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世界中で非常に多くの非上場企業が、 必ず
しも法的に要求されていない場合でも、 財
務諸表監査を受けていることは興味深い事
実です。監査は、資金の貸手、投資家及
び資本市場に対して、企業の財務諸表及
び関連する内部統制の妥当性について重
要かつ追加的な保証を提供しています。
｢ もし今日の財務諸表監査制度が存在して
いなかったら、きっと誰かが考案していた
だろう｣という表現をよく耳にしますが、実
際のところ、今日の監査、そして監査業務
は、新たな考案とまではいかないまでも、
今劇的な変化を遂げようとしています。
今回のGlobal Boardroom Insightsで
は、監査の現状(監査品質の現状、監査品
質の構成要素と指標、及び様々な利害関
係者の監査人に対する期待)と監査業務の
短期的・長期的な今後の在り方について掘
り下げています。監査品質は継続的に向
上しているか? 監査品質の主要な構成要
素や指標とは何か? 監査報告書の内容を、
｢適正／不適正｣のみしか示さない監査意
見以上の内容に拡大すべきか否か？ 今後
３～５年の間に、企業は監査にどのような
技術革新を期待できるのか?
我々はこれらを含む様々な質問を経験豊か
な監査委員会議長や監査のプロフェッショ
ナルたちに問いかけました。彼らの回答は
ニュアンスや重点こそ異なっていますが、
いくつか明確なテーマがあります。今日の

監査も十分な品質を維持しているものの、
監査人の業務に対してより高い透明性と深
い理解が求められ、またより広範にわたる
取引の精査を可能にするデータ分析手法が
登場したことで、監査のプロフェッショナル
に対するハードルは上がり続けています。
実際、監査で行うことと行わないことの理
解に関して常に存在する｢期待ギャップ｣は
今後も監査人にとって大きな課題となりま
すが、世界中の規制当局は監査報告書の
拡充に向けて動いており、監査人（及び監
査委員会）はより深い洞察と見解を求めら
れていることから、’監査人への期待はます
ます高まっていると言えます。
当然のことながら、監査委員会と監査人と
の関わり、また内部監査や経理部との関わ
りはさらに深まっており、ある監査委員会
議長が述べているように、議論の内容は
益々リスクに集中する傾向が高まっていま
す。｢現在、我々は、企業の重要なリスク
領域はどこか、そして監査人が特に焦点を
あてるべき領域がどこであるかをより適切
に把握するようになっています。｣この発言
は企業、その投資家及び市場にとって良い
兆候であり、監査の進化を示唆しています。
今回のGlobal Boardroom Insights
が、監査品質、監査人の役割、また監査
の未来について活発に議論するうえでお役
に立てば幸いです。

本稿に関するご質問はKPMGの
貴社担当チーム、あるいは 
us-kpmg-jp@kpmg.com 
までご連絡ください。

ご質問

詳細に関しては、レポート全文を下記リンクよりダウンロードしてください。

Global Boardroom Insights May 2015: The Future of Audit > 
(英文 PDF/3491KB)
https://www.kpmg.com/Global/en/services/Audit/audit-committee-institute/
Documents/the-future-of-audit.pdf

ダウンロード

ここに記載された情報は一般的な性質のものであり、特定の個人や事業体の状況への対処を意図するものではありません。当社では正確な情報を
適時に提供するよう努めていますが、当該情報を受領した時点あるいは将来における情報の正確性について保証するものではありません。これら
の情報は、特定の状況に関する十分な検証に基づく専門家の適切なアドバイスを得たうえでご利用ください。

https://www.kpmg.com/Global/en/services/Audit/audit-committee-institute/Documents/the-future-of-audit.pdf
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近年の現実

