戦略の構築に向けて

あるべき生産戦略の策定に向けて、メーカー企業の経営
陣がなすべきことは生産戦略を担う体制を構築すること、生
産戦略策定をプロセス化することになります。体制について

図表2

② ③

生産改革の実行へ

目標と現状の
ギャップ把握

あるべき
生産体制の検討

生産改革の
実行計画立案①

● 目標の再確認
 － 事業戦略の確認
 － 販売戦略の確認 
● 現状の把握
 － クオリティ（生産品質・市場品

質）
 － コスト（生産供給コスト・ 生産効

率・資産効率）
 － デリバリー（納入リードタイム・ 
オーダー対応力）

 － その他（社内外サプライチェー
ン習熟度など） 

● 目標と現状のギャップの抽出

● 生産体制オプションの抽出
 － 製造プロセス・拠点
 － 物流プロセス・拠点 
● 拠点再編オプションの評価
 － クオリティ
 － コスト
 － デリバリー
 － その他

● あるべき生産体制の実現に向けた
移行期・移行後の計画の立案
 － Man
  （人員異動・整理計画）
 － Machine
  （設備投資・設備移管計画）
 － Material
  （材料の調達・在庫計画）
 － Method
  （移行後の生産プロセス）

特集：製造業の変革
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M&Aトランザクション（PMIサービス）	パートナー
大学卒業後、日系メーカーにおいてプラントエンジニアとしてプラント新
設・更新に関わるEPCオペレーション全般に従事。前職の再生系プライベー
トエクイティファンドでは投資先のメーカーに役員として出向し、オペレー
ション領域（開発／調達／生産／物流）に踏み込んだ全社改革を数多くリー
ド。この間、米国／中国／ドイツなどの海外拠点に駐在し、工場の新設／
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略策定やオペレーション統合を支援。監訳書に『戦略的サプライチェーンマ
ネジメント』（英治出版）。
メールアドレス：shinsuke.suzuki@pwc.com

は、前述したように経営における生産の位置付けの重要性
を示す意味も含めCMOを設置すること、さらに日々の生産
現場から一歩離れたところで生産戦略の構築・実行に責任
を持つ生産戦略マネージャーを設置することを推奨します。
全てのメーカーにおいてこの体制が必要ということではあり
ませんが、競争優位を発揮するために生産機能が一定の付
加価値を生んでいると考えられる業界においては、これらポ
ジションの設置は必須と考えた方が良いでしょう。
生産戦略策定のプロセス化については、生産戦略マネー
ジャーは常日頃から外部環境の変化を捉え、生産への影響
を分析しておき、毎年の事業計画の策定タイミングで先々	
3～5年程度の生産戦略（製品別の内外製計画、生産フット
プリント計画、生産アロケーション計画、生産技術ロード
マップなど）を策定するのが良いと考えます。ここでは、前年
までの生産戦略をマイナーチェンジするという考え方ではな
く、時々の外部環境や最新のトレンドを踏まえて、戦略をゼ
ロベースで構築することが重要になります。他社に先駆けて
大胆な生産改革を立案・実行することで、最強の生産ケイ
パビリティを構築していただければと切に願っております。

特集：製造業の変革
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投資・M&A・事業承継における
技術的視点の重要性
－機械設備のリスク診断、機械設備の公正価値評価、
　コア技術を生かす成長戦略構築－
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　小林	慎良

はじめに
　近年、製造業における投資・M&A・事業承継が活発に行
われており、今後も自動車業界、半導体業界、化学業界を
はじめとして、グローバルでの業界再編が加速していくと思
われます。これまで一般的な投資・M&A検討においては、
経営関連調査（事業デューデリジェンス <以下、「DD」。>、財
務 DD、法務 DDなど）による事業計画の妥当性、将来キャッ
シュ・フロー予測に基づく事業価値評価などにより各交渉が
行われてきました。
　しかし、近年の傾向では経営関連調査に加えて工場関連
調査を実施し、工場の実態を把握する重要性が増加してい
ます。理由は、①投資・M&A後に機械設備の能力が当初予
測を下回ることによる、事業計画未達および追加投資の増
加②会計処理（PPA：パーチェス・プライス・アロケーション）
における公正価値事前把握の重要性増大③市場環境の変
化に対応する技術戦略の必要性増大――などが挙げられま
す。加えて、本来製造ビジネスにおける収益の源泉は、技術
力により生み出される製品の価値であるため、投資・M&A
の初期検討段階において、投資対象が保有する「機械設備」
の実態および対象会社の独自性である「コア技術」を適切に
把握することは不可欠です。本稿では、製造ビジネスにおけ
る技術的視点の重要性について紹介します。

1 技術的視点とは何か

近年、投資・M&A後に工場の実キャパシティ不足が判明
するケースや、機械設備の部分的な機能的劣化による多額
の修繕コスト発生などで、当初の事業計画の見直しが必要
になったケースをよく耳にします。これらのケースでは、投
資前に機械設備の調査を行っていれば、実キャパシティや
設備コンディションを識別して事前にリスクを把握すること
が十分可能でした。また、投資後数年たって製品の市場トレ
ンドが変化したことにより、収益性が悪化するも、新事業領
域を開拓する時間的余裕もないために、やむなく当初事業
から撤退せざるを得ないケースも増加しています。この場合
も投資前に対象会社が保有する最大の強みであるコア技術
を識別し、市場競争力を踏まえたコア技術戦略を構築して
いれば、余裕のあるタイミングで当初事業計画の見直し、も
しくは新規事業領域への転換を図ることができたと考えられ
ます。
このように経営関連調査だけでは判断が困難である一方、
当初事業計画の裏付けとなる情報が、技術的視点での調
査・分析対象となります（図表 1）。製造ビジネスの収益の源
泉は、あくまでも技術力によって生み出されるため、投資・
M&Aの初期的検討段階における「機械設備DD」、「機械設
備の公正価値評価」、「コア技術DD」などによる技術的視点
での機械設備の能力およびリスク把握が極めて重要です。

2 機械設備DDとは

機械設備能力とリスクを把握する主目的は、投資先企業
の重大リスクを投資実行前に認識し事業計画の達成可能
性を見極めること、もしくは事業計画を見直すことです。
よって、各交渉を実施する前あるいは交渉の最中に機械設
備DD（図表 2）を実施します。いずれのタイミングであって
も、調査に係る時間的制約（一般的には数日間）があり、専

特集：製造業の変革

図表1

経営関連調査（従来型） 技術的視点の調査
✓ 事業DD ✓ 機械設備DD

✓ 財務DD ✓ 機械設備の公正価値評価

✓ 法務DD　など ✓ コア技術DD

− ✓ 生産性評価※

※ 本誌特集「工場生産性評価の進め方」（P16～19）参照

10 PwC’s View — Vol. 19. March 2019



門的知見を有したエンジニアが効率良く実施することが重
要です。
つまり、どのような業界であっても機械設備の知識がある
専門家が「実査（実物観察）」と「分析（裏付け検証）」を客観
的に実施することが基本です。具体的には、対象工場を数
日間訪問し、工場全体、製造ライン、個々の機械設備、その
稼働状況、インフラ設備などの「実査」を実施するとともに、
維持管理体制、大規模点検内容・頻度、日常点検内容・頻
度、維持管理コストなどの実績分析およびそれぞれの管理
者への管理実態のヒアリングを実施します。
加えて、工場全体を実査する中では5S（整理、整頓、清
掃、清潔、躾）の実態をつかむことが「分析」のスコープ決定
において重要です。理由は、一般的に機械設備のコンディ
ションや維持管理活動と5Sは相関が高いといわれているか
らです。例えば、機械設備の「清掃・清潔」状態は保守管理
状態、物理的コンディションを表すケースが多いです。また、
「分析」では「実査」と管理実態ヒアリングを補完する維持管
理頻度・コストなどの実績値を定量的に確認します。このよ
うな「実査」と「分析」作業を通じて、以下に示すような機械
設備自体、経済的ライフサイクル、	維持管理コストの視点で
分析し、実キャパシティ、経済的ライフサイクル（年数）、残
存ライフ（残存年数）、想定リスクなどを明らかにします。

●	機械設備自体：工場全体、製造ライン全体、機械設備自体
および付属設備の実査、機械設備リスト、機械仕様表、イ
ンフラ設備リスト、固定資産台帳、生産実績、稼働実績など
の分析から、設計キャパシティおよび実キャパシティを識別
します。特に、各機械設備の心臓部分（主軸、摺動部など）
は入念にコンディションの確認を行います。

●	経済的ライフサイクル：機械自体の性能・状態の実査およ
び保守管理担当者へのヒアリング内容に基づき、固定資産
台帳、定期点検内容・頻度、日常点検内容・頻度、修繕内
容・実績などを分析し、経済的ライフサイクル、残存ライフ

を識別します（図表3）。
●	維持管理コスト：維持管理者へのヒアリングおよび定期点
検内容・頻度・コスト、日常点検内容・頻度・コスト、修繕
内容・実績・コストを分析し、想定される今後の維持管理コ
ストを明らかにします。

【機械設備の残存ライフ分析（P12 図表4）】

多くのケースでは、投資後に想定以上の設備投資や修繕
コストが発生し、収益悪化による事業計画の見直しが起き
ています。重要なことは、事前に機械設備のリスクおよび維
持管理コスト、残存ライフを把握しておくことです。一般的
に、機械設備の経済的ライフサイクルは設備の特性によっ
て異なります。例えば、技術革新の速い製品もしくは生産技
術の変化が速い設備（半導体設備、IT設備など）は比較的
短いライフサイクルとなり、インフラ系・化学系の機械設備
（発電設備、石油化学、化学炉など）は、長めのライフサイク
ルとなる傾向があります。
一般的に、機械設備は維持管理をしっかり実施することに

図表3：経済的ライフサイクル分析（イメージ）

修
繕
コ
ス
ト

経過年数

経済的ライフサイクル
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図表2：機械設備DDにおける調査内容

指標 調査分類 調査内容 識別事項

機械設備能力 機械設備自体 ✓ 工場全般、製造ライン
✓ 機械設備自体および付属品
✓ 機械設備リスト、仕様表
✓ インフラ設備リスト
✓ 固定資産台帳
✓ 生産実績
✓ 稼働実績
✓ 設備管理者へのヒアリング

✓ 設計キャパシティ
✓ 実キャパシティ
✓ 想定されるリスク

経済的ライフサイクル（年数） ✓ 固定資産台帳
✓ 定期点検内容・頻度
✓ 日常点検内容・頻度
✓ 修繕内容・実績
✓ 保守管理者へのヒアリング

✓ 経済的ライフサイクル
✓ 残存ライフ
✓ 想定されるリスク

維持管理コスト ✓ 定期点検コスト
✓ 日常点検コスト
✓ 修繕コスト

✓ 想定される維持管理コスト
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より、経済的ライフサイクルを超えた使用が可能となります。
よって、残存ライフの見極めに重要なことは、まず大規模修
繕実績の実施サイクルを適切に分析し、経済的ライフサイ
クルを把握した上で、その維持管理に係るコストを考慮し、
残存ライフを認識することです。もし、維持管理や修繕が適
切に実施されていない場合は、機械設備に物理的負荷が掛
かっている可能性が高く、残存ライフに達する前に想定外
の修繕コストが発生したり、機能・性能の劣化によって能力
が低下している可能性も高く、注意が必要となります。

3 機械設備の公正価値評価とは

最近、投資後の会計処理の際に機械設備の公正価値（時
価）が必要なケースが増加しています。一般的に「機械設備
の時価」は、どのように求められるのでしょうか。これまで日
本では、前述の問いに対し、税務上の耐用年数を用いた減
価償却後の簿価を時価として取り扱うケースが多く見られま
した。これは、簿価に客観性・透明性があることに起因する
と思われます。
しかし、整備不足による故障で当初の50％程度の生産能
力しか発揮できない設備と、整備良好で故障がない設備を
比較した場合、同じ価値ではないことは明らかです。例え
ば、中古車は車両のコンディションによって価格が異なって
います。一般的に、欧米をはじめとする諸外国では、機械設
備の公正価値評価は金融資産同様、専門家が日常的に行っ
てきました。加えて、評価のルール整備も進み、国際評価基
準および米国鑑定士協会なども設立され、評価の独立性・
客観性を高めています。昨今、日本でもグローバルM&Aの
増加に伴い、さまざまな局面で機械設備に対する公正価値
評価の必要性が増しています。また、公正価値と簿価は同

水準であるとの見解に対して、会計処理時に根拠の提示を
求められる局面も増加しています。以下、グローバル水準で
の機械設備の公正価値の考えおよび評価手法についてご紹
介します。

（1）公正価値評価の目的とメリット

さまざまな局面で機械設備の公正価値が必要となるケー
スがありますが、代表的なケースは投資・M&Aの際の①投
資額の検討②会計処理――です。

①投資額の検討（投資前）
一般的な投資・M&Aでは、株式価値・事業価値をベース

とし、譲渡価格が検討されます。事業価値は、キャッシュ・フ
ローに基づいて分析されるケースが多く見られ、事業活動に
寄与する有形・無形資産など多くの要素で形成されていま
す。特に、製造業のように保有する資産に占める機械設備の
割合が比較的高い場合、事業価値と機械設備の価値の関係
性を事前に把握することは、買収額の意思決定に有益な場
合があります。また、実行前段階において実行後の公正価
値に基づく減価償却水準をあらかじめ把握しておくことは、
M&A実行後の収益管理を円滑に行うことにつながります。

②会計処理（投資後）
事業取得後には、企業結合会計に則った取得原価配分が
必要です（PPA：パーチェス・プライス・アロケーション）。そ
の際、各資産（機械設備、無形資産、不動産など）の公正価
値を把握し、その価値により配分処理が行われます。また、
償却性資産である機械設備に関しては、M&Aの実行日に対
象資産の公正価値で取得した資産として扱い、減価償却処
理が行われることになります。もし、本公正価値があらかじ
め想定していた水準と大きく異なる場合、収益を圧迫するこ
とになるケースもあります。よって、M&A実行前の段階であ
らかじめ買収後の減価償却費を想定しておく場合も増えてい
ます。
その他の局面としては、減損判定、IFRS適用、工場財団の
組成、税務処理などで公正価値が活用されるケースも増えて
います。

（2）対象資産

評価対象の資産は、大型の大規模プラントから製造ライ
ン全体、個々の汎用機械、研究所などの分析設備まで多岐
にわたります（図表5）。一般的に、機械設備の公正価値評価
では、それぞれの資産の特性に合わせた評価方法を選択す
ることが重要です。なお、不動産（土地、建物）は一般的に
不動産鑑定士による評価範囲となるため、本稿の対象外と
します。
　

特集：製造業の変革

図表4：残存ライフ分析（イメージ）
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（3）価値の定義

評価を行う際には、前述の評価目的に加え、価値の定義
を明確にする必要があります。国際評価基準では、「公正価
値	（Fair	Value）を測定時点において、市場参加者の間で秩
序ある取引を行う際に、資産を売ることで収受、または負債
を移転するために支払うであろう価格」としています。留意
しなければならない点は、清算価値（Liquidation	Value）と
は異なる点です。例えば、工場が所有する資産を短期間で
業者に売却する場合、典型的なマーケティング期間を有す
る秩序ある取引ではなく、短縮されたマーケティング期間を
有する強制された取引の可能性があり、その場合は公正価
値もしくは、清算価値のいずれかを慎重に見極める必要が
あります。

（4）機械設備の価値評価方法【図表6】

一般的な評価では、評価作業に入る前に依頼者と評価人
の間で目的、使用通貨、評価基準日などを合意します。評
価基準日は特定の1日を設定しますが、M&Aのケースで
は、M&Aの実行日や資産所有権の移転日などが該当しま
す。次に、対象となる工場、製造ラインなどの評価対象範囲
を明確にします。その際、不動産評価の対象物との重複や
漏れに留意が必要です。その後、固定資産台帳などの基礎
資料、関係者へのインタビュー、対象工場への実地調査に
よる情報収集を行い、実際の価値分析を実施します。価値
分析では、技術的な視点や市場参加者の視点をいかに評価
に反映できるかが非常に重要となります。

（5）評価手法

機械設備の公正価値は、資産の特性に応じて以下に示す
コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプロー
チによって分析を行います。

①コストアプローチ【図表7】
「代替の原理（the	principle	of	substitution）」：投資家が
ある機械設備への投資を検討する際、通常は他の代替機械
設備（同等能力）取得にかかるコストを超えた投資は行わな
いという概念に基づいており、機械設備の評価では一番多
く用いられる手法です。まず、対象資産の現在における価値
を再調達価値として算出しますが、再調達価値は以下の2
つに分類されます。

●	再取得コスト	：	現在の市場において、同等性能を有する新規
類似動産を再取得した場合に発生するコスト

●	再製作コスト	：現在の市場において、完全に同一な新規動
産を再製作する場合に発生するコスト

次に、前述の再調達価値に対して、以下に示す物理的劣
化、機能的劣化、経済的劣化による価値の損失を識別し、そ
れらを再調達価値より控除することで公正価値を算定します。

●	物理的劣化	：	経年劣化によって生じる破損あるいは磨耗な
ど、現在のメンテナンスによって防ぐことがで
きない劣化が原因で生じる価値の損失

●	機能的劣化	：	機械設備自体の非効率性または不適切性な
ど、内部的原因で引き起こされる価値の損失

●	経済的劣化	：	法規制の変更や需要の減少など、外的環境
の変化による価値の損失

	
②マーケットアプローチ
対象機械設備および類似動産の市場における最近の取引

特集：製造業の変革

図表5

主な評価対象の例
✓ 大規模プラント 発電所、石油蒸留所、化学設備など

✓ 工場機械設備 工場全体、製造ライン全体、個々の機械設備など

✓ ユーティリティ設備 配電設備、水処理設備など

✓ 構築物 倉庫、タンク、サイロなど

✓ 車両運搬具 乗用車、トラック、フォークリフトなど

✓ 事務所設備 PC、ソフトウェア、家具など

✓ 研究所設備 分析器、測定器など

図表6

評価プロセス

1. 評価内容の定義 目的、価値の定義、使用通貨、評価基準日、 
報告書書式など

2. 評価対象範囲の明確化 工場レイアウト、対象設備、仕様、性能、付属
設備など

3. 情報収集 資料調査、関係者インタビュー、実地調査、 
市場調査など

4. 分析 評価手法、要因分析、価値算定

5. 報告書発行 算定報告書の発行

図表7：コストアプローチによる価値算定（イメージ）

価
値
の
大
き
さ

再調達価値 公正価値

物理的劣化

機能的劣化

経済的劣化
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実態に基づき、評価を行います。このアプローチでは、最近
の市場取引価格を基準として、仕様の差異、経過年数およ
び機械設備の状態を調整することにより、公正価値が導か
れます。例えば、中古PC、中古車、中古工作機械などが該
当します。しかし、もともと日本では市場取引事例が公開さ
れない場合、もしくは活発な中古市場が存在しないケース
も多くあり、本アプローチの適用は限定的となります。一
方、欧米では、機械設備の中古売買が活発に行われる市場
が存在するケースが多く、売買価格情報も豊富に存在して
います。