KPMG 2014年版REFMアウトソーシングに関する
動向調査
KPMG LLP（KPMG）は、2014年版グロ
ーバル規模の商業不動産・企業施設管理
（REFM）に関してのアウトソーシングの動
向調査の結果を公表しました。REFMアウ
トソーシングの動向調査は、エンドユーザ
ー組織によるグローバル・ビジネス・サービ
ス（GBS）（別称シェアードサービス）、アウ
トソーシング、第三者による業務およびイン
フォメーションテクノロジー（IT）サービスの
利用に関する現状と動向、課題について分
析結果を提供するKPMGの動向調査プロ
グラムのひとつです。
この調査プログラム一環は、GBS市場の動
向に焦点を当て、クラウドコンピューティン
グや人事（HR）の変革及び業界別の動向
といった関連する主要分野を取り上げてい
ます。REFMアウトソーシングの動向調査
の対象者は、REFMアウトソーシングの取
組みを積極的に検討中または実施している
エンドユーザー組織、大手のREFMグロー

バル・ビジネス及びITサービス提供会社、
並びに顧客のREFMアウトソーシングへの
取組みを支援する第三者の法律顧問やソ
ーシング・アドバイザーを含みます。
KPMGは、毎年グローバル規模でREFM
アウトソーシング動向調査を行っています。
2014年版の調査で取り上げている主なト
ピックは次のとおりです。

• 現在のREFMアウトソーシングの市場動
向、状況および要求水準

• REFMのプロセス改善とアウトソーシング
の取組みに関する主な促進要因と課題

• 最優先事項、サービス提供モデル、空間
利用計画などのトピックにおけるREFMの
市場特性

• REFMアウトソーシング取引の特質

•グローバル規模のREFMソーシング、ガバ
ナンスおよび管理モデル

本稿に関するご質問はKPMGの貴社担当チーム、あるいは 
us-kpmg-jp@kpmg.com までご連絡ください。

ご質問

詳細に関しては、レポート全文を下記リンクよりダウンロードしてください。

KPMG 2014 Global REFM Outsourcing Pulse Survey > (英文 PDF/5094KB)
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
sharedservicesoutsourcinginstitute/pdf/2015/refm-2014-pulse-report.pdf

ダウンロード
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http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/sharedservicesoutsourcinginstitute/pdf/2015/refm-2014-pulse-report.pdf
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テクノロジービジネスの管理能力を高める6つの方法

KPMG LLPが世界各地の125社を超える
企業を対象に行ったテクノロジービジネス
管理（Technology Business 
Management）能力に関する2015年度
の調査では、CIOが、ITビジネスの運営に
かかる真のコストを決定するためのITコス
トと消費データの利用方法を改善する重
要な方法が明らかになりました。   
テクノロジービジネス管理（TBM）とは、実
際のITコストと消費データを用いてITビジ
ネスの運営にかかる真のコストを決定する
分野です。TBMにおける成功は、以下の
成果につながります。

適切なスキルを用いると、テクノロジービジネス管理（TBM）で成功する可能性が
11倍高くなります。

このレポートでは、以下のトピックに関する
主な調査結果及び提案を掲載しています。

• 説明責任

• データの収集及び保管

• 事業に合わせたITサービスの管理

•サービスの提供

•レビュー及びモニタリング

• データの品質

• 持続的なIT運営費の削減

• 変化するビジネスニーズへの迅速かつ効
果的な対応を妨げないIT構造

• ITの価値の最大化に向けた最善の決断
を可能にするITコスト、消費、パフォー
マンスの透明性の確保

• ITの事業価値を明確に示す能力

本稿に関するご質問はKPMGの貴社担当チーム、あるいは 
us-kpmg-jp@kpmg.com までご連絡ください。

ご質問

詳細に関しては、レポート全文を下記リンクよりダウンロードしてください。

Cut Through the Fog: Six Ways to Enhance Your Technology Business 
Management Proficiency > (英文 PDF/1258 KB)

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/advisory-institute/pdf/2015/
tech-business-mgmt-proficiency-survey.pdf

ダウンロード
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http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/advisory-institute/pdf/2015/tech-business-mgmt-proficiency-survey.pdf
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｢会計･監査アップデート｣では、毎号、米
国の会計･監査に関する基準やその他の
動きで、在米日系企業の皆様に関心があ
るかと思われる事柄に関する最新情報を
提供しています。詳細は、当社 
Department of Professional 
Practice 発行の『Defining Issues』
をご参照ください。

Defining Issues 15-21 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/di-15-21-fasb-proposes-clarification-
revenue.pdf

FASBは、2015年5月12日に、ASU案「新
収益認識基準に基づくライセンス及び履行
義務に関するガイダンスの明確化」を公表
しました。このASU案は、履行義務の識
別及び知的財産のライセンスの会計処理
に関するガイダンスを明確にするために、
FASB Accounting Standards 
Codification（ASC） Topic 606「顧客
との契約から生じる収益」を改訂するもの
です。

このASU案による改訂は、まだ適用日を迎
えていないASC Topic 606に影響します。
適用日及び移行措置はASC Topic 606
と同じです。

履行義務の識別：
このASU案は、重要でない約束した財また
はサービスの識別及び評価に関するガイダ
ンスを明確化し、財またはサービスが契約
の文脈において区別できるか否かをどのよ
うに判断するかを明確にしています。この
ASU案はまた、企業に、顧客に財が移転
した後の輸送や保管サービスを、契約履行
コストとしてまたは約束したサービスとして
会計処理する、会計方針の選択肢を与えて
います。
知的財産のライセンス：
このASU案は、知的財産のライセンスを移
転するための履行義務がどの時点で満たさ
れるか（一定期間か、一時点か）を明確化し
ています。これにより、知的財産のライセン
ス及び財またはサービスを含む契約に、売
上高ベース及び使用量ベースのロイヤルティ
に関する例外規定をいつ適用できるかが明
確になります。このASU案はまた、契約上
の制限についてのガイダンスも明確化して
います。

FASB－ASU案「新収益認識基準に基づ
くライセンス及び履行義務に関するガイダ
ンスの明確化」を公表

会計･監査アップデート

http://search.kpmginstitutes.com/?bigi
=1&q=Defining+Issues&x=0&y=0

連絡先

FASBは、2015年5月1日に、会計基準更
新書（Accounting Standards Update, 
ASU）第2015-07号 「1株当たり純資産
価値（またはそれに準ずるもの）を算定す
る特定の企業への投資に関する開示」
（FASBの発生問題専門委員会（EITF）論
点14-Bのコンセンサス）を公表しました。
このASUにより、投資の公正価値を、FASB 
ASC Topic 820「公正価値の測定及び開
示」に基づく実務上の簡便法を用いて1株
当たり純資産（NAV）（またはそれに準ずるも
の）で測定する場合に、その投資の公正価
値のレベルを明示する義務から除外されま
す。報告企業は、財務諸表利用者が、公正
価値レベル開示の総投資額と公正価値で
測定された財政状態計算書の勘定科目と
の関係を理解できるように、十分な情報を
提供しなければなりません。また、NAVで
測定することが認められている投資に対す
る現行の開示義務の適用範囲は、実務上の
簡便法を適用している投資に限られます。
ASU第2015-07号は、公開営利企業に対
しては、2015年12月16日以降に開始する
会計年度及びその会計年度の期中会計期
間から適用されます。その他すべての企業
に対しては、2016年12月16日以降に開
始する会計年度及びその会計年度の期中
会計期間から適用されます。このASUは
遡及適用することが義務付けられ、早期適
用は全ての企業に対して認められています。

FASB－公正価値のレベル開示から特定
の投資を除外するガイダンスを公表

Defining Issues 15-20 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-20-fair-value.pdf

KPMG LLP
監査部門パートナー

前川 武俊

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-20-fair-value.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-20-fair-value.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/di-15-21-fasb-proposes-clarification-revenue.pdf


Defining Issues 15-22は、信用リスク
に係る減損の基準書の最重要項目である、
新たな予想信用リスクの認識及び測定に
ついて、FASBのこれまでの決定事項に関
するKPMGの理解をまとめたものです。年
内に公表予定のこの基準書により、企業が
金融資産の信用リスクに係る減損を認識
する方法を著しく変更することになります。
このDefining Issuesは、 プロセス及び内
部統制に著しい変更をもたらしうる現行の
U.S. GAAPからの変更点についてKPMG
の見解を示して、今後明確化がさらに必要
となりうる論点についても解説しています。
Defining Issues 15-22 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-22-credit-
impairment.pdf