③インカムアプローチ
対象機械設備より生み出される収益に基づき、評価を行
います。本アプローチは、対象機械設備が生涯を通じて受
け取ることができる経済的便益を現在価値として測定する
ものです。一般的に多くのケースで、対象機械設備より生み
出される製品の価値は対象機械設備のみに帰属しておら
ず、技術的ノウハウなどの無形資産との融合によって製品
を生み出しているため、本アプローチの適用は限定的とな
ります。

（6）価値に影響を与える要因

図表 8にあるように、公正価値に影響を及ぼす主要因は、
コストアプローチの場合、再調達価値変動や生産量、稼働
率変動による機能的・経済的劣化となります。一方、マー
ケットアプローチの場合は市場取引価格の変動となります。
会計処理目的の場合、公正価値と簿価とのギャップが生

じることが多くありますが、主な要因となる事象は図表 9の
とおりです。
	

（7）グローバル動向

機械設備の価値評価に関して、欧米では会計処理・税務
処理ともに金融商品同様、時価評価が一般的に行われてい
ます。評価手法も国際評価基準（IVS：Inte rna t i ona l	
Valuation	Standards）や米国鑑定士協会（ASA:	American	
Society	of	Appraisers）の基準などが整備されています。

ASAは米国の首都ワシントンD.C.に本部を持ち、1936年に
創設された米国で最も古い歴史を有する鑑定教育・資格の
業界自主団体の一つで、特に機械・設備評価の分野におい
ては高い権威と信用力を有します。また、ASAの教育・資格
は北米に加え、欧州、南米、アフリカ、中国、その他アジア
諸国、オセアニアなどでも広く受け入られ、これらの国々に
おける評価のスタンダードとして認知されています。世界4
大会計事務所でも、同基準に準拠した手法を採用していま
す。加えて、ASAはIFRSに対応した国際評価基準の策定作
業を主導した実績があり、実質的にはASAの評価基準がグ
ローバルでの統一基準として採用されています。

4 コア技術DDとは

企業に「あなたの会社のコア技術は何でしょうか」と尋ねた
時、特に意識されていない経営者が多く見受けられます。現
在のように社会、市場、技術革新などの変化が激しい状況
下においては、技術を全方位的に網羅しようとしても限られ
た体力を消耗するばかりで、市場優位性を獲得できるとは限
りません。また、市場環境の変化や競合の状況を意識し過ぎ
るあまり、自社本来の強みを見失う可能性もあります。
近年のように今までにない変革のタイミングこそ、改めて
自社の持つ最大の強みである「コア技術」を冷静に把握し、
事業ビジョン・顧客への提供価値との一貫性を持ち、市場・
競合動向に惑わされない戦略を練ることが重要になります。
また、最大の強みを「コア技術」として客観的に再定義するこ
とで、独自性・一貫性のある製品および技術のロードマップ
が策定可能となります。加えて、日常業務へ落とし込むこと
により、持続的な自社独自の体制・仕組みが構築され、その
仕組み自体が競争優位の源泉となります。

コア技術を生かした成長戦略策定【図表10、11】

	コア技術戦略の策定には、まず技術の棚卸（「1.技術の棚
卸フェーズ」）を行い、過去から現製品までの性能および機
能の変遷を整理することが効果的です。次に、現製品を構成

図表8：価値に影響を与える要因

業界 価値に影響を与える要因例

金融 基幹システム・サーバーなどの再調達価値

建設 建設設備（トラック、クレーンなど）の市場価格

自動車・電気 生産量・稼働率など

電子・半導体 技術革新、生産量・稼働率など

石油化学 プラント・タンクの再調達価値、原材料・生成品の市場価格

医薬品 クリーンルームの再調達価値、生産量・稼働率など

食品 プラント、サイロの再調達価値、稼働率

物流 運搬設備の市場価格

図表9：公正価値と簿価の乖離が大きい事象

事象 詳細

物価変動 資源および鉄鋼の高騰により再調達価値が上昇している場合
例：大型化学プラント

人件費変動 人件費の高騰により再調達価値が上昇している場合
例：基幹システム、大型化学プラント

技術革新 技術革新などにより、生産プロセスが大幅に進化している場合
例：半導体

市場変化 市場の需要が減少し、稼働率が低下している場合
例：半導体

償却方法 市場における製品サイクルと耐用年数の乖離が大きい場合
例：電子部品

特集：製造業の変革
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要素（機能部品もしくは構成機能）単位に分解し、通常は当た
り前と意識している部位について機能の重要性を再認識しま
す。この分解作業により、技術者が意識できていない機能部
位に改めて気付くことで、多くの再発見が生まれます。
次の段階では、分解された構成要素単位で技術力を判定

します（「2.技術力の評価フェーズ」）。その際は、設計難易
度、加工難易度、模倣性、知的財産権有無などの項目を設
定し、できる限り多面的かつ客観的に判定することが重要で
す。これにより、当たり前と思われていた加工技術が最大の
強みと気付くこともあります。技術力が定量的に見える化さ
れることで、コア技術の再定義が可能になり、従来の事業ビ
ジョンおよび顧客への提供価値との関係性が明確になりま
す。さらにコア技術を再定義するメリットは、事業ビジョンお
よび顧客への提供価値の再定義要否の判断軸になり、
「3.成長シナリオ検討フェーズ」において、検討すべき方向
性の拡散を防ぎ、突発的なアイデアに対する判断軸として
機能します。
「3.成長シナリオ検討フェーズ」では、コア技術を中心に、
技術活用による新市場開拓シナリオ（他の産業への転用）お
よび技術進化による性能・機能の進化シナリオの2つの軸で
検討することが重要となります。シナリオ検討の際は、社内
における役職・役割を超えて検討会を開催することが、モチ
ベーション向上と人材育成に寄与します。また、検討会では
市場における業界動向、ビジネス規模なども考慮すること
で、実際の「4.実行計画立案フェーズ」につなげることができ
ます。このように独自性・一貫性のあるコア技術戦略の構築
には、技術の棚卸による見える化、コア技術の再定義、事業
ビジョン・顧客への提供価値と一貫性を持たせることが最も
重要です。

5 まとめ

製造ビジネスの重要な収益およびバリュードライバーの
源泉は「技術力」によって生み出されますが、これまでの投
資・M&A・事業継承における検討では、経営関連事項の調
査およびキャッシュ・フローに基づく価値の検討のみが重視
されてきました。しかし、産業変化の激しい時代における投
資判断では、十分に機械設備の能力およびリスク、機械設
備の価値、自社の独自性と強みを把握することが極めて重
要です。本稿では、技術的視点での調査方法として「機械設
備DD」、「機械設備の公正価値評価」、「コア技術DD」の概
念を紹介しました。今後、グローバルでの業界再編などが
一層活発に行われると想定されますが、皆さまの投資の意
思決定に、少しでも本稿が参考になれば幸いです。

図表10：コア技術戦略の策定プロセス（イメージ）

図表11：コア技術に基づく成長シナリオの検討（イメージ）

1. 技術の棚卸フェーズ 2. 技術力の評価フェーズ

4. 実行計画立案フェーズ 3. 成長シナリオ検討フェーズ

・ 過去から現製品の性能、
 機能の進化履歴を整理

・ 現製品を構成要素
 （構成部品もしくは構成機能）
 に分解

・ 構成要素単位で技術力を判定
 （例：設計技術力、生産技術力）

・ 技術ロードマップの策定

・ 製品開発計画策定

・ 事業計画策定

・ 市場調査

コア技術
戦略

調査

分析

計画

検討

・ 知的財産権整理

・ 事業ビジョンとの整合

・ コア技術を見える化

・ コア技術活用による新市場
 開拓シナリオ検討

・ コア技術進化による性能・機能
 進化シナリオ検討

新市場領域

現事業領域

将来の新市場領域

将来の現事業領域

コア技術

（市場規模を表す）

コア技術活用による
新市場開拓シナリオ

コア技術進化による
性能・機能進化シナリオ
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に約12年間従事。その後、大手監査法人のニューヨークおよび東京事務
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工場生産性評価の進め方

PwCアドバイザリー合同会社
M&Aトランザクション（PMIサービス）
パートナー　鈴木	慎介

PwCアドバイザリー合同会社
M&Aトランザクション（PMIサービス）
マネージャー　西田	雄太

はじめに
　 工 場の生 産 性 評 価プラクティスを適 切に実 践している
メーカー企業は多くありません。一般に優良企業とされてい
るメーカーでさえ、（生産性評価にとっての重要情報である）
製造コストが詳細に把握されていない、結果どの製品の利
益率が高いのかわからないまま販売活動をしている、といっ
たケースが散見されます。評価指標設定やデータ入手の難
しさもありますが、生産性評価の重要性が十分理解されて
いないと考えられます。日々の工場運営だけでなく、工場再
編を検討する M&Aや事業再生の局面においても、生産性
評価は有用な基礎情報を提供します。本稿で概説する生産
性評価のフレームワークやアプローチを活用し、業界他社
を凌駕する生産性改革を実現していただきたいと考えてい
ます。

1 生産性評価の実際

工場オペレーションにおいて、生産性改善は活動の主目
的といっても差し支えないでしょう。生産部門のトップは、当
然にして生産性向上に責任を負っています。しかしながら、
工場オペレーションが複雑になると、そもそも何を「生産性」
と定義するかが非常に難しくなります。エレクトロニクス系
企業の工場では、前工程に資本集約的プロセス（例：PCB工
程）が、後工程に労働集約的プロセス（例：組立工程）が配
されているケースが多いです。このようなケースで、前工
程・後工程の生産性をそれぞれどのような指標で計測し、プ
ロセス全体の生産性をどのような指標で管理するかは、簡
単には決め難いものです。
このような背景もあり、生産性を明確に定義して管理して
いる工場は少ないと考えています。複数の工場を有する会
社に対して「どの工場の生産性が高いか」と質問を投げかけ
ても、定量データを用いて明確に回答できる会社は少ない
でしょう。特に、生産性評価にとっての重要情報であるコスト
データを細かく管理できている企業は少ないと言えます。工
場におけるあらゆる活動は、最終的に製造コストに反映され
ることになります。生産性管理のみならず、事業管理全般に
おいて総製造コストを工場別・工程別・製品別などの複数の
メッシュで算出することは、適切な管理の前提になります。
PwCが関与したクライアントでも、実は生産部門が一製品
あたりの製造コストを正確に把握していない、製品ポート
フォリオの中で何が相対的に利益率が高いのかを販売部門
がわかっていない、といった状況で事業活動を行っている
ケースが散見されます。特に、多品種少量生産を複数の工
場で行っており、製品の生産プロセスが複数工場にまたがっ
ている企業などでは、上記のようなファクトに基づかない製
販活動を行っているケースが非常に多いと考えられます。
メーカーの経営陣には、自社工場の生産性は緻密に管理
されていると考えている方もいらっしゃるかと思いますが、
それが事実でないケースが多いことは認識しておいた方が
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良いでしょう。生産性改善活動を進める際は、まずは生産性
が適切に管理されていない現状を把握した上で、生産性を
計測する上で必要となる情報を準備する、そのための情報
基盤を整えることが第一歩になります。経営陣においては、
生産性改善活動に対する自身のコミットメントに加え、少な
からぬ社内経営リソース（予算・要員・時間）を要することを
理解した上で活動をスタートさせる必要があります。

2 生産性評価・改善のフレームワーク

工場の生産性評価においては、生産関連評価指標を用い
て工場オペレーションに関わるパフォーマンスを定量化し、
評価検討することになります。原義に戻れば「生産性」はイ
ンプットとアウトプットの比率を計測することになりますが、
工場の生産性においては、生産オペレーションを多角的に
評価すべく、QCD（クオリティ・コスト・デリバリー）全体を評
価した方が良いと考えています。業種によって生産プロセス
などが異なるため、ケースバイケースではありますが、図表
1に生産関連評価指標の例を示します。
クオリティ面（Q）では、製造品質と市場品質の両面で評価
を行うのが良いと考えます。製造品質は、工場での歩留率
や失敗コスト（不良品の発生による材料費・人件費・経費ロ
ス）などを把握し、市場品質では市場出荷後の返品率・不良
率などを把握します。市場で発生した不良の中には、生産
オペレーション起因でない不良（材料起因）もありますので、
発生要因を分析することは重要です。
コスト面（C）では、生産供給コストとして、MVA

（Manufacturing	Value	Added：製造費から材料費を除い
たもの）を用いるのが一般的です。MVAを使用することによ

り、材料費のように対象となる工場オペレーションと直接関
係のない費用を除き、純粋に工場で付加した価値のみに着
目して評価することができるようになります。工場ロケーショ
ンによる物流費の影響を考慮したい時は、MVAに調達・販
売物流費を加えるケースもあります。生産供給コストの他に
も、生産時間や生産台数に着目した生産効率や、運転資本
や固定資産に着目した資産効率なども組み込んで評価をす
るケースもあります。
デリバリー面（D）では、オーダー遂行サイクルタイム（計
画・調達・製造・納入の各プロセスから成る、オーダー受注
から納入までの総サイクルタイム）や、納期遵守率を用いる
ケースが一般的です。生産性評価では、工場別・工程別・
製品別に生産関連評価指標を分解して収集することが重要
で、これがその後の改善活動のポイントを絞ることに役立ち
ます。
生産性改善に向けては、生産に必要な資源である4Mリ

ソース（Man、Machine、Material、Method）の視点が役立
ちます。生産関連評価指標（QCD）の目標値達成に向けて、
4Mの視点で既存オペレーションを見直すことで生産性改善
機会を特定します。図表 2（P18）に4Mリソース別生産性改
善機会の例を示します。
	Man（人）については、不要作業廃止や作業平準化から
技能訓練の実施まで、主に労働集約的な工程における生産
性改善機会の検討を行います。Machine（機械）において
は、機械を用いた生産の自動化や高度化などにより、主に
資本集約的工程における改善機会の特定を目指します。
Material（材料）においては、調達部材の使用量削減による
コスト削減や新素材適用による品質改善などを狙いとしま
す。Method（方法）については、先進ITシステム導入などに
よりQCD全体の改善を目指します。生産プロセスの違い

図表1：生産関連評価指標（QCD）

クオリティ
（Q）

製造品質

市場品質

①歩留率、②失敗コスト

①返品率、②不良率

デリバリー
（D）

納入スピード

オーダー対応力

オーダー遂行サイクルタイム

納期遵守率

コスト
（C）

生産供給コスト

生産効率

MVA※1 （＋調達物流費+ 販売物流費）

①1台あたり生産時間、②1人あたり生産台数

資産効率 ①CCC※2、②固定資産比率

※1: Manufacturing Value Added
※2: Cash Conversion Cycle

評価の切り口 評価項目（例） 評価指標（例）
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（例：	労働集約型	vs	資本集約型）により、注力する項目の
濃淡は異なりますが、4つの項目は密接に関連しているた
め、4M横断的な改善機会の検討も必要になります。

3 生産性評価・改善のアプローチ

生産性評価・改善を推進するにあたっては、通常図表 3の
ステップで進めます。
最初のステップは、現状の生産性を正確に把握すること
です。この作業なしでは、次ステップ以降を実施することが
できません。生産性の中でも、特にコスト情報を把握するこ
とは最重要であり、製品別工程別原価構造の把握を最初の
作業として実施します。製品別工程別原価構造が見える化
できていない場合、「生産する製品が赤字か黒字かわから
ない」、「問題となる工程がどこかわからない」など、改善に

手を付けるポイントが不明となります。ある製品について、
生産プロセスが海外工場を含めた複数拠点にまたがる場合
などは、詳細なコスト構造の把握は極めて困難になります。
このようなケースでは、原価の見える化、すなわち製品別工
程別原価を明らかにする作業を先行させる必要があります
（ステップ①）。詳細は割愛しますが、製品別工程別原価が
不明である場合、直課可能な直材費以外の共通的な費用の
配賦ロジックが定まっていないことが多く、製品別工程別の
作業時間などをドライバーとした配賦ロジックを管理会計用
の原価計算に組み込む必要があります。
ステップ②では、対象とする生産プロセスの特徴をつか
みつつ、適切な評価指標および各指標に対する数値目標を
設定します。このステップは、事業戦略・販売戦略への影響
を考慮しながら進める必要があります。日系企業において
は、クオリティ（Q）・デリバリー（D）の目標値を顧客が要求す
る以上の高い水準に設定し、結果としてコスト（C）を悪化さ

図表2: 4Mリソース別の生産性改善機会

図表3

人
（Man）

機械
（Machine）

材料
（Material）

方法
（Method）

・ 作業手順変更
・ 不要作業廃止
・ 作業平準化
・ 多能工化
・ 技能訓練
・ 労働弾力化
 など

・ 自動化・半自動化
・ 大型化・小型化
・ 専用化・汎用化
・ 設備信頼性改善
・ 設備稼働率改善
・ レイアウト改善
 など

・ 作業標準化
・ 新生産技術適用
・ IT化
 － IoT化
 － 生産管理情報の
  見える化
 －企業間システム連携
 など

・ 省材料化
 －直接材料
 －間接材料
・ 材料ロス削減
・ 新素材適用
 など

ステップ 主要論点 作業内容

1 （生産性評価に向けた準備として）
 「原価の見える化」はできているか？

現状の原価管理の状況を確認の上、必要に応じて、
製品別工程別原価の見える化を実施する

2 どのような生産関連指標が
相応しいか？

・ 生産戦略および現状の生産関連指標を確認の上、
 必要に応じて、追加・修正を加える
・ 各指標の目標値を設定する

3 現状の生産性は
どの程度のレベルか？

定量データを収集し、現状の生産性を算出・評価する

4 生産性を改善するために、
どのような改善施策があるか？

さまざまな生産オペレーションに対する
生産性改善施策を策定する

5
各生産性改善施策は、
どの程度のリソースを必要とし、
どの程度の改善に繋がるか？

生産性改善施策の投資対効果を、定量的に評価する

6
生産性改善施策をどのような
ステップ・タイムスパンで
進めていくか？

生産性改善施策を、実行ロードマップに落とし込む

特集：製造業の変革
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せているケースが多いと考えられます（過剰品質・過剰サー
ビスの問題）。事業戦略・販売戦略を踏まえ、QCD間でのト
レードオフを考慮しながら目標値を設定する必要がありま
す。
ステップ②での評価指標設定を踏まえ、ステップ③におけ
る現状生産性の把握に入ります。ここでは、ベンチマーキン
グ手法による生産性改善を目指すために、自社工場間（可
能であれば他社工場との間）での比較を視野に、製品別・工
程別などの可能な限り小さい粒度での生産関連評価指標の
把握を進めることが重要になります。
ステップ④⑤⑥は、具体的な改善施策策定から実行ロー

ドマップ作成までのステップを示しています。ここでは、改
善施策が有効かつ実行可能か、費用対効果（必要投入リ
ソースに対する生産性改善効果）が十分か、施策実行にあ
たってのタイムラインは現実的かなどを、生産部門を中心と
しつつも施策ごとに必要な他部門関係者（例：販売部門・開
発部門・調達部門）を十分に巻き込みながら計画策定するこ
とが求められます。