Defining Issues 15-23 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-23-sec-pay-
performance.pdf

FASB－会計基準更新書（Accounting 
Standards Update, ASU）案「金融
商品－信用損失」に関するこれまでの決定
事項のまとめ

Defining Issues 15-24 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-24-changes-
equity-method.pdf

ベーシス差異に関する会計処理を削除する
改訂案は、修正遡及適用されることになり
ます。現行の持分法適用投資については、
ベーシス差異に関する会計処理は適用日に
終了し、残ったベーシス差異は、投資原価
の一部として取り扱われることになります。
持分法の遡及適用を削除する改訂案は、
将来に向かってのみ適用されます。FASB
は、利害関係者からのコメントを検討した
後に、適用日及び早期適用を認めるか否
かを決定する予定です。

SECは、2015年4月29日に、SEC登録企
業に対して、支払った役員報酬と企業業績
との連動性の明確な開示を義務付ける規
則案を公表しました。この開示規則案は、
役員報酬に関する開示を委任状または情
報説明書(information statements)に
おいて開示することを義務付けています。
この開示規則案は、新興企業(emerging 
growth company)、米国外の民間発行
企業(foreign private issuer)、及び登
録投資会社（registered investment 
company）には適用されませんが、小規
模報告企業には適用されます。

SEC － 業績連動型報酬に関する規則案
を公表

FASBは、2015年6月5日に、ASU案「持
分法会計の簡素化」を公表しました。この
ASU案は、以下の規定の削除により持分法
会計を簡素化することを目的としています。

FASB －ASU案「持分法会計の簡素化」
を公表

FASBの発生問題専門委員会（EITF）は、
2015年6月18日の会議において、5つの論
点について討議しました。

EITFはまた、以下の論点についてコンセ
ンサス案に至りました。

EITFは、以下の論点についても討議し、
2015年9月の会議において討議を継続
する予定です。

EITF－ 2つの最終コンセンサスと2つの
コンセンサス案を承認

Defining Issues 15-27 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-27-revenue-
principal.pdf

Defining Issues 15-26 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-26-eitf-2-final.pdf

Defining Issues 15-28 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-28-share-based-
payments.pdf

FASBとIASBは、2015年6月22日に開催
した合同会議において、収益を（本人として）
総額または（代理人として）純額で表示すべ
きかを判定する際に、本人か代理人かに関
するガイダンスをどのように適用するかを
明確にするために、収益認識に関する新基
準の改訂をそれぞれ提案することを決定し
ました。

FASB/IASB -収益認識基準における本
人か代理人かに関するガイダンスの改訂
を提案

FASBは、2015年6月8日に、株式に基づ
く報酬に関する取引の会計処理の簡素化
を目的とするASU案を公表しました。この
ASU案は、FASBの簡素化のプロジェクト
の一環として公表され、適用日は明示されて
いません。FASBは、利害関係者からのコメ
ントを検討した後に、適用日及び早期適用
を認めるか否かについて決定する予定です。

FASB－ASU案「従業員の株式に基づく
報酬に関する会計処理の改善」を公表

FASBは、2015年6月29日の会議におい
て、U.S. GAAPのヘッジ会計モデルの改
訂を決定しました。これは、ヘッジ会計の
適用範囲を拡大し、実務上の負担を軽減
することを目的としています。FASBは、非
金融商品であるヘッジ対象の特定の構成
要素にヘッジ会計の適用を認めることを決
定しました。金融商品については、契約上

FASB－ヘッジ会計モデルの改訂を決定

持分法投資会社が、投資の原価と被
投資会社の純資産に対する投資会社
の比例持分との差異（ベーシス差異）を
会計処理する規定

(1)

被投資会社に対する持分の増加により
原価法から持分法へ変更される場合に
投資会社が持分法を遡及適用する規
定このASU案は、FASBの簡素化プロ
ジェクトの一環として公表されました。

(2)

• ノーダル・エネルギー市場内の特定の電
力契約への通常の購入及び販売の例外
規定の適用（EITF論点15-A）

•

既存のヘッジ会計関係に対するデリバ
ティブ契約の更改の影響
（EITF論点15-D）

•

負債性金融商品に組み込まれた偶発的
プット・オプション及びコール・オプション
（EITF論点15-E）

•

キャッシュフロー計算書：
特定の現金収入及び現金支出の分類
（EITF論点15-F）

•

従業員年金制度の簡素化
（EITF論点15-C）

•
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会計･監査アップデート

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-22-credit-impairment.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-23-sec-pay-performance.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-24-changes-equity-method.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-26-eitf-2-final.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-27-revenue-principal.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-28-share-based-payments.pdf


Defining Issues 15-29 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-29-hedging.pdf

Defining Issues 15-30 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-30-fasb-revenue-
deferral.pdf

FASBは、2015年7月9日のBoard会議
において、収益認識に関する基準書の強制
適用日の1年延期に合意しました。ただし、
企業は当初の適用日から適用することも認
められます。

FASB－収益認識に関する基準書の適用
日の1年延期に合意

明示される変動金利及び他のヘッジ戦略
にヘッジ会計の適用を認めることを決定し
ました。さらにFASBは、ショートカット法
を改訂することも決定しました。

FASBとIASBの収益認識に関する合同の
移行リソース・グループ（Transition 
Resource Group, TRG）が2015年7月
13日に5回目の会議を開催し、新しい収益
認識基準に関連する9つの論点について討
議しました。

FASB/IASB－収益認識に関する合同の
移行リソース・グループが5回目の会議を
開催

Defining Issues 15-31 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-31-trg-july-13.pdf

義務付けることになります。重要な会計上
の修正再表示が行われる場合、企業は、修
正再表示された財務諸表に基づいて付与
されるはずの報酬を超過するインセンティ
ブ・ベースの報酬の金額を決定し、特定の
役員から回収しなければなりません。

SECは、2015年7月1日に、規則案を公表
して、財務諸表に重要な修正再表示が行
われる場合に、修正再表示された結果に
基づくと誤って付与されたことになるイン
センティブ・ベースの報酬を役員から回収
する方針の策定及び施行をSEC登録企業
に義務付ける上場基準の策定を、米国の
証券取引所及び関係者に指示しました。
この規則案は、すべてのSEC登録企業に
対して、誤って付与されたことになる役員
報酬を回収する方針の採用及びその方針
の年次報告書の添付書類としての開示を

SEC－役員報酬の回収に関する規則案を
公表

Defining Issues 15-32 > 
Defining Issues 15-32 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-32-sec-clawback.
pdf

Defining Issues 15-33 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-33-inventory-
measurement.pdf

Defining Issues 15-34 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-34-sec-audit-
committee.pdf

Defining Issues 15-35 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/
2015/defining-issues-15-35-ifrs-us.pdf

FASBは、2015年7月22日に、ASU第
2015-11号 ｢棚卸資産の測定の簡素化｣
を公表しました。このASUは、棚卸資産
の測定に後入先出法または売価還元法を
利用してしない企業に関して、棚卸資産の
測定の原則を、低価法（正味実現可能価
額、正味実現可能価額から見積正常利益
を控除した金額及び再調達原価を比較し
て決定する市場価額と原価のいずれか低
い金額で測定する方法）から原価と正味実
現可能価額とのいずれか低い金額で測定
する方法に変更します。このASUにより、
これらの企業は、棚卸資産を測定する際
に再調達原価及び正味実現可能価額から
見積正常利益を控除した金額を考慮する
規定はなくなります。  
このASUは、公開営利企業に対しては
2016年12月16日以降に開始する会計年
度及びその会計年度の期中会計期間から
適用されます。他のすべての企業に対して
は、2016年12月16日以降に開始する会
計年度、及び2017年12月16日以降に開
始する会計年度の期中会計期間から適用
されます。このASUは、将来に向かっての
み適用することを義務付けられ、早期適用
は認められます。

FASB－ASU第2015-11号「棚卸資産
の測定の簡素化」を公表

SECは、2015年7月1日に、監査委員会
の報告規定について考えられる改訂に関
するコメントを募集するコンセプト・リリー
スを公表しました。このコンセプト・リリー
スは特定の開示規則を提案するものでは
なく、11の新しい開示トピックについてコ
メントを募集しており、その開示トピック
は以下の3つのグループに分類されます。