4  生産性評価プラクティスの定着

工場の生産性評価は、基本的には工場管理で実施される
ものではありますが、それ以外にもM&Aや事業再生の局面
での工場統廃合のプランニングなどに用いることもありま
す。筆者らはPMI（Post	Merger	Integration：買収後統合）
を支援するチームでオペレーション統合に日々携わってい
ますが、メーカー同士の事業統合・合併では、工場が余剰
になるケースが数多くあります。このようなケースにおいて、
PwCは、オペレーションDD（デューデリジェンス）の中で複

数工場の生産性を比較し、統合後にどの工場を閉鎖してど
の工場に移管するか、その経済効果（シナジー）はどの程度
になるかのシナリオ仮説を構築してクライアントに提供しま
す。このケースにおいても、前章までに説明した生産性評価
のフレームワークやアプローチをそのまま用いることができ
ます。
過去に筆者らが実施したM&A時の生産性評価の一例とし
て、メーカーの経営統合の事例があります。このケースで
は、一方のメーカーは日本で工場を運営しており、もう一方
は中国に工場を構えていました。この2社は競合関係にあ
り、同一の製品を生産するものの、それぞれの工場の経営
方針は全く異なるものでした。日本工場を有する企業は最
新の製造設備やITシステムを最大限活用して自動化・効率
化を徹底する方針（資本集約型）である一方、中国工場を有
する企業では設備投資を極力抑えて比較的低い労務費水準
を生かした人海戦術の方針（労働集約型）を採用していまし
た。一見ポリシーの大きく異なる工場間での生産性の比較
評価は困難なように思えますが、QCDパフォーマンスのフ
レームワークを用いることで、両工場の特徴や強み／弱み
が体系的に整理され、結果としてクライアントは工場統廃合
の方向性を事前に明確に想定しながらディールを進めるこ
とが可能になりました。
日々の工場運営でも、M&Aや事業再生の検討時でも、工
場改革は大きな事業価値を創出するポイントですので、意
思決定への判断材料を提供する工場の生産性評価は非常
に重要なプラクティスと言えます。生産性評価の検討には高
い専門性が求められることから、詳細検討が避けられる傾
向にありますが、本稿で概説した方法論を詳細化してプラク
ティスとして定着させていくことで、他社を凌駕する生産性
改革を実現していただきたいと考えています。

西田	雄太（にしだ		ゆうた）
PwCアドバイザリー合同会社
M&Aトランザクション（PMIサービス）	マネージャー
前職の米系経営コンサルティングファームでは、ハイテク製造業に特化し
て、事業戦略立案・組織再編・オペレーション改革などに従事。2011年よ
りPwC	USの戦略コンサルティングチームに参画し、グローバル生産戦略・
SCM戦略など、オペレーション領域を中心とした全社改革プロジェクトに国
内外で幅広く携わる。2017年より現職のPMIチームにて、PMI戦略策定・
オペレーション統合支援・カーブアウト支援などに従事。
メールアドレス：yuta.nishida@pwc.com

鈴木	慎介（すずき		しんすけ）
PwCアドバイザリー合同会社
M&Aトランザクション（PMIサービス）	パートナー
大学卒業後、日系メーカーにおいてプラントエンジニアとしてプラント新
設・更新に関わるEPCオペレーション全般に従事。前職の再生系プライベー
トエクイティファンドでは投資先のメーカーに役員として出向し、オペレー
ション領域（開発／調達／生産／物流）に踏み込んだ全社改革を数多くリー
ド。この間、米国／中国／ドイツなどの海外拠点に駐在し、工場の新設／
移転／閉鎖／売却、開発センターの統廃合などをリード。2012年よりPwC	
USの戦略コンサルティングチームに参画し、SCM・R&D領域のプロジェクト
を数多くリード。2017年より現職のPMIチームにて、主にM&A後のPMI戦
略策定やオペレーション統合を支援。監訳書に『戦略的サプライチェーンマ
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監査報告書の透明化
第3回 新基準の適用に備えて

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
　KAM（Key Audit Matters：監査上の主要な検討事項）は、
2019年 4月1日開始事業年度の監査報告書上から早期適用
が始まります。また、米国においては 2019年 12月15日以降
終了事業年度から、CAM（Critical Audit Matters：重要な監
査上の事項）を記載することになるため、日本においても
KAMよりも一足早くCAMを監査報告書上記載する事例が生
じます。
　本稿執筆の時点では、日本におけるKAMの詳細について
は日本公認会計士協会（以下、「JICPA」。）内で慎重に検討し
ているところです。また、すでに KAMを監査報告書に記載し
ている世界のロケーションにおいては、米国市場に上場して
いる米国企業以外の SEC登録企業の CAMと、すでに公表し
ているKAMをどのように整理するかの検討を始めています。

「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」というKAMの定義を何度でも
噛みしめてみましょう。
　今回は、2002年に米国で導入された SOX法（サーベンス・
オクスリー法）を日本ではどのように導入したかについて振り
返り、今起こっていることと比較したいと思います。
　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 US SOX導入のために実施したこと

US	SOXは米国企業改革法としてエンロン事件等の不祥事
に対応する形で、2002年7月に成立しました。監査法人内で
もUS	SOX対応についての対応が求められました。当時の資料
は多くは残っていませんが、私は「鮮烈」に覚えています。
それまでも、内部統制は監査上検討されていました。しか

し、財務報告に係る内部統制について、経営者による評価と
公認会計士による監査を義務付けることになり、2002年5月
頃に米国での具体的な情報を得たパートナーが監査法人内部
で説明してくれました。内部統制の評価の在り方の説明なので
すが、当時はよく理解できず、この課題に取り組んでいくという
ことについて非常に不安を覚えました。
「内部統制」に対して監査をするという全く新しい概念が導入
されるということで、PwCとしては世界中でUS	SOX対応につい
ての研修を開催することになり、各国の研修講師は地域ごとに
集められて、5日間の研修が行われました。日本はアジア地域
での研修ということで、日本から確か30人くらいが参加するこ
とになり、私も参加しました。とにかくSOXの条文を読めと言わ
れたものの、当然全文英語で、膨大な分量です。行きの飛行
機内で最後まで読んだような気がしますが、内容はよく理解で
きませんでした。
タイ国のバンコクに1週間、本当に文字どおり缶詰となりま
した。月曜日から金曜日の朝8時から19時すぎまで、日本で研
修をどのように展開すればよいのだろうかという疑問の湧く研
修が続き、しかも、日本人にとっては、全編英語で理解が足り
ないかもしれないということから、当時ニューヨーク事務所に
いらした日本人のパートナーの方から、日本人だけ復習をする
ということで、深夜早朝コースが設けられました。また、研修を
現実に展開するために当時の研修担当パートナーから講師全
員に無茶な展開回数を言い渡され、その年の夏はすでに終
わった、という感じでした。当時は、e-learningの手段もないた
め、全て生講義であり、それぞれの講師に半日のセッションが
当初13回設定され（同じ講義を13回やる）、その後も追加開
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催があり総計でどれだけやったかよく覚えていません。
このUS	SOX対応のためにタイで講師向け研修を受け、日本
国内で展開するために血のにじむような思いで研修講師を担
当したのが、研修関連では今でも最も辛い思い出です。講師
研修に講師として参加された米国の人たちもこの先何が起こる
のか想像できず、一様に不安な思いがあったようで、それが伝
わってきました。帰国後、それぞれの参加者は講師研修でも
らった資料を読み込み、国内でUS	SOX対応研修を実際に展
開するために相当な時間を使いました。

2 KAMの導入

では、KAMについては、グローバルとしては、どう展開して
いるのでしょうか。KAMについては、国際監査基準701に定め
られていますが、英国は自国の監査基準700を修正し、国際
監査基準701で定めている2016年12月15日以降開始事業
年度より、一足早く展開しました。PwCでは、英国がKAM推進
のリーダーであり、2015年と2016年にロンドンでセミナーが
開かれました。日本からは2015年は私1人、2016年はもう1
人のパートナーと私の2名で参加しました。今回の監査基準の
改定は、KAMを書くことだけではなく、監査報告書の建て付け
も大きく変わるということなのに、US	SOX導入時の対応と比較
しても随分と軽い対応です。
US	SOXは、法そのものが2002年7月に制定されて、従来に
ない新しい概念を取り込んですぐに施行されました。一方、
KAMは、書くべき内容についての前提条件はすでに国際監査
基準（日本では、「監査基準」や、「監査基準委員会報告書」：監
基報）で定められていることであり、監査報告書にKAMを記載
するということについては、戸惑いはありますが全くのゼロか
ら始めるわけではありません。また、内部統制のように、そもそ
も被監査会社が最初からテンプレートを埋めるところからス
タートするようなことはありません。その点で、今後起こり得る
事項について、いたずらに不安感や警戒感を感じる必要はな
いと感じています。それはUS	SOXの導入時の苦労と比較して
も、十分に対応できるのではないかというイメージが持てるか
らです。
しかしながら、日本におけるUS	SOXの適用の対象は、USに
上場している日本の会社と同じくUSに上場している在外の親
会社の子会社です。今回のKAM対象となるのは、少なくとも
上場会社3,000社以上であり、規模が全く違います。しかも
KAMは1社1社個別に記載されることになります。監査の過程
で検討してきた事項を監査報告書の上で外部に対して公表す
るとなると、ぶっつけ本番というのでは、なかなか困難なこと
です。開示の問題があることは承知しています。会社は（監査
人も）、同業種の会社がどのような書き方をするのか知りたい

ということも承知しています。JICPAの関根愛子会長が2019
年の年頭所感でおっしゃったように※	、企業規模や風土、経営
状況などが異なることから同業種でもKAMは全く異なる可能
性があります。違うことは理解した上で、監査人はどのように記
載するのか、あるいは現時点では重要性のない問題につい
て、今はKAMとしては取り扱わなくてもこの先どのように考え
ていくのかを早めに考えることも必要です。自分（監査人）の言
葉で表現しなくてはなりませんから、適切な日本語の文章を書
ける能力を上げておくという、私自身も常に肝に銘じている基
本的な課題もあります。被監査会社と監査人が協力して十分
な準備をして臨むべきであり、締め切りギリギリまで何もしな
いのは推奨しません。
近日中にJICPAから監基報や監査報告書の文例も公表され

る予定ですので、次号ではその説明をさせていただければと
思います。

※ https://jicpa.or.jp/about/message/

廣川	朝海	（ひろかわ	あさみ）
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、公認会計士
国内会社・外資系子会社の会計監査・アドバイザリー業務に従事。2008年
9月より2010年6月まで、公認会計士・監査審査会に転籍し、検査官兼審
査検査室長補佐として、監査法人の検査等に従事。帰任後は、リスク管理、
メソドロジー＆テクノロジー部長を経て、クオリティー・レビュー部におい
て、法人における監査品質の向上対応に従事。
日本公認会計士協会	監査・保証実務委員会四半期財務情報対応専門委員
会専門委員長。
メールアドレス：asami.hirokawa@pwc.com
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仮想通貨の会計基準の解説および対応
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パートナー　鈴木	智佳子

会計／監査

はじめに
 　2018年 3月14日、企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」。）
より実務対応報告 第 38号「資金決済法における仮想通貨の
会計処理等に関する当面の取扱い」（以下、「本実務対応報
告」。）が公表されました。
　本実務対応報告は、① 期末における仮想通貨の評価、② 
仮想通貨の売却損益の認識時点、③ 仮想通貨の売却損益
の表示方法、および、④ 仮想通貨交換業者が預託者から預
かった仮想通貨、に関する当面の取扱いを規定しています。

「資金決済に関する法律」（平成 21年法律第 59号）の改正に
伴った、仮想通貨に関する会計処理の当面の対応を示した
ものとなっており、2018年 4月1日以後開始する事業年度の
期首から適用されています。
　仮想通貨に関するビジネス自体が初期段階にあり、私法
上の取扱いなど、未だ整理されていない事項もあるなかで
の、当面の取扱いの公表となっています。そのため、今後さ
らなる整理や規定が必要と考えられますが、日本の会計基準
における、仮想通貨に関する会計処理に係る一定の指針を
提供しています。
　本稿においては、本実務対応報告の概要解説と会計処理
に関する考察を行います。なお、文中の意見に関する部分は
筆者の個人的見解であり、所属する法人の見解ではない旨、
あらかじめお断り申し上げます。

1 実務対応報告の概要

（1）公表の背景

2016年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変
化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」（平成
28年法律第62号）により、「資金決済に関する法律」（平成
21年法律第59号。以下、「資金決済法」。）が改正されまし
た。当該改正法において、2017年4月1日の属する事業年
度の翌事業年度より、仮想通貨交換業者に対して財務諸表
監査および顧客資産の分別管理監査を義務づけることとさ
れました。
具体的には、仮想通貨交換業者は、事業年度ごとに内閣
総理大臣に提出する仮想通貨交換業に関する報告書の財
務に関する書類に、公認会計士または監査法人の監査報告
書を添付する旨が定められています（資金決済法第63条の
14）。このことにより、仮想通貨交換業者は、監査対象とな
る財務書類を作成する責任を有し、公認会計士または監査
法人による当該財務書類の監査を受けることを義務付けら
れました。
ここで、仮想通貨とは、資金決済法において「物品を購入
し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、こ
れらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用するこ
とができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
を行うことができる財産的価値（電子機器その他の物に電子
的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外
国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。）で
あって、電子情報処理組織を用いて移転することができるも
の。」（資金決済法第2条第5項第1号）または「不特定の者を
相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことがで
きる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転
することができるもの。」（資金決済法第2条第5項第2号）	
と、規定されています。
仮想通貨交換業者とは、資金決済法が求める登録（資金
決済法第63条の2）を受けた者をいい、「仮想通貨交換業」
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とは（1）仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換（資金
決済法第2条第7項第1号）、（2）	（1）の行為の媒介、取次
ぎ又は代理（資金決済法第2条第7項第2号）、または、（3）	
（1）および（2）に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮
想通貨の管理をすること（資金決済法第2条第7項第3号）
の行為のいずれかを業として行うことをいいます（資金決済
法第2条第7項及び第8項）。
資金決済法による監査の制度化の流れを受けて、日本公
認会計士協会（以下、「JICPA」。）は、業種別委員会における
専門部会の一つとして「仮想通貨対応専門部会（当時）」を
設置し、仮想通貨交換業者の顧客資産の分別管理監査に係
る、公認会計士または監査法人による業務についての実務
指針等の検討を実施しました。検討の結果、JICPAは、
2017年5月31日付で業種別委員会実務指針第55号「仮想
通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意さ
れた手続業務に関する実務指針」を、また、2018年6月29
日付で業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者
の財務諸表監査に関する実務指針」を公表しました。
2017年3月28日に開催された第357回企業会計基準委
員会において、基準諮問会議より、仮想通貨交換業者に対
する財務諸表監査制度の円滑な運用の観点および仮想通
貨に係る会計処理が明確にされない場合には多様な会計実
務が形成される可能性がある点を踏まえ、仮想通貨に係る
会計上の取扱いについて早急に検討を求める提言がなされ
ました。ASBJは、同年4月より仮想通貨に係る会計上の取
扱いに関する検討を開始し、検討の結果、2018年3月14
日に本実務対応報告を公表しました。

（2）目的

仮想通貨の会計処理および開示に関する当面の取扱いと
して、必要最小限の項目について、実務上の取扱の明確化
を目的として、本実務対応報告が公表されました（第2項）。
本実務対応報告が、当面必要と考えられる最小限の項目に
関する会計上の取扱いのみを定めている背景として、仮想
通貨に関連するビジネスが初期段階にあり、現時点では今
後の進展の予測が難しく、さらに仮想通貨の私法上の位置
づけが明らかではない状況を踏まえた結果であることが説
明されています（第22項）。本実務対応報告において定めの
ない事項については、今後の仮想通貨に関連するビジネス
の発展や会計に関連する実務の状況により、市場関係者の
要望に基づき、別途の対応を図ることの要否を判断すること
になると考えられる旨が述べられています（第22項）。	

（3）範囲

本実務対応報告の適用範囲は、資金決済法上に規定する
仮想通貨とされました（第3項）。これは、仮想通貨交換業者

に対する財務諸表監査制度の円滑な運用を契機として実務
対応報告の開発がなされたこと、および実務対応報告の適
用範囲を明確にすることを考慮したものとされています（第
26項）。
企業が発行した仮想通貨に関して、対価を得て発行した
仮想通貨について負債を計上するのか利益を計上するの
か、また自己に割り当てた仮想通貨を会計処理の対象とす
るのかといった論点が存在します。そのような論点について
の定めを要望する意見も寄せられたものの、ASBJにおける
会計処理等の検討に際しては、自己以外の者により発行さ
れている仮想通貨の会計処理についてのみ議論されてお
り、自己の発行した仮想通貨の取引の実態とそこから生じる
論点が網羅的に把握されていない状況にあることから、自己
（自己の関係会社を含む）の発行した仮想通貨については、
本実務対応報告の範囲から除外することとされました（第3
項、26項）。
なお、いわゆる「マイニング」（採掘）などにより取得した仮
想通貨は、通常、自己（自己の関係会社を含む）以外の者に
より発行されているため、ここでいう自己（自己の関係会社
を含む）の発行した仮想通貨には該当しません。よって、本
実務対応報告の範囲に含まれるとされています（第26項）。
	

（4）会計処理

本実務対応報告において、保有する仮想通貨は、会計上
の資産とする取扱いが定められました。資金決済法におい
ては、仮想通貨は「財産的価値」と定義されています（資金
決済法第2条第5項第1号および第2号）。一方、仮想通貨
は現時点において私法上の位置づけが明確でなく、仮想通
貨に何らかの法律上の財産権を認め得るか否かについては
明らかではないと考えられます（第27項）。また、わが国に
おける会計基準では、多くの場合、法律上の権利を会計上
の資産として取り扱っていますが、必ずしも法律上の権利が
会計上の資産に該当するための要件とはされてはいませ
ん。例えば、繰延税金資産や自社利用のソフトウェア等につ
いても資産計上がなされています。以上より、仮想通貨は、
法律上の権利に該当するかどうかは明らかではないが、売
買・換金を通じて資金の獲得に貢献する場合も考えられる
ため、仮想通貨を会計上の資産としての取り扱い得るとされ
ました（第27項）。
仮想通貨を会計上の資産として扱うにあたり、仮想通貨と
既存の会計基準との関係についての整理が行われました。
仮想通貨は、外国通貨（第29項）、金融資産（第30項）、棚
卸資産（第31項）、無形固定資産（第32項）のいずれにも
（必ずしも）該当しないとされ、仮想通貨として独自の新たな
会計処理が定められています（第33項）。
本実務対応報告が定めている具体的な会計処理は、以下
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の4点（①～④）です。

① 期末における仮想通貨の評価
保有する仮想通貨の期末評価について、本実務対応報告
第5項から第12項において、以下のように取扱いが定めら
れました。
●		活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもっ
て貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益と
して処理する（第5項）。

●		活発な市場が存在しない場合、取得原価をもって貸借対照
表価額とする。期末処分見込価額が取得原価を下回る場合
には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取
得原価との差額は当期の損失として処理し（第6項）、当該
損失の戻入は行わない（第7項）。

●		活発な市場が存在する場合とは、継続的に価格情報が提
供される程度に仮想通貨取引所または仮想通貨販売所に
おいて十分な数量および頻度で取引が行われている場合
をいう（第8項）。

●	活発な市場が存在する場合の市場価格は、保有する仮想
通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績の最も大
きい仮想通貨取引所または仮想通貨販売所における取引
価格とする（第9項）。

●		自己の運営する仮想通貨取引所または仮想通貨販売所に
おける取引価格は、「公正な評価額」を示している市場価格
であるときに限り、時価として期末評価に使用できる（第10
項）。

本実務対応報告に定める期末評価の取扱いは、これまで
のわが国の会計基準における評価基準に関する考え方を参
考に、資産の保有目的や活発な市場の有無の観点から、基
本的な考え方を整理したと説明されています（第34項）。ま
ず、	活発な市場が存在する仮想通貨については、価格変動
リスクを負って当該価格変動より利益の獲得を目的として保
有していると考え、時価評価および評価差額の当期損益と
しての処理を定めています（第36、38項）。　
これに対し、活発な市場が存在しない仮想通貨は、時価
の客観的把握の困難性および売却・換金の制約を根拠とし
て、取得原価による評価を定めています（第37、38項）。さ
らに、活発な市場が存在しない仮想通貨に関して、期末処
分見込価額が取得価額を下回るときには期末における処分
見込価額による評価を行い、評価損失は当期の損失として
の処理が要求されています（第6項）。具体的な処分見込価
額の見積りに関しては、独立第三者の当事者との相対取引
を行った場合の価額等、資金の回収が確実な金額に基づく
取扱いが考えられます（第43項）。しかし、資金の回収が確
実な金額の見積りが困難な場合には、ゼロまたは備忘価額

を処分見込価額とするという考えが示されています（第43
項）	。
活発な市場の有無についての判断規準は、国際的な会計
基準において示されている「活発な市場」の判断規準につい
ての考え方を参考に検討されました（第47項）。その結果、
活発な市場が存在する場合とは、仮想通貨交換業者または
仮想通貨利用者の保有する仮想通貨について、継続的に価
格情報が提供される程度に仮想通貨取引所または仮想通貨
販売所において十分な数量および頻度で取引が行われてい
る場合をいうとされました（第8項）。ここにおける、「継続的
に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所または仮想
通貨販売所において十分な数量および頻度で取引が行わ
れている場合」について、保有する仮想通貨の種類、当該保
有する仮想通貨の過去の取引実績および当該保有する仮想
通貨が取引の対象とされている仮想通貨取引所または仮想
通貨販売所の状況等を勘案し、個々の仮想通貨の実態に応
じた判断が考えられると説明されています（第47項）。当該
判断に際して、例えば、合理的な範囲内で入手できる価格
情報が、仮想通貨取引所または仮想通貨販売所ごとに著し
く異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する
価格差が著しく大きい場合には、通常、市場は活発ではな
いと判断されるとも説明されています（第47項）。
以上の会計処理を図示すると、図表1のとおりとなります。
	
仮想通貨の取引に係る活発な市場の判断の変更時の取
扱いは、以下のように規定されています。
●		活発な市場が存在する仮想通貨から活発な市場が存在し
ない仮想通貨への変更があった場合には、最後に観察され
た市場価格に基づく価額をもって取得原価とし、評価差額
は当期の損益として処理し、期末評価は、活発な市場が存
在しない仮想通貨の扱いに従って行う（取得原価をもって

図表1

活発な市場が存在（第5項） 活発な市場が存在しない
（第6項、第7項）
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時
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価
格（
時
価
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10 12 7 10 7 9

評価益 2

評価損 3 損失 3 戻入益 2

または 翌期

活発な市場が存在する場合は、時
価が帳簿価額を上回ったときは
評価益、下回ったときは評価損が
認識される。

活発な市場が存在しない場合は、
取得原価での評価となるが、処分
見込価額が取得原価を下回った
ときは、損失を認識する。その後、
処分見込価額が回復したときで
も、戻入れは行わない。
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貸借対照表価額とし、期末処分見込価額が取得原価を下
回る場合には、取得得原価との差額を当期の損失として処
理）（第11項）。

●		活発な市場が存在しない仮想通貨から活発な市場が存在
する仮想通貨への変更があった場合には、期末評価は、活
発な市場が存在する仮想通貨の扱いに従う（市場価格に基
づく価額をもって貸借対照表価額とし、差額は当期の損益
として処理）（第12項）。結果的に、前期以前に計上した損
失処理相当額が当期の損益として処理されることがあり得る
（第51項）。
以上の会計処理を図示すると、図表2のとおりとなります。

②仮想通貨の売却損益の認識時点
本実務対応報告は、保有する仮想通貨の売却損益につい
て、売買の合意が成立した時点において認識すると定めて
います（第13項）。わが国の会計基準においては、売却損益
の認識時点に関する具体的な判断基準として、売買の合意
が行われた時に売却損益の認識を行う約定日基準と、引渡
時に売却損益の認識を行う受渡日基準の2つの方法が見ら
れます（第52項）。仮想通貨の売買取引は、	通常、売手は売
買の合意が成立した時点の後においては、売却した仮想通
貨の価格変動リスク等に実質的に晒されていないため、売
却損益は確定していると考えられます。そのため、	仮想通貨
の売却損益の認識時点を売買の合意が成立した時点とする
方法が採用されました（第53項）。

③仮想通貨の売却損益の表示方法
本実務対応報告は、保有する仮想通貨の売却損益は、損
益計算書において売却収入から売却原価を控除して算定し
た純額による表示を定めています（第16項）。仮想通貨交換
業者においては、通常、同一種類の仮想通貨に対する購

入・売却を反復的・短期的に実施し差益獲得目的で仮想通
貨を保有していると考えられます。また、活発な市場が存在
しない場合も、差益獲得目的の保有である点は同じである
と考えられるため、売買取引に伴って得られる差益をその発
生した期間における企業活動の成果として純額による表示
が適切とされています（第60、61項）。また仮想通貨利用者
においても、差益獲得目的および決済目的から仮想通貨の
保有が想定され、発生期間の企業活動の成果として売買取
引によって得られる差益についての純額の表示を適切とし
ています（第62項）。なお、本実務対応報告は、純額表示に
ついては定めているが、損益の表示科目については定めて
いません。

④仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨
本実務対応報告は、仮想通貨交換業者が預託者から預
かった仮想通貨に関しては、以下の取扱いを定めています。
●		預託者との合意に基づいて仮想通貨を預かった時に、預
かった仮想通貨を資産として認識し、預かった時の時価に
より計上する（第14項）。

●		同時に、預託者に対する返還義務を負債として認識し、資
産の帳簿価額と同額により計上する	（第14項）。

●		預託者から預かった仮想通貨に係る資産の帳簿価額は、仮
想通貨交換業者自身の（同一種類の）保有仮想通貨と簿価
分離する	（第15項）。

●		期末評価については、資産を「①	期末における仮想通貨の
評価」と同様の方法により評価し、負債は資産と同額とする
（つまり期末評価からは損益を計上しない）（第15項）。

これまでのわが国の実務慣行においては、原則として、預
託者から預かった資産について、法律上の権利の受託者へ
の移転に着目し、預かった資産を会計上の資産として計上

図表2

活発な市場が存在する場合から
活発な市場が存在しない場合への変更（第11項）

活発な市場が存在しない場合から
活発な市場が存在する場合への変更（第12項、第51項）

取
得
原
価

時
価

市
場
価
格（
時
価
）

10 12 5

取
得
原
価

処
分
見
込

価
額取

得
原
価

12 5 7

評価益 2

評価損 5
戻入益 2

損失 5

活発な市場が存在する場合から活発な市場が存在しない場合へ、活発な市場
の判断が変更されたとき、時価評価された価額が取得原価となり、当該取得
原価より処分見込価額が下回った場合その差額が損失として認識される。

または
翌期

変更

または

活発な市場が
存在する

活発な市場が
存在しない

取
得
原
価

10

市
場
価
格（
時
価
） 時

価

帳
簿
価
額

12 5

損失 3

評価損 2

評価益 5

活発な市場が存在しない場合から活発な市場が存在する場合へ、活発な
市場の判断が変更されたとき、帳簿価額と時価との差額が評価損益とし
て認識される。

翌期

変更

または

活発な市場が
存在しない

活発な市場が
存在する

処
分
見
込

価
額

7 7
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するか否かを判断しています（第54項）。しかし、預かった
仮想通貨の取扱いを決定するためには、以下の仮想通貨の
特徴をどのように反映するかという論点が存在しました。
●	私法上の位置づけが明確ではないため、法律上の権利の
受託者への移転の判断ができない（第54項）。	

●	分別管理（「監査の章参照」）	が、「仮想通貨交換業者に関
する内閣府令」（平成29	年内閣府令第7	号）において求め
られているが、仮想通貨の私法上の位置づけが明確ではな
い中で、一般に仮想通貨自体には現金と同様に個別性がな
い（第55項）。

●	預かった仮想通貨については仮想通貨交換業者が処分に
必要な暗号鍵等を保管することから、仮想通貨交換業者は
預託者から預かった仮想通貨を自己の保有する仮想通貨と
同様に処分可能な状況にある（第55項）。

●		現時点においては、仮想通貨交換業者が破産手続の開始
決定を受けたときには、仮想通貨交換業者の破産財団に組
み込まれた預託者の仮想通貨について預託者の所有権に
基づく取戻権は認められていないと言われている（第55
項）。

検討の結果、自己が保有する仮想通貨との同質性を重視
し、現金の預託を受ける場合と同様に、仮想通貨交換業者
は預託者との預託の合意に基づいて預かった時において、
その時点の時価による資産としての計上が定められました
（第56項）。
また、預託者から預かった仮想通貨に係る負債の期末の
貸借対照表価額は、当該預かった仮想通貨に係る資産の期
末の貸借対照表価額と同額とする取扱いも定められています
（第15項）。これは、自己が保有する仮想通貨との同質性を
重視する観点から、保有する仮想通貨と同様の方法による
期末評価が適当であると考えられた結果です（第57項）。	し
かし、預託者から預かった仮想通貨に係る価格変動リスク
等を仮想通貨交換業者は負わないため、仮想通貨交換業者
が預託者から預かった仮想通貨からの損益の認識は適当で
はないとされました（第58項）。

（5）注記事項

本実務対応報告は、以下の注記を定めています（第17
項）。
●		仮想通貨交換業者または仮想通貨利用者が期末日におい
て保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額。

●		仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨の
貸借対照表価額の合計額。

●		仮想通貨交換業者または仮想通貨利用者が期末日におい
て保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想
通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨

の種類ごとの保有数量および貸借対照表価額。ただし、貸
借対照表価額が僅少な仮想通貨については、貸借対照表
価額を集約して記載することができる。

ただし、仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業者の期末
日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額お
よび預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の
合計額を合算した額が資産総額に比して重要でない場合、
注記を省略することができます。また仮想通貨利用者は、仮
想通貨利用者の期末日において保有する仮想通貨の貸借
対照表価額の合計額が資産総額に比して重要でない場合、
注記を省略することができます（第17項）。
仮想通貨のリスクは種類によって異なることから、種類別
の保有数量と貸借対照表価額の開示により、財務諸表の利
用者による仮想通貨のリスク評価が可能となると考えられま
す（第63項）。また、仮想通貨の種類によっては、同一種類
の仮想通貨であっても複数の仮想通貨取引所または仮想通
貨販売所で異なる取引価格等が形成される可能性があるた
め（一物一価とはいえない状況であるため）、保有数量と貸
借対照表価額の開示により、有用な情報が提供されます（第
63項）。

（6）適用時期

適用時期は、以下のように定められています。
2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用す

る。ただし、本実務対応報告の公表日（2018年3月14日）
以後終了する事業年度および四半期会計期間から適用する
ことが可能である（第18項）。

2 おわりに

本実務対応報告が公表された結果、仮想通貨交換業者お
よび仮想通貨を保有する事業者における、仮想通貨に関す
る最低限の会計処理について、当面の取扱いが明らかにさ
れたと考えられます。これに対して、仮想通貨の発行および
自己（自己の関係会社を含む）が発行した仮想通貨を保有し
ている場合の扱い、並びに、仮想通貨を支払手段として財
またはサービスを購入した場合の取扱いについては、本実
務対応報告の対象となっていません。
JICPA業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者
の財務諸表監査に関する実務指針」に記載されているよう
に、資金決済法上の仮想通貨であっても、本実務対応報告
第3項において対象外となっている自己（自己の関係会社を
含む）の発行した資金決済法に規定する仮想通貨に関して
は、仮想通貨交換業者及び仮想通貨を保有する事業者にお
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いて、以下のような点についての留意が必要と考えます。

①	本実務対応報告第5項から第15項における会計処理の対
象外となるため、別途、会社が採用した会計処理方法が妥
当かどうか、また、その適用状況を検討する。

②	財務諸表の利用者が適正な判断を行うために必要と認め
られる場合には、採用している会計処理方法が適正に開示
されているかどうかを検討する。

③	財務諸表の利用者が適正な判断を行うために必要と認め
られる場合には、本実務対応報告の注記の対象外となって
いる仮想通貨の種類ごとの保有数量、貸借対照表価額等
の追加の開示についても検討する。

前述のように、本実務対応報告が、当面必要と考えられる
最小限の項目に関する会計上の取扱いのみを定めている背
景として、「仮想通貨に関連するビジネスが初期段階にあ
り、現時点では今後の進展の予測が難しく、さらに仮想通貨
の私法上の位置づけが明らかではない状況」を踏まえた結
果であることが説明されています（第22項）。このような現
在の状況においては、各社における会計処理の判断が異な
る場合も想定されます。日本証券業協会における統一経理
基準のように、2018年10月24日に自主規制団体として認
定された日本仮想通貨交換業協会において、仮想通貨交換
業における会計処理の指針が示されることや、実務慣行が
形成されていくにつれ、実務対応報告の範囲以外の会計処
理についても整理が進むことが期待されます。

鈴木	智佳子（すずき	ちかこ）
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	室長	パートナー
公認会計士、（社）日本証券アナリスト協会検定会員
日本公認会計士協会	業種別委員会	仮想通貨対応専門委員会	専門委員長
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Vision 2025
─PwCあらた有限責任監査法人の挑戦─

第1回 ビジョンの背景と3つのトラスト

PwCあらた有限責任監査法人
執行役副代表　木内	仁志

会計／監査

はじめに
　PwCあらた有限責任監査法人は、2018年 11月 15日に

「Vision 2025 “デジタル社会に信頼を築くリーディングファ 
ーム ”」を発表しました。Vision 2025は、当法人が PwCの
Purpose（存在意義）である「社会における信頼を築き、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、2025年における私たちを取り巻く環境を
概観し、今後の法人の在り方を構想したものです。
　「信頼（トラスト）」をキーワードとし、デジタル社会において
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）を達成するために「品質の追求」「トラストサービスの拡
充」「デジタル化とデータ活用」「人財の未来への投資」「ス
テークホルダーへの発信と対話」の 5つを戦略的優先領域に
挙げています。本稿では、「Vision 2025」の背景と当法人が
目指す3つのトラストについて紹介します。

1 Vision 2025の背景 

当法人は2025年に向けたVisionを考えるにあたり、私た
ちを取り巻く世界や日本の社会がどうなっていくのかを考え
ました。
PwCグローバルネットワークは、社会のさまざまな課題の
根底にある大きな潮流として、グローバルで「急速な都市化
の進行」「気候変動と資源不足」「人口構造の変化」「世界の
経済力のシフト」「テクノロジーの進歩」の5つのメガトレンド
があると考えています。また、これらのメガトレンドを背景
に、近年急速に世界全体の課題として認識されてきた事象
を“ADAPT”という枠組みで捉えています。
“ADAPT”とは「Asymmetry（貧富の差の拡大と中間層の
衰退）」「Disruption（ビジネスモデルの創造的破壊と産業の
境界線の消失）」「Age（ビジネス、社会制度、経済に対する
人口圧力）」「Populism（世界的なコンセンサスの崩壊とナ
ショナリズム台頭）」「Trust（組織に対する信頼の低下とテク
ノロジーの影響）」の頭文字を取ったものです。特に、最後の
「Trust」については、近年起きている不正事件などで組織・
情報に対する信頼性が低下していることや、テクノロジーの
深化により社会構造や価値観などが大きく変化していくこと
を想定しており、その中で「信頼」の在り方が変わってくると
考えています。
また、日本では政府が科学技術政策「Society	5.0」を公表
しています。Society	5.0	とは、フィジカル空間のセンサー
からの膨大な情報をサイバー空間に蓄積し、このビッグデー
タを人工知能（AI）が解析し、その解析結果がフィジカル空
間の人間にさまざまな形でフィードバックされることで問題
解決や価値が提供される社会です。これまでの情報社会
（Society	4.0）では知識や情報が共有されず、分野横断的な
連携が不十分という問題がありました。Society	5.0で実現
する社会では、IoT（Internet	of	Things）や高度化された通
信技術によって全ての人とモノがつながり、さまざまな知識
や情報が共有されて今までにない新たな価値が生み出さ
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れ、多様な課題や困難が克服されると考えられています（図
表 1）。しかし、同時に、これまでにない新たな課題が多々生
じることも想定されます。このような情報やデータが基盤と
なる社会においては、その信頼性を確保することが極めて
重要となります。
	

2 Vision 2025と3つのトラスト

このような社会環境を踏まえて、私たちのPurposeである
「社会に信頼を構築し、重要な課題を解決する」ためには、
デジタル化する社会において「信頼」を構築することが必要
だという認識から、Visionを「デジタル社会に信頼を築く
リーディングファーム」と定めました。具体的には、図表 2の

とおりデジタル社会で3つのトラスト①「信頼の付与」②「信
頼づくりのサポート」③「信頼基盤の創生」――を行うことで、
デジタル社会における信頼の構築をリードしていきます。

①信頼の付与

私たちが中核業務としている財務諸表監査に代表される、
企業などが作成した財務情報に対して信頼を付与し、利用
者が安心できるような保証を付与することです。企業の財務
報告プロセスが高度化・複雑化し、自動化やクラウド化が進
む中で、最新テクノロジーを駆使して監査の手法を大きく変
え、より効果的かつ効率的に重要な不正や誤謬を防止・発
見することを目指していきます。また、これを財務諸表以外
の情報、プロセス、セキュリティなどに対する保証業務にも
拡大していきます。

図表1：2025年の世界

図表2：2025年の“PwCあらたのトラスト”

“Society 5.0”  = 我が国が目指す社会
サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会（Society）

サイバー空間（クラウドなど）

これまでの情報社会（4.0）

サイバー空間（クラウドなど）

フィジカル（現実）空間 フィジカル（現実）空間

Society 5.0

“デジタル社会”の加速化

✓あらゆる情報がデジタル化、ビッグデータ化

✓AIで解析、高付加価値の提供、提案、指示

✓テクノロジーの急速な進展で加速される
情報作成・入手・分析 融合

ビッグデータ AI

IoTセンサー Robotics

デジタル社会

提供者／作成者

企業

政府

個人

IoT

ロボット

利用者

投資家／市場

企業

政府

個人

ロボット

PwCあらたのトラスト

信頼基盤の創生

財務情報、非財務情報

データ

戦略と計画

システム・プロセス・コントロール

契約・コミットメント

行動様式・文化・価値観

信
頼
づ
く
り
の
サ
ポ
ー
ト

信
頼
の
付
与
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②信頼づくりのサポート

①の保証業務で蓄積された経験や知識を生かし、政府や
企業などが正確な情報を提供または作成できるように、情
報作成プロセスの構築やデータの信頼性を高める活動をサ
ポートすることです。ここには、情報セキュリティ構築支援、
内部監査・ガバナンス・コンプライアンス支援なども含まれ
ます。