募集の結果寄せられたコメントにより、SEC
がより詳細な監査委員会の開示規則を採
用するか、一般的な指針を公表するか、自
発的な開示の進展を促すか、または何もし
ない可能性もあります。

監査委員会による監査人の監視(1)
監査人の指名または留任に関する監査
委員会のプロセス

(2)

監査法人及び特定の監査チームメンバ
ーの適格性

(3)

SEC－監査委員会の報告規定に関する
コメントを募集

Defining Issues15-35は、米国におけ
るIFRSの現状と展望について最新情報を
提供するものです。米国では、国内上場
企業の財務報告制度へのIFRSの組込み
に関する検討は近年ほとんど進展していま
せん。その一方で、世界各国ではIFRSの
強制適用または任意適用による導入が進
んでいます。このDefining Issuesは、世
界共通の単一の会計基準を策定することが
依然として目標であるとすれば、米国はこ
の目標の達成にどのように貢献するのかに
 ついても検討しています。

米国におけるIFRS－現状と展望
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会計･監査アップデート

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-29-hedging.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-30-fasb-revenue-deferral.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-31-trg-july-13.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-32-sec-clawback.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-33-inventory-measurement.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-34-sec-audit-committee.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-35-ifrs-us.pdf
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会計･監査アップデート

本稿に関するご質問はKPMGの貴社担当チーム、あるいは各記事
に記載されている担当者までご連絡ください。

ご質問
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KPMG LLP
税務部門パートナー

 mnomoto@kpmg.com

野本 誠

連絡先

｢税務アップデート｣ では、米国の税務に関する立法、司法、
行政動向のうち、在米日系企業に影響が大きいと思われるも
のについて最新情報を提供しています。

税務アップデート

2015年7月

「高速道路法案」成立
7月31日、「2015年地上輸送および退役軍人
医療選択肢改善法（下院法案第3236号）」
がオバマ大統領の署名により、成立しました。 
この法案は、高速道路信託基金への資金拠
出および同基金からの支出に関する権限を
2015年10月29日まで延長するもので、連邦
運輸保安局（TSA）の手数料に関する改正や
退役軍人医療問題対策に加え、高速道路網
整備を数ヶ月間実施するための約50億ドル
の財源の確保を目的とした以下の税法改正
条項が含まれています。

これらの財源確保を目的とした税法改正に加
え、この法案には、2016年1月1日以降に

「イノベーション・ボックス」制度導入草案
を発表
連邦議会下院政策委員会の有力メンバーで
あるチャールズ・ブスタニー議員 （共和党、
テキサス州選出） およびリチャード・ニール
議員（民主党、マサチューセッツ州選出）が
「イノベーション・ボックス」制度の導入に関
する草案および解説を発表し、一般からの
意見を公募しました。
この草案によれば、イノベーション・ボックス
制度は、知的財産の譲渡および知的財産を
利用した製品の生産に対する法人税負担を
大幅に軽減するもので、納税者の当該年度
のイノベーション・ボックス所得もしくは課税
所得のいずれか低い方の71%の特別控除を
認めるものです。これにより、イノベーション
・ボックス所得に対する実効税率は、約10
パーセントとなります。ただし、この特別控除
は、欠損金の計算上勘案することはできず、
この控除により欠損金を創出もしくは増額
することはできません。
連邦議会上院財政委員会の国際税務に関
する税制改革ワーキング・グループは、その
最終報告書（2015年7月7日付）の中で、他
の提案とともにイノベーション・ボックス制度
の導入を推奨しています。この報告書によれ
ば、同様の制度は世界11カ国で導入されて
おり、OECDのBEPSプロジェクトにおいて
も導入を認めるコンセンサスが形成されつつ
あることから、こうした国際税務のトレンドに
乗り遅れることは、「米国における知的財産
の創出と保護、これらに付随する国内の製造
活動、雇用、税収の維持に重大な致命傷を
もたらしかねない」として、米国の税務政策
の早期転換が必要であるとしています。