③信頼基盤の創生

データや情報が正確かつ網羅的に蓄積され、安全に利用
されるためのインフラ・プラットフォームづくりです。デジタ
ル技術の積極的な活用により、トラストサービスの正確性、
俊敏性、多様性、安全性を大幅に改善するとともに、組織の
壁を越え、共通目標の達成に向けて共同作業を行うための
バーチャルワークスペースを構築することにより、持続可能
なトラストサービス基盤の創生に貢献します。	

これら3つのトラストを通じて、私たちは「デジタル社会に
信頼を築くリーディングファーム」を目指し、社会に貢献して
いきます。第2回以降は、このVisionを実現するための5つ
の戦略的優先領域について、順にご紹介します。

木内	仁志（きうち	ひとし）
PwCあらた有限責任監査法人	執行役副代表
約4年間の米国駐在を経て、2009年以降、名古屋地区を中心として、会計
監査、米国上場支援、米国企業改革法に基づく内部統制監査（US	SOX）お
よび金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制監査（J-SOX）支援、
国際財務報告基準（IFRS）導入支援などに従事している。
2009年にアカウンティングサポート部リーダーとしてIFRS導入などをリード
した後、2012年7月から4年間、名古屋事務所長として名古屋地区の自動
車関連企業の監査などに従事し、2014年5月よりPwCのアジア地区におけ
る自動車産業リーダー、自動車産業グローバル・アシュアランス・リーダー
を務めた。2016年7月に執行役副代表に就任し、現在に至る。

会計／監査
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日本のIFRS適用企業が表示・開示する
段階利益と独自KPI

PwCあらた有限責任監査法人
PwCあらた基礎研究所
主任研究員　野村	嘉浩

はじめに
 　日本において国際会計基準（IFRS）の任意適用が始まった
2010年 3月期から、10年目を迎えました。この間、IFRS適用
企業数は、2018年 9月期までの有価証券報告書・四半期報
告書発表時点で184社に達しています。
　IFRS適用企業数が増加する環境下、各企業が表示・開示
する段階利益にさまざまなばらつきが見られるようになり、投
資家が企業間比較を行う上での留意事項となっています。
　例えば、多くの IFRS適用企業が営業利益と称する段階利
益を表示していますが、一部の IFRS適用企業はこれを表示
していません。また、営業利益を表示する企業の中でも、持
分法投資損益について、営業利益に含めて表示するケース
と含めずに表示するケースが見られ、単純比較が難しくなっ
てきました。
　さらに、いくつかの企業の経営者は、さまざまな定義でさ
まざまな呼称を用いた主要業績指標（KPI）を、財務諸表本表
とは別に開示し始めました。投資家は、企業が自らの意思に
よって独自に開示するKPIの定義を確認した上で、そのトレン
ドを評価していく必要性が高まっていると考えられます。
　 そこで 本 稿で は、日本 の 上 場 企 業 にお ける時 価 総 額

（2018年 12月19日時点）上位 200社に含まれるIFRS適用企
業 73社について、その傾向を分析し、いくつかの気付きを取
りまとめました。
　一方、国際会計基準審議会（IASB）は「基本財務諸表」と称
するプロジェクトを進めており、純損益及びその他の包括利
益計算書における段階利益の表示等に関する審議を展開し
ています。議論の行方は流動的ですが、2018年 12月までの
審議では、いくつかの暫定合意事項があり、2019年後半に
向けてディスカッションペーパーまたは公開草案の公表を予
定しています。この動向についても確認したいと思います。

1 IFRS適用企業における段階利益とKPI

（1）営業利益の表示が多数派

日本企業のIFRS適用済企業は、2018年9月期までの有
価証券報告書・四半期報告書発表時点で184社が確認され
ています。このうち、時価総額（2018年12月19日時点）上
位200社に含まれる73社を対象に、純損益及びその他の
包括利益計算書における段階利益の表示について分析して
みたいと思います。
まず、日本の企業経営者や投資家にとってなじみのある
営業利益と称される段階利益について考えてみましょう。
IAS第1号「財務諸表の表示」81A項は、純損益及びその他
の包括利益計算書において、（a）純損益、（b）その他の包括
利益の合計、（c）当期の包括利益（純損益とその他の包括利
益の合計額）の表示を要求していますが、日本基準における
営業利益のような段階利益の表示を要求していません。もっ
とも、IAS第1号85項において「企業は、企業の財務業績の
理解への目的適合性がある場合には、（中略）見出し及び小
計を、純損益及びその他の包括利益を表示する計算書に表
示しなければならない」としています。
このような背景からか、表 1（P32）にあるように、73社中
12社は純損益及びその他の包括利益計算書の本表におい
て営業利益を表示していません。営業利益を表示しない理
由として、段階利益を経営指標として重視していない、日本
基準における特別損益に該当する項目が営業利益に含まれ
る可能性があり、日本基準の営業利益と必ずしも同じにはな
らないことなどが考えられます。
一方で、61社もの企業が当期純利益から法人所得税費
用や金融費用を控除する前の段階で、営業利益を表示して
います。この傾向の背景として、日本基準適用企業が表示
する営業利益との比較可能性が意識されている可能性があ
るでしょう。

経営
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（2）持分法損益は営業利益を構成するか

さらにもう1つ、興味深い点は、持分法損益の表示につい
て、これを営業利益に含めて表示するケースと含めずに表
示するケースとの双方が確認できる点です。

表 1に示したように、前者が18社、後者が37社確認され
ており、前者が少数派とはいえ無視できない社数と考えられ
ます。持分法適用企業であっても、その損益は営業利益に
含められる他の損益と近い性格を有するとの経営者の意思
が、前者の企業群からうかがえます。
前者18社のうち17社は、日本基準からのIFRS適用でした

（1社は米国基準からのIFRS適用でした）。日本基準では、
持分法損益は営業外損益での表示が要求され、営業利益に
含めずに表示されます。その意味では、一定数の企業が、
IFRS適用を契機として、持分法損益を営業利益に含める判
断を行ったようです。

（3）独自のKPIの開示にも注目

次に、独自のKPIの開示に注目してみたいと思います。
表 2に示したように、73社中31社は企業独自のKPIを開
示しました。いずれのKPIも、同じ名称ながら企業によって
その定義が異なることがありますので、企業比較を行う上で
は留意が必要です。
IAS第1号87項は、「企業は、収益又は費用のいかなる項
目も、純損益及びその他の包括利益を表示する計算書又は
注記において、異常項目として表示してはならない」と規定
しています。そのことから、これらのKPIは、財務諸表本表
や注記とは異なる場所（例えば、有価証券報告書の「経営者
による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
分析」の項）で説明されています。各企業は、経営者のメッ
セージとしてKPIを説明していると考えられます。

2 IASBによる「基本財務諸表」プロジェクト

さて、今まで見てきましたように、IFRS適用企業は、さま
ざまな形で段階利益やKPIの表示・開示を行っています。こ
うした動きを踏まえて、IASBでは「基本財務諸表」プロジェク
トにおいて、段階利益の表示等についての審議を展開して
います。
2018年12月までの審議では、純損益及びその他の包括
利益計算書における純損益計算において、3つの定義され
た小計を設けることが検討されています。
小計の定義の方法は純利益から除外する項目を特定して
いく「残余アプローチ」と呼ばれる手法を用いています。
まず純損益から財務収益・財務費用と法人所得税費用を
除外した段階で「第1の小計」を置いています。これは一般

に、「税金・金利控除前利益」（EBIT）などと呼ばれる段階利
益に近い概念です。
この次の小計の定義を決めるにあたって、特色がありま
す。前述のように、持分法損益を営業利益に含めて表示す

表1：IFRS適用73社の営業利益表示状況

本表での表示あり 61

（持分法損益の取扱い）

持分法損益を含む 18

持分法損益を含まない 37

持分法損益の表示がない 6

本表での表示なし 12
（注）1．「営業利益」に替えて「営業活動に係る利益」と表示するケースを含める

 2．四半期報告書が最新の公表書類の場合、四半期報告書をベースに集計
出所：各社有価証券報告書・四半期報告書（一部、有価証券届出書）を基にPwCあらた有限

責任監査法人が作成

表2：IFRS適用73社の主要業績指標（KPI）開示状況

KPIの開示あり 31

（KPIの名称）

コア営業利益 10

事業利益 9

調整後営業利益 4

調整後EBITDA 2

EBITDA 2

その他（1社ずつ独自の名称） 4

（営業利益の表示）

あり 25

なし 6

KPIの開示なし 42
（注）四半期報告書が最新の公表書類の場合、四半期報告書をベースに集計
出所：各社有価証券報告書・四半期報告書（一部、有価証券届出書）を基にPwCあらた有限

責任監査法人が作成

表3：財務業績計算書において考えられる小計の例示

損益計算書の性質別表示

……

営業利益 3,000

不可分の共同支配企業及び関連会社の利益に対する持分 
相当額 500

営業利益並びに不可分の関連会社及び共同支配企業の利益
に対する持分相当額 3,500

金融資産の公正価値の変化 250

配当収入 50

不可分でない共同支配企業及び関連会社の利益に対する 
持分相当額 100

財務及び法人所得税前利益 3,900

実効金利法を用いて計算した現金及び現金同等物からの金利
収益 80

現金及び現金同等物並びに財務活動からのその他の収益 20

財務活動からのその他の費用 -1,000

その他の財務収益 50

その他の財務費用 -350

税引前利益 2,700
出所：2018年11月 IASB会議Agenda Paper 21A付録Dより抜粋

経営
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るケースと含めずに表示するケースがあることを踏まえて、
IASBは、持分法損益を、不可分でない（non-integral）共同
支配企業及び関連会社から生じるものと、不可分の
（integral）共同支配企業及び関連会社から生ずるものとに
分けることを検討しています。
そして、「第1の小計」から、受取配当に代表される投資収
益等と前者（non-integral）の持分法損益を除外した段階で
「第2の小計」を置きます。この「第2の小計」を、間接法の
キャッシュ・フロー計算書の出発点とする提案も同時に検討
しています。
さらに「第2の小計」から、後者（integral）の持分法損益を
除外した段階で「第3の小計」を示し、これを「営業利益」と
称することを考えています。
持分法損益を2つに分ける点、小計を3段階も定義する
点など、今後、さまざまな市場関係者から意見が寄せられる
可能性がある提案が審議されているようですが、ある程度、
定義を決めて小計を設定することは、企業の比較可能性を
高める観点から歓迎されるべき方向性であると、筆者は考え
ます。
さらにIASBでは、経営者業績指標（MPM：Management	
Performance	Measures）を注記開示することを視野に入れ
た提案を検討しています。こちらは、前述したように、IFRS
適用企業が独自のKPIの開示を行う実務を意識した対応と
考えることも可能です。
IASBのWork	Planでは「基本財務諸表」プロジェクトの今
後のステップとして、2019年後半にディスカッションペー
パーまたは公開草案を公表するとしています。2019年も
IASBにおいて引き続き審議される注目プロジェクトとして、
その行方に注目していきたいと思います。

3 おわりに

日本のIFRS適用企業数は、2018年12月期以降も、徐々
に増加していくようです。従って、今後、さらに表示や開示
のばらつきが拡大する可能性も否定できません。財務諸表
利用者は、各企業の表示・開示の姿勢を正しく理解して、経
営者との対話を続ける必要があるでしょう。
また、IASBでの「基本財務諸表」プロジェクトにおいて、今
後、段階利益の表示等に関して、どのような審議が展開され
るか、2019年後半に公表される予定のディスカッション
ペーパーまたは公開草案の内容について、注目していく必
要があるでしょう。

野村	嘉浩	（のむら	よしひろ）
PwCあらた有限責任監査法人	PwCあらた基礎研究所	主任研究員
証券系研究所・証券会社における企業アナリスト、株式市場ストラテジスト、
会計・開示制度の調査経験を経て、2018年10月入所。2007年から2012
年まで企業会計基準委員会の委員に就任。著書に『会計制度改革と企業行
動』（中央経済社・共著）、『テキスト金融商品会計』（中央経済社・共著）。
日本会計研究学会会員、WICIジャパン「統合報告優良企業表彰」審査委員
会委員。
メールアドレス：yoshihiro.nomura@pwc.com

33PwC’s View — Vol. 19. March 2019



Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　IPOを目指す企業には、創業間もないスタートアップ企業から設立後数十年が経過している成熟企業まで、さま
ざまなステージの企業があります。IPOを目標に掲げると、経営者の頭の中には業績の進捗状況や、コーポレート
ガバナンスの対応状況に意識がどうしても行きがちですが、近年、上場審査では、法令の遵守状況（コンプライア
ンス）についても重点確認項目となっています。その中でも、人事労務に関するコンプライアンスでは特に労働基
準法が重要ですが、会社の組織体制やビジネスモデルにより、上場審査において、論点となる事項は異なります。
　最近、特に問題となる事項としては、時間外・休日労働に関する協定届（通称および以下、「36協定」。）が適
切に運用されているか、管理監督者の範囲が適切か（いわゆる名ばかり管理職問題）などがあります。時間外
労働に関して、本来、支払うべき割増賃金が払われていないような場合には、詳細な調査とともに、上場まで
に完済することが原則的には求められます。これらの遵守ができていない状況が確認されると、上場スケジュー
ルに直接的な影響を及ぼすため、早期に課題を把握し対応することが必要です。本稿は、主な論点と審査時に
どのような観点から確認がなされるかを中心に解説します。

（1）就業規則と36協定（図表1、図表2）
　労務管理に関連して、一般的な会社において法令上届け出が義務付けられている届出は就業規則と時間外・休日
労働に関する協定届が挙げられます。就業規則は、会社の実態に即して作成しなければなりません。一般のひな型
を参考に作成して実態の運用と異なるといったことがないように、最初に対応すべき事項です。作成後は管轄の行
政官庁（労働基準監督署）へ届け出を行います。
　次のステップでは、残業に関する対応を行います。労働基準法では、労働時間は原則として 1日 8時間・1週 40時
間以内とされており、これを「法定労働時間」といいます。 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働（残業）をさせ
る場合には、労働基準法第 36条に基づく労使協定（36協定）を締結し、所轄労働基準監督署長への届出をする必要
があります。
　時間外労働の上限（以下、「限度時間」。）は月 45時間・年 360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを
超えることはできず、 時間外労働の上限規制は年 720時間、複数月平均 80時間以内（休日労働を含む）、月 100時間

（休日労働を含む）を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。
　これらを遵守するには、従業員の労働時間を適切に把握する必要性があり、時間管理が正しくできていないと労
働基準法の遵守や正しい賃金を支払うこともできません。そのため、従業員の労働時間の管理は重要です。

1│主要な労務コンプライアンスに関する論点

PwC IPO
第3回 労務管理体制
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　會津	勇大

図表1：就業規則と36協定の要約

就業規則 36協定
根拠法令 労働基準法第89条 労働基準法第36条

提出義務者 常時10人以上の労働者を使用する使用者
（正規従業員のほか、パートタイム労働者、臨時のアルバイトを含みます）

法定労働時間（原則週 40時間、1日8時間）を超え
て労働時間を延長又は週 1回の休日の定めを超え
て休日労働をさせる場合の使用者

提出先 労働基準監督署 労働基準監督署

記載内容 ・絶対的記載事項（いかなる場合でも記載が必要）
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を 2組以上に分け

て交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2 賃金（臨時の賃金等を除く）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支

払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項（解雇の事由を含む）

・相対的記載事項（定めをおく場合には必ず就業規則に記載が必要）
4 退職手当の、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方

法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額に関する事項
6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めに関する事項
7 安全及び衛生に関する事項
8 職業訓練に関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
11 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項

下記について労働組合又は労働者の過半を代表
するものと書面により協定した上で労働基準監督
署への提出が必要です。
1 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
2 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
3 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
4 1日について延長することができる時間
5 1日を超える一定の期間について延長すること

ができる時間（注）
6 有効期間（最短で1年）

（注） 変形労働時間制でない一般労働者の場合。延長時間
は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えること
ができません。
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（2）労働時間の管理
①労働時間の把握
　経営者には、労働者の実際の労働時間を把握し、その時間に基づいた賃金を払う義務があります。そのため、
まず会社にて労働時間の定義を行い、それを社員に周知徹底した上で、正しい労働時間を把握できる仕組みを構
築することが必要です。労働時間の定義としては、独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「労働時間の定義」

（以下）が参考になります。

1） 労基法 32条のいう労働時間（「労基法上の労働時間」）は、客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令
下に置かれたものと評価できるか否かにより決まる。就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為（実作
業のための準備行為など）を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されない。労基法上の労
働時間は、就業規則に定められた所定労働時間とは必ずしも一致しない。

2） 本来の業務の準備作業や後かたづけは、事業所内で行うことが使用者によって義務づけられている場合や現
実に不可欠である場合には、原則として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、労基法上の労働時
間に当たる。

3） 労働者が具体的な作業に従事していなくても、業務が発生した場合に備えて待機している時間は、使用者の指
揮命令下に置かれたものと評価され、労基法上の労働時間に当たる。ビル管理人の仮眠時間などは、労働か
ら完全に離れることが保障されていない限り、休憩時間ではなく、労基法上の労働時間に当たる。

②労働時間のモニタリング
　労働時間を正確に把握した後は、会社としてモニタリングが必要です。具体的なモニタリング項目は、以下が考
えられます。

a） 日々の残業の適切性
b） 月次で 36協定内の時間の範囲に収まっているか
c ） 特別な事情により時間を超過する場合は年6回以内に収まっているか

a）については所属長が承認、b）、c）については経営管理部などで管理することが考えられます。

（3）管理監督者の範囲
　管理監督者とは労働基準法上、労働時間、休憩、休暇等の制限を受けない労働者で法律上の労働時間等の制
限を受けません。社内役職名称の管理職とは区別して考える必要があり、必ずしも管理職は管理監督者に該当は
しません。管理監督者に当てはまるかどうかは役職名ではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、待
遇を踏まえて実態により判断します。上場審査上は、労働基準法上の管理監督者と会社の指定する管理職の定義
が一致しているかの確認がなされます。そのため、早期に専門家と連携して、次の観点から自社の指定する管理
職が労働基準法上の管理監督者と一致しているかを確認する必要があります。

PwC	IPO│労務管理体制

図表2：限度時間

期間 限度時間

1週間 15時間

2週間 27時間

4週間 43時間

1箇月 45時間

2箇月 81時間

3箇月 120時間

1年間 360時間

* 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「雇用関係紛争判例集」5. 労働条件（37）【労働時間】労働時間の定義（https://www.jil.go.jp/hanrei/
conts/05/37.html）より引用
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Autofacts（オートファクツ）

PwC IPO 
労務管理体制

　上場審査において、具体的にどのような点が確認されるかを以下で見ていきたいと思います。東京証券取引所
が発刊している『2018 新規上場ガイドブック（マザーズ編）』の「Ⅳ 上場審査の内容（有価証券上場規程第214条関
係）」に審査の観点が記載されていますが、このガイドラインは労務にフォーカスしておらず、コンプライアンス全
般事項にとどまっているため、上場申請時に日本取引所自主規制法人（以下、「取引所」。）に提出する資料を見て
いきます。

　まず『新規上場ガイドブック（マザーズ編）』の 67ページには、以下のように書かれています。

・ コンプライアンス面については、まず申請会社の企業グループの経営活動に関係する法規制、監督官庁等によ
る行政指導の状況を確認します。その上で、当該法令等を遵守するための体制として、内部監査、監査役監査等
の監査項目に経営活動に関する法規制等の項目が反映されているかどうかについて確認を行ないます。

・ 最近において法令違反を犯した場合や、法令違反の恐れがある行為を行っているような場合には、当該違反に
伴う法的瑕疵の治癒状況及び再発防止体制の整備状況について慎重に確認を行なうことになります。

　
　次に、上場審査を行う取引所に提出する上場申請書類のうち、多くの会社が目指す東証マザーズでの申請書類

「新規上場申請者に係る各種説明資料」（以下、「各種説明資料」。）について見ていきます。
　2018年 12月 27日、各種説明資料の記載項目について改訂が行われ、取引所のホームページで公表されまし
た。労務に関する記載事項が大幅に増加し（赤字が新たな記載項目）、新規上場申請者に記載を要請しています。
この新様式は 2019年7月1日以降に申請を行う申請会社から適用されます（早期適用可）。

・ 組織（機構）図（部署等の名称、責任者の役職・氏名及び配置人数（うち出向者の数））、最近 1年間の採用、退職
者数（部署等の責任者の退職がある場合にはその職位、退職理由、退職による業務上の影響及び対応状況（他の
人物の昇進、採用等））

・ 現状の人員について過不足が生じている部署等がある場合にはその内容
・ 今後2年間における人員計画
・ 勤怠の管理方法及び未申告の時間外労働（いわゆるサービス残業）の発生防止のための取組み
・ 時間外及び休日労働並びにみなし労働時間制に係る労使協定の締結状況（協定の内容を含みます。）
・ 最近 1年間及び申請事業年度における部署ごとの各月の平均時間外労働時間の推移（管理監督者（管理職）を含

みます。また、季節変動性がある場合には、その理由を記載してください。）
・ 最近 1年間及び申請事業年度において、36協定（特別条項を締結している場合には当該条項の内容）に違反して

いる従業員が存在する場合、当該従業員の時間外労働の状況
・ 長時間労働の防止のための取組み
・ 最近 1年間及び申請事業年度における従業員に対する賃金未払いの発生状況（発生時期、期間、件数、金額）及

びその後の顛末

（a）経営者と一体的な立場（相応の権限と責任をもって）仕事をしている
（b）出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
（c）その地位にふさわしい待遇がなされている

　また、従業員に占める管理職の割合が多い会社は管理職の定義について慎重な確認がなされるため、留意する
必要があります。当然ながら、社内役職名称で管理職とされていても、労働基準法上管理監督者として認められな
い場合は、未払残業代の有無の検討が必要になります。
　

（4）未払残業代の有無
　上場審査において最も注目される点は、未払残業代の有無です。労働基準法第 115条によると 2年間は請求権
があるため、最大 2年分請求される可能性があります。証券会社や監査法人の予備調査の結果で、未払残業代に
ついて論点として指摘された場合には、対応に時間を要する項目でもあるため早期に専門家と連携して対応する
必要があり、上場前に精算することが必須です。

2│東証審査の確認ポイント
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會津	勇大	（あいづ	ゆうだい）
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
2007年に米国公認会計士試験合格し、同年にあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監
査法人）へ入所。
2016年まで外資系企業及びIPO準備会社の会計監査を担当し、その後2018年10月末ま
で国内大手証券会社の公開引受部へ出向。
帰任後はIPOソリューション部にてIPO準備会社へのアドバイザリー業務に従事。
メールアドレス：yudai.aizu@pwc.com

　今回は上場準備に関わる労務に係るコンプライアンスを見てきました。今後上場準備を目指す会社、特に経営層
の方々には、これらのコンプライアンスは上場準備の固有の対応として捉えず、会社の従業員を守るために必須の
手続きとして捉えていただき、対応する労力とコストを惜しまないでいただければと思います。

3│おわりに

PwC	IPO│労務管理体制

・ 管理監督者の状況（部署ごとに、申請会社で定義（認識）している管理監督者（管理職）の数と、労働基準法で定め
るところの管理監督者の数を一覧にして記載してください。なお、差異が発生している場合にはその理由も記載し
てください。）

・ 最近1年間及び申請事業年度における労働災害の発生状況及び安全衛生に係る取組み
・ 最近3年間及び申請事業年度における企業グループの労働基準監督署からの調査の状況（調査日、調査内容、指

導及び是正勧告の有無並びにその内容等。企業グループのうち記載が困難な会社がある場合には、その理由を
示し、記載を省略することができます。）

・ 最近3年間及び申請事業年度における懲戒処分の状況

　従来より多岐にわたる記載が要求されており、上記の項目について十分な対応が行われていない場合、審査ヒ
アリングにて詳細な確認がなされます。審査の結果、当該コンプライアンスの状況が上場会社としてふさわしくな
いと判断された場合、この論点のみで上場スケジュールの見直しも十分に考えられるため、事前に十分な準備を
することが重要です。
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特集：フォレンジック

営利企業においてCSV
を実現させるために取
り組むべき項目につい
て解説し、実際にCSV
でベネフィットを得た海
外企業の成功事例を紹
介した上で「CSVに基づ
く戦略は強い共感を得
られ持続的であること、従業員も課題を共有してアイ
デアを出していくことが重要」と強調しました。

通用するでしょう」と述べ、経済価値と社会価値を同時
に実現する「共有価値の創造」の日本的理解として、
「世間・相手・自分」全てに価値をもたらす「三方よし」
を発信により補強することを鍵として掲げました。
2015年を“ESG元年”、2018年を“SDGs実装元年”と
した笹谷氏は2030年の世界が合意した持続可能な開
発目標の達成に向けたタイムラインを示しながら
「SDGsによりCSVはバージョンアップすると考えてい
る」とし、日本らしいCSVの在り方やそれを外部に発信
することの重要性を訴えました。

まず、オーストラリアにおいてCSV活動を牽引する
Shared	Value	Project	会長のPeter	Yates氏が「社会
にはさまざまな問題がありますが、その課題を最も効
率的・効果的に解決し得るのは他でもない企業です。
政府やNPOばかりが社会課題を解決するという、従来
の考え方を変えていかなければなりません」と訴え、
CSVのアプローチの重要性を強調しながら社会におけ
る企業の役割を再定義すべきだとしました。CSVは、
経済的なベネフィットが企業側にある点が従来のフィ
ランソロピーやCSRとの大きな違いです。Yates氏は、

続いてPwC	Japanグ
ループ	顧問	/ 	株式会
社伊藤園	顧問の笹谷
秀光氏は、世界の動き
を受けたCSVビジネス
における日本企業の現
状とチャレンジをテーマ
にセッションを行いまし

た。「日本企業がCSVに取り組む上でのヒントは世界
文化遺産の白川郷にあります。そこには『結』という助
け合いの仕組みが根付いており、これは今の世界にも

Session 1│社会における企業の役割を再定義すべき

Session 2│日本らしいCSVのヒントは「三方よし」にあり

Shared	Value	Project	会長　Peter	Yates	氏

PwC	Japanグループ	顧問		/	株式会社伊藤園	顧問　笹谷	秀光	氏

経済的価値と社会価値を同時実現する
共通価値戦略 ～Creating Shared Value

セミナーレポート

近年、環境・社会問題などへの広範な対応が企業へ求め
られるようになっています。社会課題を起点に利益を創出
する事業戦略として世界で注目が高まっているのが、経済
価値と社会価値を同時に実現する共通価値戦略（CSV：
Creating Shared Value）です。その理念と同じく社会課
題の解決を自らの存在意義（Purpose）に掲げる PwCは、
企業の成長に寄与するCSV推進の取り組みを続ける中で、
セミナー「経済的価値と社会価値を同時実現する共通価
値戦略～Creating Shared Value」を 2018年 11月 7日に
開催。国内外の CSVのエキスパートが、日本企業の CSVの
在り方や展望などについて、議論を展開しました。
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ち返り、次に、そのビジネスによってコミュニティに何
を届けるのか、それと同時にどう利益を出すのかを考
えるべきです」と語りました。これを受けて「日本の場
合、課題が顕在化し社会的企業と協働の機会が多い
地方に着目することで、CSVの鍵となる課題の特定と
イノベーションにつながるのでは」と安井が問いかける
と、同意した笹谷氏は「よそ者や若者の知恵で一気に
課題解決が進展することがあります。企業にも勉強に
なり、ソリューションにも結び付きやすいです」とコメン
トしました。
またYates氏は、SDGsについて「当初の期待値として
は、人々の助けにはなっても企業に利益をもたらすとい
う発想はありませんでした。それがCSVと結び付くこと
で、SDGsはCSVの取り組みのきっかけとなると同時に、
それぞれの企業が社会問題をどう解決するかをフォー
カスするのにも役立っているでしょう」と語りました。

ディスカッションの最後には、来場者との質疑応答
も行われました。「誰もがそれぞれ問題意識を持つ中、
会社として一つの課題にフォーカスするのは難しいの
では」との質問に対し、笹谷氏は「対象となる社会課題
を本業から見つけることが大事で、同時に社外の専門
家の意見を取り入れることが日本企業では特に重要に
なるだろう」と回答しました。
こうして活発な議論が交わされた後、PwCコンサル
ティング	代表執行役CEOの足立晋が「私たちPwC自身
ももちろんですが、パートナーと力を合わせて日本企
業のCSV推進に向けて取り組んでいきます」と力強く語
り、セミナーを締めくくりました。

最後のパネルディス
カッションでは、PwCコ
ンサルティング合同会
社	パートナーの安井正
樹がモデレーターを務
め、日本企業がCSVビ
ジネスを実施するとき
の課題やそれを乗り越

えるために必要なこと、またCSVとして企業を超えた協
業のニーズにはどのようなものがあるのかをテーマに
議論が繰り広げられました。
まず、キリンホールディングス株式会社	常務執行役
員の溝内良輔氏が、バイオテクノロジーを生かして医
療への貢献を目指した1980年代に端を発する、自社
のCSVの取り組みを振り返りました。医療事業はその
後、食品とともに同社の事業の柱へと育っていきます。
「難しいことではありますが、自分たちの強みを生かせ
るのはどのような社会課題の解決かを常にスクリーニ
ングしているのが、当社のCSVアプローチです」と溝内
氏は語りました。
これに対し、笹谷氏は「日本企業の場合、すでに社
会課題へかなりアプローチを行っているケースが多い
ので、改めて自分たちのビジネスがどのように社会課
題に貢献しているのかを洗い出すだけでも、かなりの
“財産”が眠っていることがわかるはず」と続けました。
さらに、グローバルでの取り組みを踏まえたCSVを
成功させるためのポイントとして、Shared 	Va lue	
Project	CEOのHelen	Steel氏が「まずは、なぜ自分た
ちの会社はそのビジネスを始めたのかという基本に立

Panel Discussion│社会課題の解決と自社の利益をいかに両立するか
モデレーター│PwCコンサルティング合同会社	パートナー　安井	正樹

CSV成功のための検討課題

どのような社会課題に着目するか？

どのように儲けにつなげるか？

取り組みを継続させる秘訣は？

課題
着目力

取り組み
継続力

イノベーション力

1

2

3

セミナーレポート：Creating	Shared	Value
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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7回 統計的データ解析
 ―ビッグデータから価値を見出す

滋賀大学	データサイエンス学部		
准教授　松井	秀俊

はじめに
　近年の計算機の発展に伴って、より大量のデータを取得
できるようになってきました。計算機の CPU（中央処理装置）
処理速度、ストレージの容量、ネットワーク速度はいずれも
増大し、取得できるデータの容量・速度は飛躍的に上昇し
ています。さらに、計 測・測 定 機 器 の 発 展も進んでおり、
データ取得の低価格化・簡素化も進んでいます。例えば、ヒ
トのゲノムの解析では、初めて解析が完了した 2003年では
30億ドルの費用、10年以上の時間がかかっていたのに対し
て、現在では 100ドルで、1時間もあれば解析できるように
なっています。その結果として、多くの企業、自治体、大学
などでさまざまなデータが取得されるようになりましたが、
同時に、データの大規模化・複雑化も進んできています。そ
のため、これらのデータを処理・分析して新たな知見を得る
ための知識と技術を持った「データサイエンティスト」の需要
が高まっています。
　「ビッグデータ」という言葉が広く用いられるようになって
から久しいですが、「ビッグ（大きい）」という言葉の捉え方は
人によって異なる場合があり、単にデータのサイズを指すこ
ともあれば、数値に限らず文字、画像、音声といったデータ
の多様性を指すこともあります。今回は、多様なデータの分
析については触れずに、サイズが大きなデータの分析方法
について考えたいと思います。

1 大規模データをどう分析するか

サイズが大きなデータについては、大きく分けて2種類あ
ると考えています。1つは、標本の個体数が多いデータ、も
う1つは、各個体に関する情報の種類が多いデータです。会
計データを例に挙げると、前者は多くの企業に対して財務数
値を調査したデータ、後者は一企業に対して、財務数値を
含めたその企業に関わるさまざまな情報、といった具合で
す。前者のようなデータは、近年開発されている高性能な計
算機さえあれば、古典的な統計解析手法をそのまま適用す
ることで分析ができます。データのサイズがそこまで大きく
なければ、個人のパソコンでも分析できるかもしれません。
ところが、後者の、特に個体数が少なくかつ各個体の情
報が多いデータは、古典的な統計解析手法を直接適用でき
ない可能性があります。統計学では、個体数のことを標本サ
イズ、各個体の情報のことを変数、そしてその数のことを次
元と呼びます。統計分析を行う際は、データの標本サイズと
次元が、分析の行いやすさや分析結果の精度に大きく関
わってきます。一般的に、データの次元が大きいほど、分析
は行いにくくなります。
従って、「たくさんデータを取った」といっても、標本サイ
ズではなく変数だけを増やすと、かえって分析が大変になっ
てしまう、ということも起こり得ます。例として、特定の病気
のかかりやすさに関連している遺伝子の種類を調べる問題
を考えます。この時、データを取得できる患者数は、せいぜ
い数十例ほどであるのに対して、遺伝子数は2万以上に及
びます。つまり、標本サイズが数十、変数の数が2万次元と
いう高次元データとなるのです。
このような背景もあり、統計学では1990年代頃から、標本
サイズが小さく、かつ高次元のデータをいかに効率的に、か
つ精度良く分析するかという研究が盛んになってきました。こ
のような統計手法としては多くの種類のものが提案されてい
ますが、今回は、その中から「スパース推定」と「関数データ解
析」について、簡単に説明してみたいと思います。
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2 スパース推定

いま、複数の企業について、収支のデータと、それに関わ
る可能性のあるさまざまな種類の情報の候補（従業員数、平
均年収など。この候補は、人間が考える必要があります）の
データが計測されたとします。このとき、これらの情報と、収
支との関係を統計モデルで表現する問題を考えます。この
ような目的を達成するための統計モデルは、古くからさまざ
まなものが提案されています。その中でも代表的なものを
紹介します。そのために、1種類だけ数式を用います。

yi=xi1β1+xi2	β2+…+xip	βp+εi	(i=1,…,n)

これは、標本サイズがnのデータのうちi番目の個体につ
いて、p個の情報からなるデータxi1,…,xip（説明変数）と、これ
らから影響を受けていると考えられているデータyi（目的変
数）との関係を表したもので、線形回帰モデルと呼ばれるも
のです。データと変数の添え字の対応については、図表 1を
参考にしてください。また、β1,…,βpは、各説明変数が目的
変数にどのくらいの強さで影響を与えているかを表す回帰係
数と呼ばれるもので、εiは、xi1	β1+xi2	β2+…+xip	βpの部分だけ
ではyiを表せない場合に現れる誤差になります。そして、説
明変数と目的変数に関するデータから、回帰係数の値を推
定することで、各情報の影響の強さを定量化できるようにな
ります。
あるいは、不正会計を行った企業と、正しく会計処理した
企業それぞれから、会計に関する複数の情報からなるデー
タが得られたとき、これら複数の情報から、その企業が不正
を行っているか否かを判定するという問題にも応用できま
す。このような問題に対しては、「企業が不正を行っている
か否か」を2値の目的変数、会計情報を説明変数として、回
帰モデルの1つであるロジスティック回帰モデルが用いられ
ます。ロジスティック回帰モデルを用いることで、線形回帰

モデルと同様に回帰係数から各説明変数の影響度を定量化
できるほか、不正を行っている確率の推定や、不正を行っ
ているか否かの判別ができるようになります。
しかし、実際には目的変数に関係していない情報が説明
変数に含まれるなどして説明変数の数が多くなった場合、
分析が難しくなったり、モデルから得られる解釈がわかり難
くなる可能性があります。収支や不正会計に本当に関連す
る情報は、取得した情報の一部かもしれません。
そこで、数ある情報の中から、収支や不正会計と関連のあ
るものを取捨選択することがあります。統計学ではこれを変
数選択問題と呼びます。これにより、不正会計の原因を絞り
込むことができると考えられます。
しかし、この変数選択も、説明変数の数pが大きいと実行
が困難になってしまいます。「どの変数が重要で、どの変数
が不要か」をしらみつぶしに調べようとすると、莫大な組み
合わせが発生するからです。この問題を解消するための方
法の1つが、スパース推定です。スパース推定は、不正会計
に関連する情報を一度に取捨選択するという効果を持って
います。
線形回帰モデルやロジスティック回帰モデルに含まれる
回帰係数の推定には、最小2乗法や最尤法と呼ばれる方法
がよく用いられますが、その代わりにスパース推定を使うこ
とで、回帰係数のうちいくつかをちょうど0に推定します。例
えば、説明変数の数pが3の回帰モデルに対して、スパース
推定によって回帰係数を推定することで、次のような回帰モ
デルが得られたとしましょう。

yi=0.5xi1+0xi2+2xi3

このとき、2番目の説明変数xi2は、yiに影響を与えていない
ものと考えることができ、変数選択が行われたことになりま
す。これは、pが大きなデータに対しても一度に可能になるた
め、スパース推定はさまざまな場面で用いられるようになっ
ています。スパース推定の考え方は、深層学習のアルゴリズ

個体番号
i=1,…,n

変数 j=1,…,p

x i1,…,x ip y i

図表1：回帰モデルに用いられるデータの例
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ムの重要な要素の1つにもなっており、多層のニューラルネッ
トワークを効率的に構築するために用いられています。

3 関数データ解析

計測機器の発達による恩恵の1つに、「計測が自動で繰り
返して行われる」点が挙げられると思います。これにより、震
度計で計測される震度や株価の推移のような、時系列デー
タが得られるようになります。このような形式のデータに対
して、将来の時点の予測が目的の場合は、時系列解析と呼
ばれる方法が用いられます。時系列解析を用いる場合は、
計測される時点数を標本サイズと見なします。
これに対して、この時系列データ集合がさらに複数観測さ
れたとき、これらのデータの関係性や特徴を捉えるという問
題を考えます。例えば、日本各地の気温の推移や、複数企
業の株価の変動のデータなどが考えられます。
このようなデータには、次のような問題点が含まれます。
まず、高頻度な時点で計測されるデータは、1つの個体に対
して非常に多くの計測値が得られることになるため、高次元
データになりがちです。したがって、前述のような問題が発
生します。
もう1つの問題点としては、個体ごとに観測時点や観測時
点数が異なるという点です。例として、複数人の患者の血液
成分のデータを経時的に取得することを考えてみましょう。
いくら発達した計測機器があったとしても、採血のために通
院してもらわなければデータを取ることはできません。かと
いって、患者全員に同じ回数、同じタイミングで通院しても
らうことは現実的ではなく、どうしてもデータの観測時点や
観測時点数が異なってしまいます。このようなデータに対し
ては、古典的な統計的分析手法を直接適用することは非常
に困難です。

では、このような形式のデータをどのように分析すればよ
いでしょうか。そのための方法の1つとして生まれたのが、
関数データ解析と呼ばれる方法です。関数データ解析は、
個体1つ1つが、時間の経過などに伴い繰り返して複数の観
測値を得たとき、これらを時間の関数として扱い、得られた
関数化データ集合を分析対象とするものです。理論的な性
質は割愛しますが、データの関数化の過程で、高次元の
データを低次元に抑えることができます。さらに、個体ごと
に観測時点や観測時点数が異なっていたとしても、関数化
することで容易に分析できるようになります。

図表 2の左の散布図は、日本のある3都市の月別平均気
温を色分けして示したものです。このデータを、1つの都市
を個体と考えて12次元のデータとして扱うことも可能です。
しかし、気温は本来連続的に推移しているものと考えるのが
自然です。したがって、各都市の気温のデータを関数化する
ことで、右の図のような曲線群を構築します。関数化のため
の方法としてはさまざまなものが挙げられていますが、1つ
の例としては、スプラインと呼ばれる非線形関数をデータに
当てはめるものがあります。これらの曲線群を改めてデータ
と見なして分析を進めるのが、関数データ解析です。
関数データ解析では、分析目的に応じてさまざまな種類
の分析方法が提案されています。例えば、図表 2の気温の
データでは、曲線の変動から特徴的な気温変動のある都市
を浮かび上がらせたり、世界の都市の気温の関数データか
ら、気候区分を分類するといった分析が考えられます。ある
いは、複数企業の会計情報の経時推移のデータから、不正
を行っている企業の特徴を明らかにすることができるかもし
れません。また、企業の収支のデータと、収支に関わる会計
情報の推移との関係を明らかにできるかもしれません。この
ように、関数データ解析を利用することで、古典的な統計手
法では適用が難しかった形式のデータに対する分析の可能
性が広がります。
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図表2：離散時点観測データの関数データ化
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松井	秀俊	（まつい		ひでとし）
滋賀大学	データサイエンス学部	准教授
2009年3月	 九州大学大学院数理学府博士後期課程	修了（学位：機能数

理学）
2009年4月	 株式会社ニコンシステム
2012年4月	 九州大学大学院数理学研究院	助教
2016年4月	 滋賀大学データサイエンス教育研究センター	准教授
2016年10月	科学技術振興機構　さきがけ研究員（兼任）
2017年4月	 滋賀大学データサイエンス学部	准教授

4 おわりに

今回は、サイズ、特に変数の次元が大きなデータを分析
するための方法として、「スパース推定」と「関数データ解析」
について、簡単に紹介しました。これらの方法を利用するこ
とで、古典的な方法では分析が困難であった高次元データ
に対しても、容易に分析ができたり、解釈が容易な結果が得
られるようになります。スパース推定では、ある情報と、そ
れに関連していると考えられる複数種類の情報がデータとし
て観測されたとき、後者の情報のうちどの組み合わせが前
者の情報に関わっているかを効率的に選択してくれます。そ
して、関数データ解析では、観測個体１つ１つが時系列
データとして観測されたとき、これらそれぞれを曲線（関数）
として扱います。これにより、高次元データを容易に扱える
ほか、データの計測時点が個体ごとに異なっていても容易
に分析ができるようになるといった利点があります。
しかし、このような統計分析手法を適用して価値のある結
果を得るためには、分析目的を明確に設定し、その目的の達
成に必要な情報をデータとして計測する必要があります。そ
して、分析目的にかなった適切な統計手法を適用した上で、
それがもたらす結果の意味を理解しなければなりません。
データサイエンスでは、このプロセスが1つでも欠ければ価
値のある結果が得られないと考えています。そうならないた
めにも、データが取得されている応用領域の専門家と、デー
タ分析手法を学んだ専門家との連携が必要不可欠です。
当大学データサイエンス教育研究センターでは現在、
100を超える企業や自治体などと連携を進めており、データ
サイエンスに関する共同研究や人材育成などを行っており
ます。加えて、2017年4月に設置した当大学データサイエ
ンス学部の学生も育成しており、2019年4月には1期生が
3年生になります。3年生からは、少しずつ企業との共同プ
ロジェクトにも参加してもらうことで、データサイエンスのよ
り専門的な知識を身に付け、「生きた」データに実際に触れ
る機会をつくっていく予定です。また、2019年4月には日本
で初めてとなる大学院データサイエンス研究科も発足しま
す。より発展的なデータサイエンス教育・研究を行うだけで
なく、社会人学生も受け入れ、企業での具体的課題の解決
に向けた研究を進めていく予定です。今後、より多くの場で
データサイエンティストの体系立った育成が進み、データサ
イエンティストと応用領域の専門家との連携が活発になるこ
とを望んでいます。
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税務／法務

会社法制の見直しに関する要綱案における
「株式交付」制度の概要

PwC弁護士法人		
パートナー　茂木	諭

はじめに
　2018年2月に開催された法制審議会の会社法制（企業統
治等関係）部会において「会社法制（企業統治等関係）の見
直しに関する中間試案」が取りまとめられ、これに対するパ
ブリックコメントを踏まえ、会社法制部会において議論が重
ねられた結果、本年（2019年）1月 16日に開催された部会

（第 19回会議）において「会社法制（企業統治等関係）の見
直しに関する要綱案」（以下、「要綱案」。）が取りまとめられま
した。
　要綱案では、株主総会に関する規律の見直し、取締役
等に関する規律の見直しなど、重要な会社法制の見直しが
提案されています。本稿では、要綱案の中でも、企業の業
績・業 域 拡 大 の 手 段として一 般 的に用いられてきている
M&A取引の新たな手法として導入が検討されており、大規
模な M&Aを機動的に実現し、もって今後の日本企業の選
択と集中を加速化させる梃子となり得る「株式交付」制度に
焦点を当て、その特徴や手続などについて説明をしたいと
思います。

1
「株式交付」制度の創設が

検討されている経緯

「株式交付」とは、株式会社（A社）が他の株式会社（B社）
をその子会社とするために、当該他の株式会社（B社）の株
式を譲り受け、その譲渡人（B社の株主）に対して当該株式
会社の株式（A社の株式）を交付する、自社の株式を対価と
するM&Aの新しい手法です（図表）。
このように、自社が発行する株式を対価として他の会社を
買収・子会社化する手法は、具体的なキャッシュアウトを伴
わないため、金融機関等を介した資金調達によらずに大規
模な買収を実現できるという点においては、M&Aの対価・
手法がより多様化することになり、日本企業の国際競争力を
上げることに大いに資する可能性があります。しかし、現行
会社法においては、自社の株式を対価とする買収について
は、必ずしも子会社化における多様なニーズに対応できる
法制度の設計がなされておらず、機動的な活用という点で
は十分とはいえない状況にあります。
すなわち、ある会社（以下、「買収会社」。）が自社が発行
する株式を対価に、他の会社（以下、「対象会社」。）の株式
を取得して、これを子会社として企業グループの傘下に収め
ようとする場合、現行会社法においては、①株式交換による
方法、または②対象会社の株式を現物出資財産として買収
会社が募集株式の発行を行う方法が考えられます。しかし、
①の株式交換は、対象会社の全ての株式を取得することが
前提となるため、対象会社の一部（例えば過半数程度）の株
式のみを取得して子会社化するような場合には用いること
ができないことから、多様な買収ニーズに対応するには不
十分だと言わざるを得ません。
また、②の現物出資は、株式交換と異なり、対象会社の一
部の株式のみを買収会社が取得することも可能ですが、他
方で、事前に予測困難な期間の調査を要する検査役による
調査（会社法207条）が原則として必要となるため、極めて
短いタイムラインで進行することの多いM&A取引の買収手
法としては本質的に不向きであると考えられます。加えて、
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図表：株式交付制度の仕組み

株式交付親会社

株式交付子会社

株式交付子会社の株主

株式交付親会社の株主

譲渡人

株式交付子会社の
他の株主株式交付親会社の株式の交付

株式交付子会社
株式の譲渡し子会社化

現物出資による募集株式の発行の時点において、現物出資
財産（具体的には、対象会社の株式）の価額が出資の価値
に著しく不足する場合、買収会社の株式の引受人（すなわ
ち、対象会社の株主）及び現物出資の価額決定に関与した
買収会社の取締役等が、財産価額填補責任（会社法212
条、213条）を負担する可能性がありますが、このように募
集事項の決定時点から発行時点までの間に対象会社の株式
の価値が下落するリスクを負うことについて、取締役らが受
け入れるとは考えにくく、この点からも、現物出資は上記の
ようなM&A取引の手法として適切ではないと考えられます。
以上のように、買収会社の株式を対価として、対象会社の
完全子会社化までは企図していない買収において、現行会
社法上の株式交換及び現物出資による手法では十分に対応
しきれないという問題点を、今般の会社法の見直しで提案
されている株式交付制度の創設により解消し、今後、さらに
多様なM&A取引が実現されることが期待されています。

2「株式交付」制度の概要

株式交付制度は、前述のとおり、完全子会社化までは企
図せずに、ある株式会社（以下、「株式交付親会社」。）の株
式を対価として、子会社となる他の株式会社（以下、「株式
交付子会社」。）の株式を取得する制度です。そのため、い
わば部分的な株式交換として、組織法上の行為と同様の性
質を有することに基づく株主等の保護のための手続が用意
されており、手続の多くは株式交換に類似しているという特

徴があります。その一方で、上記の子会社化を現行会社法
において実現する手段である現物出資に関する不都合な点
（すなわち、検査役による調査、取締役等の財産価額填補責
任）に相当する手続・規制は設けられていません。

（1）株式交付の定義（適用される場面の限定とその経緯）

この株式交付制度をどのような要件を満たせば用いること
ができるか（つまり、どのような場面において適用可能か）と
いう点について説明する前提として、要綱案における株式
交付の定義から見ていきたいと思います。
要綱案によれば、「株式交付」とは、株式交付親会社が株
式交付子会社をその子会社とするために、株式交付子会社
の株式を譲り受け、その譲渡人（すなわち株式交付子会社
の株主）に対して、その対価として株式交付親会社の株式を
交付するものとされています。
ここでのポイントは3つあります。第一に、株式交付制度
により成立する資本関係としての「子会社」は、会社法施行
規則3条3項1号に掲げる支配関係としての子会社に限ると
されているため、株式交付親会社が株式交付子会社の議決
権の50％を超えて保有することになるケースに限定される
ことになります。この点については、同様の内容であった中
間試案を受けて募集されたパブリックコメントや、その後の
会社法制部会の議論の中で、50％超の場合だけでなく、こ
れを下回るような場合であっても一定の要件の下に実質的
な支配が認められる同項2号に掲げる支配関係の場合も含
むべきとの意見がありましたが、2号の該当性については実
質的な判断が伴うため、株式交付制度の実行前に形式的に
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確認することが困難であるという理由により、要綱案におい
ても含まれないという結論とされています。
第二に、子会社「とするために」とあるように、株式交付子
会社が、株式交付により新たに株式交付親会社の子会社と
なる場合に限定されています。この点については、上記「子
会社」の論点と同様に、中間試案後も、例えば、日本企業の
競争力強化のためには一体的なグループ経営を実現するた
めに、既に子会社である会社の株式のさらなる買い増しに
ついても株式交付制度の対象に含めるべきとの議論が根強
くありましたが、株式交付制度が、親子会社関係がなかった
2社間に親子会社関係を創設することに着目して、株式交
換その他の組織法上の行為と同様に株式の募集（会社法
199条1項）によらずに株式交付親会社の株式を交付し、親
子会社関係を円滑に創設できるものとする制度であること
を踏まえ、要綱案においても、子会社株式の買い増しは含
まれないという結論とされています。なお、株式取得の結果
として子会社とするに至らない場合も、上記の要件を満たさ
ないので、株式交付制度の対象外とされています。
第三に、「株式交付子会社」の属性として、日本の会社法
上の株式会社に限定するとされています。この点について
中間試案では、日本の会社法上の株式会社のみならず、こ
れと同種の外国会社も含むものとされていたため、外国会
社を完全子会社化するために利用できない現行会社法にお
ける株式交換と比べて、日本企業が自社の株式を対価とし
て外国会社の株式を取得するようなクロスボーダーの自己
株式対価M&Aの一つの手法として株式交付制度を利用で
きることにより、多様な投資形態による大規模なクロスボー
ダーM&A取引の増加、ひいては日本企業の国際競争力の
強化につながり得るという期待が持たれていました。
しかし、その後の会社法制部会の議論の中で、外国会社
の性質は、その設立準拠法に基づく類型ごとに千差万別で
あるため、客観的かつ形式的な基準により株式交付制度の
適用の可否を判断することは容易ではないことが指摘され、
これを理由として、要綱案においては、株式交付子会社は、
日本の会社法上の株式会社に限るものと修正されるに至り
ました。なお、上記のように株式交付子会社の属性につい
ては異論が出ていますが、株式交付親会社の属性について
議論はなく、日本の会社法上の株式会社に限るものとされ
ています。

（2）株式交付制度の主な手続

以上の適用される場面を前提に、次は株式交付制度の主
な手続について見ていきたいと思います。

（ⅰ）株式交付計画の作成
株式交付親会社は、①株式交付子会社の商号及び住所

②株式交付により譲り受ける株式交付子会社の株式の数の
下限	③株式交付により株式交付子会社の株式の譲渡人に
対して当該株式の対価として交付する株式交付親会社の株
式の数又はその算定方法並びに増加する資本金・準備金の
額	④株式交付親会社の株式以外の財産を交付するときは、
その内容等	⑤株式交付の効力発生日など、一定の事項を
定めた株式交付計画を作成します。

（ⅱ）株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み等
	 （ア）株式交付親会社による株式交付計画の通知
	 株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡
しの申込みをしようとする者に対して、株式交付親
会社の商号及び株式交付計画の内容を通知しなけ
ればなりません。なお、この際には、株式交付親会
社のその他の情報（発行可能株式総数など）につい
ても通知すべき事項に含まれることが考えられます。

	 （イ）株式交付子会社の株主による譲渡しの申込み
	 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者
（すなわち、株式交付子会社の株主）は、上記通知を
受けた場合、申込期日までに、申込みをする者の氏
名又は名称及び住所並びに譲り渡そうとする株式の
内容及びその数を記載した書面を株式交付親会社
に交付しなければなりません。

	 （ウ）株式交付親会社による譲渡人に対する通知
	 株式交付親会社は、上記（イ）の申込みをした者（以
下、「申込者」。）の中から、株式を譲り受ける者を定
め、その者から譲り受ける株式交付子会社の株式の
数を定め、その者に対して、当該株式の数を通知し
なければなりません。また、株式交付親会社は、株
式交付により譲り受ける株式交付子会社の株式の数
の合計が上記①に記載した下限を下回らない範囲
で、申込者から譲り受ける株式数を、当該申込者が
申し込んだ株式数よりも減少することができるものと
されています。このように、株式交付親会社が、申
込者及び譲り受ける株式交付子会社の株式数を一
定の範囲で決められるものとされています。

（ⅲ）株式交付の効力の発生
申込者は、上記（ⅱ）の（ウ）で通知を受けた数の株式につ
いて、株式交付における株式交付子会社の譲渡人となり、
効力発生日に、株式交付親会社が上記（ⅱ）の（ウ）により通
知した数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に対し
て給付することになります。この給付した譲渡人は、効力発
生日に株式交付親会社の株主となります。
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（ⅳ）株式交付親会社の手続
株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会
の特別決議によって株式交付計画の承認を得なければなり
ません。その他にも、一定の書類の事前及び事後の備え置
き、株式交付親会社の反対株主の株式買取請求権など、株
式交換に類似の手続が想定されています。
なお、株式交付制度は、①株式交付親会社と②株式交付
子会社の株主との間において行われる行為と整理されてい
ることから、株式交付親会社と株式交付子会社の株主との
間の合意プロセスに関する手続が定められています。その
一方で、株式交付の直接の当事者（すなわち、株式交付親
会社と、株式交付子会社の株主）とならない株式交付子会
社自体において必要となる手続は想定されていません。
なお、株式交付による譲受けの対象となる株式交付子会
社の株式が譲渡制限株式であるときは、譲渡承認手続を要
することとなり、また、株式交付による譲受けが公開買付規
制の適用対象となるときは、当該規制により、株式交付子会
社のその他の株主の保護が図られることになります。

3 今後の課題

以上のように、要綱案において導入が検討されている株
式交付制度ではありますが、会社法改正により導入されたと
しても、株式交付を実施することによる課税関係についても
併せて整理がなされなければ、実際には活用されにくいも
のと考えられます。例えば、株式交付親会社の株式が交付
される株式交付子会社の株主に株式譲渡益課税がなされて
しまうと、株式交付子会社の株主は、納税費用を捻出するた
めに、対価として取得した株式交付親会社の株式を売却せ
ざるを得ないという状況が生じることになります。この点に
関する課税繰延措置が講じられないとすれば、株式交付制
度が利用される場面は相当程度限定されてしまうことが想
定され、実際に株式交付を用いた自社株M&Aが実施する
ケースが増えることは期待できません。従って、株式交付制
度が機動的なM&A手法として用いられることを実質的に担
保するものとして、会社法改正とともに、税法改正の今後の
動向についても同様に注目されるところです。

茂木	諭	（もぎ	さとし）
PwC弁護士法人	パートナー
2000年弁護士登録。国内大手法律事務所および国際的ネットワークを有
する大手外資系法律事務所に勤務し、また米国ロー・スクール（LL.M.）を修
了し、米国の法律事務所における勤務も経験。国内およびクロスボーダー
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公認会計士 トピックス
第15回 公認会計士とAIについて

1
テクノロジーの進展による
監査を取り巻く環境の変化

昨今のテクノロジーの進化は、監査現場の状況を大きく
変えています。これは監査を受ける企業の情報処理環境の
変化が大きく関連しています。具体的には、ERPの普及や
ビッグデータの活用、クラウド技術の進展などです。これら
の変化は、監査の現場におけるアプローチに少なからず影
響を与えてきました。
一方で、監査業務の中には、まだ一つ一つの取引につい
て丹念に証憑等を検証していく業務が含まれており、ともす
ると労働集約型の作業を伴うものとなっていました。こうし
た監査の現場の状況は、監査法人の生産性、働き方改革へ
の対応の必要性に関する議論にもつながっていました。
監査現場におけるIT利用の促進、ITテクノロジーを利用

した監査業務の高度化は、特にこのような作業に対する業
務の効率化を促進するとともに、監査品質の向上といった
効果も期待できるとして注目されているところです。このよう
な監査業務の効率化、監査品質の向上は被監査会社にもそ
のメリットが享受されるものであり、監査に対する信頼性の
増大、監査対応コストの合理化に寄与し得るものと考えられ
ています。

2 AI技術の監査実務における利用可能性

上記のように、テクノロジーの利用による監査業務の効率
化および監査品質の向上の要請に対応するため、各監査法
人は監査業務における一連のプロセスを分析し、テクノロ
ジーの利用によってこれらのプロセスのどの部分で高度化
が可能かについて研究を重ねています。一部の監査の現場
においては、新たなテクノロジーがすでに導入されていると
ころです。
一歩進んで、AIの監査における活用も議論されています
が、監査の実務におけるリスク評価、監査手続の選択、財

はじめに
　近年の AI（人工知能）の発展には目覚ましいものがあり、
これまで人間が判断していたさまざまな事象について、将来
は AIが人間に取って代わるのではないか、との見方が示さ
れています。このことには、公認会計士も含めた、いわゆる
士業の必要性や存在意義について改めて問われている、と
いう見方も含まれています。
　本稿では、昨今の AI技術の進展が、将来的に公認会計士
の世界にどのような影響を与えると考えられているのか、ま
た、この課題に対する日本公認会計士協会（以下、「JICPA」。）
の取り組みを併せて紹介します。

公認会計士	トピックス

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部	
マネージャー　佐藤	秀史
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務諸表の情報提供の有用性の評価、投資家等ステークホル
ダーなどとのコミュニケーションといった非定型的かつ高度
な専門能力が必要とされる局面においては、AIを利用する
余地はあると考えられるものの、AIが完全に人間を代替す
るのは難しいのではないかという見方もあります。その点
で、AIを利用できる分野についてAIを利用して監査の品質
を高め、AIが代替することが難しいと考えられるこれらの領
域に人的リソースを集約することが、監査品質の一層の向
上、ひいては複雑化が進む経済社会においても継続的に社
会が期待している監査機能の充実強化につながっていくの
ではないかと考えられています。
これらを踏まえると、AIは監査業務において公認会計士
を代替するものではなく、監査業務においては公認会計士
の監査の質を向上させるツールとして機能し得ると考えられ
ています。

3 JICPAの取り組み

JICPAでは、2016年3月にIT委員会が研究報告第48号
「ITを利用した監査の展望～未来の監査へのアプローチ～」
を公表しました。同号では、近年のデータ処理能力の拡充
などを背景に、従来のサンプリングによって全体を推定する
「試査」から、全てのデータを検証する「精査」への転換の可
能性を示唆しています。また、Continuous	Auditing（CA）と
いう、事象の発生と同時に保証の提供を可能にする新しい
監査の手法の導入の可能性について言及しています。
さらに、IT委員会では「未来の監査専門委員会」を立ち上
げ、テクノロジーの革新による今後の企業実務の変化とそ
れに対応する監査実務の在り方について議論を行っていま
す。具体的にはデータアナリティクスの専門家や人工知能
の専門家の意見を聞きながら議論を重ね、2019年1月にIT
委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」を
公表しました。
研究報告では、AI技術を利用した不正リスク対応の可能
性について考察しているほか、次世代の監査の実施におい
て想定される姿を提示するとともに、そのために必要な知
識・スキル、データの標準化などの環境整備、守秘義務対
応など監査現場のデータ利用にあたっての課題などが考察
されています。
こうした研究報告などの公表は、AI時代においても公認
会計士は求められる能力に変化が生じることはあっても、職
業として消失するものではなく、むしろAI時代の到来によっ
てその可能性や社会における貢献のフィールドは広がるで
あろうという見方を世の中にアピールすることも兼ねていま
す。何より、優秀な人材が公認会計士を志すことが、社会イ

ンフラである公認会計士制度の維持発展のために必要であ
るため、これらのPRに加え、JICPAではAI時代の到来に備
えた研究活動や人材教育などを継続的に実施しています。

佐藤	秀史	（さとう	ひでふみ）	
PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部	マネージャー	
PwCあらた有限責任監査法人への入所後、主に製造業をはじめ大手企業
の財務諸表監査および内部統制監査に多数従事。近年は、業務及びIT両
面における内部統制の評価/構築支援のほか、業務改善ならびにシステム
改善に伴う管理体制構築支援にも従事している。
公認会計士。日本公認会計士協会	IT委員会	未来の監査	専門委員（現在）。
メールアドレス：hidefumi.sato@pwc.com
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はじめに
　2019年2月1日、2018年7月に調印された日本・EU経済連
携協定（以下、「JEEPA」。）が発効しました。JEEPAは、世界
の GDPの約 3分の 1を擁する自由経済圏を生み出し、これま
でに締結された自由貿易協定の中で最大規模のものです。
多くの貿易上の障害が除かれ、日本・EUの経済関係の前提
条件がさまざまな分野で改善されました。
　JEEPAの発効により、EU市場において、日本企業に新た
な投資・ビジネスチャンスが生まれます。日本側は GDPの
1％増加が見込まれ、EU側は EU企業の対日輸出時に年 10
億ユーロ（約 130億円）の関税節減が期待できるとされてい
ます。JEEPAにより、一定の前提条件のもと、日本・EU間の
貿易取引における関税がほぼ 100％撤廃され、巨大な自由
貿易圏が誕生しました。しかし、JEEPAは以下のような点で、
純粋な自由貿易協定の域を超えるものともいえます。

● 非関税障壁の撤廃

統一的な国際規格の相互承認に伴い、製品規格の対応が
不要となり、市場参入時の技術的障害の除去および輸出時
のコスト削減が図られます。具体例としては、自動車製品に
関する安全基準規格ならびに環境保護基準に関わる国際規
格の相互承認があります。これは日本市場における EU部品
メーカーの参入を促進し、新たな業務連携やロビー活動の
可能性も開くことが推測されます。そして、医療分野でも同
様の効果が期待されます。

今後、日本とEUは他の規格・技術基準の国際的統一を推
し進めるとともに、同様の国際基準設定の交渉プロセスで
は、協調する義務を負うことになりました。

● サービス提供取引に関する規制緩和（テレコミュニケーショ
ン・交通運輸・金融サービスなど）：相互の差別禁止

● 公募入札の参加規制緩和による政府調達市場の開放
● 知 的 財 産 権の保 護：W T O の知 的 財 産 権に関する協 定
（TRIPS）で決められた規定の相互承認

日本・EU経済連携協定が
企業に与える影響

海外

PwCドイツ
デュッセルドルフ事務所　
シニアマネージャー

ジャニン・カーレン・ドーリング

PwCドイツ
デュッセルドルフ事務所		
シニアマネージャー

池田	良一

● コーポレートガバナンス条項の導入（OECDのコーポレート
ガバナンス原則に準拠）：上場企業ならびに企業買収等にお
ける一定の基準・透明性・公正性を確保する

● 中小企業の進出の簡易化：相互の市場への中小企業の参
入を促進する

● 紛争解決のための明確かつ実効性のある規定

さらに、JEEPAには濫用防止条項が設けられており、濫用
が認定される場合は、協定の特典享受は否認されます。ま
た、投資保護とデータ保護の詳細については規定されてい
ません。これらは、その複雑性ゆえに継続交渉の対象とされ
ています。
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1 日本・EU経済連携協定による
関税の撤廃とその意義

下表に示したとおり、JEEPAにより、日本・EUともに多くの
品目で関税が即時撤廃されます。残された品目も特定の例
外を除き、最長15年かけて関税が順次引き下げられ、最終
的には撤廃されます。また、非撤廃対象品目については、関
税率の調整（引き下げ）が行われます。

発効時点 移行期間終了後

日本市場 EU市場 日本市場 EU市場

86％ 96％ 99％ 97％

JEEPAは、EUでビジネスを展開するか、EU企業と取引関
係にある全ての日系企業に影響が及ぶと考えられます（逆の
ケースも同様）。最も大きな影響を受けるのは自動車ならび
に化学品部門ですが、卸売・小売部門も大きなメリット享受
を期待できます。
工業製品に対する関税が撤廃されるため、欧州市場で競
合が多い化学品・人工樹脂製品・化粧品・衣料品などを扱
う日系企業は、競争力を向上させるチャンスです。つまり、
JEEPAを有効活用できる企業はコスト面で競合優位性を確
立でき、成長に結び付けられるというロジックが、ここでも該
当します。EUビジネスに関与している日系企業は、JEEPAに
より、EUと同様の協定が締結されていない低賃金労働力の
国の企業や、同様の協定は存在するものの有効活用してい
ない企業に対し、優位性を獲得することになります。	
併せて、コスト削減競争においても、EU市場（単一市場）
で商品を製造してきたEU競合企業にキャッチアップできま
す。製品ごとの関税撤廃状況は、関税分類番号で定められ
ています。それゆえ、日系企業は最初のステップとして、取
扱製品の関税分類番号を確認し、どれだけのメリットを享受
できるかを把握することが重要です。関税分類番号が明確
でない場合は、オルタナティブの関税分類番号を使用できる
のか、輸入国の税関当局への照会なども行うべきでしょう。

2 原産地規則とJEEPAの特典利用

上述のメリット確認後、第2ステップとして、当該メリット
の享受が実現可能かを検証する必要があります。これは原
則として、対象製品が原産地規則（rules	of	origin）を満た
しているか否かによります。JEEPAは基本的に、日本とEU
が実際に関与している取引だけに特典を認容しています。
日本あるいはEU加盟国を通過しただけの製品には、特典は
認めらません。
原産地規則は、原則として、以下のような場合に「満たさ

れている」と見なされます（EU市場が日本製品を輸入する場
合を想定して解説します）。

1.	日本で得られたか、生産された産品であること（完全生産
品）
2.	日本の原産材料のみから生産された産品であること
3.	日本で十分な作業・加工が施された産品であること（実質的
変更基準）

＊この実質的変更基準には①関税分類番号変更基準（HSコードの一定の桁数［上2桁・上4
桁・上6桁］）②付加価値基準（日本での付加価値額の最低比率または非原材料価額の最大
比率）③生産工程基準（特定の作業工程の日本での存在）――の小区分があります。

これらが満たされない場合は、WTOの最恵国待遇関税率
が適用されることになります。原産地規則が満たされ、メリッ
ト享受の請求権があることの証明は、原則として、日本の輸
出者がEU側の輸入者に宛てた請求書またはその他の関連書
類の中の原産地証明（statement	on	origin）	においてなされ
ます。EU側の輸入者は、それに基づき、税関当局に対して
関税の免税または軽減税率を申請しますが、原産地証明の
正確性の責任は、日本側の輸出者が負うことになります。	
ここで留意すべきは、輸出者自身が自己責任で証明する
という点です（自己証明）。第三者による証明は、想定されて
いません。税関当局は、原産地証明が不十分な場合、商品
の税関手続き時またはその後（関税税務調査時など）に、免
税または軽減税率の適用を（場合によっては事後的に）否認
することができます。日本側の輸出者からの関係書類が不
十分である場合、EU側の税関当局は、情報交換手続きを通
じて、日本側の税関当局にコンタクトを取ることができ、そ
の場合、日本側の税関当局は問題解決に協力することが義
務付けられています。

3 関税追加負担リスクと
サプライチェーン最適化の意義

以上のことは、日本側の輸出者にとって、原産地証明関係
書類の保管とともにサプライチェーンを透明化し、詳細に明
記できるようにしなくてはならないことを意味します。これ
は、税関当局に証明を提示する必要があるからだけではな
く、取引先（EU側の輸入者）の関税追加負担の補償リスクを
把握するためでもあります。EU側の輸入者は、関税税務調
査時に関税を追加納付しなければならない場合に備え、日
本側の輸出者との取引契約書の中に「求償条項」を導入する
ケースが頻繁に見られるようになると考えられるからです。
さらに、サプライチェーンにおける個別原材料の原産地の
透明化は、取引先との価格交渉の中で、JEEPAのメリットを
効果的に利用するために不可欠です。関税節減のポテン
シャルは大きく、現状のサプライチェーンで原産地規則を満

海外
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たせない場合は、サプライチェーン再構築の検討も必要と
なるかもしれません。	
原産地規則、JEEPA、EUが締結している他の自由貿易協定

（あるいはEUが発展途上国に認めている優遇措置）は複雑に
絡み合い、企業のサプライチェーンと重層関係になってお
り、この分析は極めて複雑です。欧州企業はメリットを効果
的に活用するため、大規模な関税関連部署を社内に擁して
いるケースが多いと言われています。こうした企業と交渉し
ていく場合、サプライチェーン分析の効能は、計り知れない
ものがあるでしょう。	
いずれにせよ、日系企業はJEEPAから引き出せるメリット
の概要を明確にし、原産地証明に必要となるプロセスが存在
しているかどうか、貿易取引の自動化システムといったITソ
リューションの適用可否などを検証することが求められます。
当該テーマは、複数部門を横断する対応が不可欠のため、
関税・財務・コントローリング関係者だけではなく、営業部門
のスタッフをも巻き込んで協議していく必要があるでしょう。

4 英国のEU離脱との関係

JEEPAは2018年12月に、EU側の批准手続きが終了しま
した。この時点で英国は引き続きEU加盟国であり、日本・
英国の貿易関係は、いつまでJEEPAのメリットを享受できる
のかという問題が出てきていました。英国のEU離脱に関す
る離脱協定では、2020年12月31日まで移行期間が設けら
れています（2018年12月時点）。当該期間中、英国はEU加
盟国であるため、英国はEUが締結している協定のメリット
を享受できます。すなわち、2020年12月31日までは日本・
英国の貿易関係にも、JEEPAが適用されます。	
2019年2月時点で、離脱協定は英国側で批准されておら
ず、実際に批准されるかも極めて不透明です。3月29日に、
離脱協定なしの離脱となった場合（ハード・ブレグジット）、
英国には域内市場（単一市場）の恩恵が適用されず、JEEPA

を含むEUが締結している各種協定のメリットも享受できな
くなります。何も手を打たなければ、日本・英国間の貿易取
引には、関税が課されるでしょう。現在、EU加盟国が英国
経由で日本から商品を輸入している場合、二重の関税を課
されることとなります。すなわち、まず日本から英国への輸
入時、次に、英国からEU加盟国への輸入時の2回です。た
とえ、その商品が英国・EU双方で関税を免除されて輸入で
きる場合も、税関手続き時の時間的ロスを想定しておかな
くてはなりません。	
日本および英国政府は、二国間の自由貿易協定の交渉を
行う用意があることを公表しています。ただし、この場合も、
協定締結には相当の時間を要することに留意しなくてはい
けません。JEEPAも、交渉開始アナウンスから発効まで8年
間かかりました。そして、JEEPAの交渉には、ドナルド・トラ
ンプ米大統領の保護貿易主義的スタンスが大きく関係して
いたことにも留意する必要があります。英国のEU離脱の影
響や英国・EUの将来関係の不透明さにより、日本・英国間
の自由貿易協定の交渉も、実際にはかなりの時間を要する
と予想されます。
以上のような状況を踏まえつつ、日系企業は英国市場の
重要度に応じ、JEEPAの影響ならびにその有効活用の計画
について、英国のEU離脱も視野に入れて検討していく必要
があるでしょう。
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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）

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。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）

仮想通貨の会計・税務・監査
（2018年11月25日）

本書は、わが国における仮想通貨に関するビジネス
の概要およびブロックチェーンの仕組みと技術など
について解説するとともに、企業会計基準委員会、
国税庁、日本公認会計士協会などが公表した実務指
針等に基づいて、仮想通貨に関する法令、会計処理、
税務上の取り扱い、会計監査・分別監査のポイント
などを、図表などを用いてできるだけ平易に解説し
ています。

（中央経済社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

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。

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。

2018年 グローバル・デジタル・
オペレーション調査：
デジタル・チャンピオン
～インダストリー4.0におけるエコシステムの構築～

（2018年11月）
エンド・ツー・エンドのカスタマーソリューショ
ンを提供するために、業界のリーダー企業はど
のように統合オペレーション・エコシステムを構
築しているのでしょうか。デジタル・チャンピオ
ンの性質を考察し、企業がデジタルリーダーに
変わるための道筋を定義します。

データ活用ガバナンスの実現 後編：
先進的なアプローチ方法
～市場での責任あるデータ活用

（2018年12月）
本レポートでは、データ活用ガバナンスに組織
的に取り組むことで成熟度を高める方法を考察
しています。

データ活用ガバナンスの実現 前編：
ビジネス価値の向上とリスクの低減方法 
プライバシーを尊重したデータの収益化

（2018年12月）
本レポートでは、グローバルなデジタル経済に
おける個人データの活用に伴う主な機会とリス
ク、およびデータ活用ガバナンスフレームワーク
について紹介します。

世界のブロックチェーン調査2018
（2018年10月）

ブロックチェーンを成功に導くための戦略は？15
の国・地域における600人の経営幹部を対象に
実施した調査結果に基づくPwCのレポートをご
覧ください。

Strategy& Foresight vol.17
特集 インダストリー4.0 成功の鍵

（2018年11月）
デジタル・オペレーションまたはインダストリー
4.0は、世界中の製造業各社の課題であると言
われています。本号では、Strategy&が実施した

「2018年デジタル・オペレーション調査」の結果
などを用いた、インダストリー4.0を成功に導く4
つのレポートをお届けいたします。

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。

デジタル自動車レポート2018：
クルマとモビリティの将来予測

（2018年11月）
本報告書は、新たなモビリティソリュー
ションに関し、市場別に消費者のフィー
ドバック概要を述べたものです。地域別
に期待される「突破口的な」目標値も含
め、電気自動車および自動運転車の採択
を決定する推進要因についても調査しま
した。電気自動車、コネクテッドカー、自
動運転車の普及で考えられるシナリオお
よび総自動車保有台数に及ぼす影響に
ついても述べています。

IFRS第17号に備える：
混乱を防ぐ三つの基本的な考え方

（2018年11月）
IFRS第17号がもたらす変化は、根本的か
つ非常に広範囲にわたります。本レポー
トでは、IFRS第 17 号の適用に向けた準
備を進めるにあたり、早い段階から検討
すべき核となる意思決定や考え方につい
て解説しています。

（2019年1月1日現在）
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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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

本年版の改定内容には、新基準であるIFRS第17号「保険契約」のほか、
いくつかの基準の修正が含まれています。ご覧の際は、以下手順をご参照ください。

『IFRS®基準2018』 （日本語版）
*有料会員限定コンテンツ

『本コンテンツの
ご紹介』をクリック

『Accounting and corporate reporting』 
にカーソルを合わせる

『基準書・解釈指針等（2018）』
をクリック

❷

❶

❸

こちらから
有料会員限定コンテンツの

フリートライアルに
お申し込みいただけます。

ぜひお試しください。
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