販売もしくは使用される液化天然ガス（LNG）
に対する物品税を1ガロンあたり24.3セント
から14.1セントに、同じく液化石油ガス（LPG）
に対する物品税を1ガロンあたり18.3セント
から13.2セントに引き下げる条項も含まれて
います。

• 原則として、パートナーシップおよびSコ
ーポレーションの申告書の提出期日を3月
15日（課税年度末から2ヶ月半後）、Cコ
ーポレーションの申告書の提出期日を4月
15日（課税年度末から3ヶ月半後）とする。
これらを反映し、Cコーポレーション、パ
ートナーシップ、トラスト、従業員福利厚
生プラン、非課税団体等の申告書提出期
日延長申請手続を改正することを財務省
に命じる。

• 遺産税の納付義務を有する遺産に対し、
被相続人の死亡時に、IRSおよび相続人
への相続資産の時価に関する報告を義務
づける。

• 住宅ローンの債権者の様式1098上の報告
項目に、ローン実行日、未返済元本残高、
担保物件の所在地を追加する。

• 雇用者が確定給付型年金プランの資産の
超過分を退職者医療年金口座および退職
者団体生命保険の掛金に充当することを
認める特例措置を2025年まで延長する
（当該措置は2012年に立法化され、当初
2021年12月31日で失効予定となっていた）。

• 時効の6年間への延長の理由となる収入の
重大な申告漏れの有無の決定において、簿
価の過大申告を収入の申告漏れとして取り
扱う。



•ロイヤリティー収入に関するB&O税の優
遇税率の撤廃

• B&O税法上の事業活動認定基準の変更
•クリック・スルー・ネクサス制度の導入

• 納付延滞ペナルティーの引き上げ
• 未請求資産ルールの施行規定の変更

• 製造およびR&D機器に関する売上・使用
税の免税規定の変更
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税務アップデート

ニューヨーク州税務当局は、州法人税法上、
投資資本を特定する手続に関するテクニカ
ル・メモランダムを発表しました。
最近成立したニューヨーク州税法改正規定
（2015年1月1日以降に開始する課税年度に
適用）によれば、適格投資資本から生じる投
資所得は、納税者の事業所得から除外され、
投資資本自体も事業資本課税標準から除外
されます。
適格投資の要件は、ユニタリー事業を営んで
いない法人の株式で、①内国歳入法第1221
条の規定に基づく「キャピタル・アセット」であ
ること、②一年超の期間投資資産として保有
されていること、③譲渡時に連邦税法上長期
キャピタルゲインもしくはロスが発生すること、
④2015年1月1日以降に取得された株式につ
いては、通常の事業活動で顧客への販売を目
的として保有されたことがないこと、⑤内国
歳入法第1236条(a)(1)の規定に基づき、株
式の取得日の営業終了までに投資目的で保有
する資産として会社の記録上明確に特定され
ていること、とされています。
今回発表されたテクニカル・メモランダムでは、
投資資本の特定のための手続が詳細に規定
されています。なお、投資資本となる可能性
がある既存の株式やオプションについては、
納税者は原則として2015年10月1日までに
特定手続を実施する必要があります。また、
2015年10月1日以降に取得する株式につい
ては、取得当日の営業終了までに投資資本と
して特定する手続を整備しておく必要があり
ます。

下院政策委員会メンバーがパートナーシップ
の税務調査ルール変更を提案

ニューヨーク州：投資資本の特定に関する
ガイダンス

連邦議会下院政策委員会のメンバーである
ジム・レネイシー議員 （共和党、オハイオ州選
出）およびロン・カインド議員（民主党、ウィス
コンシン州選出）は、パートナーシップに対す
る税務調査のルールを変更する「パートナー
シップ税務調査簡素化法案 （下院法案第
2821号）」を提出しました。
同法案は、原則として、税務行政公正化およ
び財政責任法（TEFRA）の規定と選択手続
を行っている大規模パートナーシップに関す
る規定を一本化するものです。この法案は、
成立すれば2019年以降に終了するパートナ
ーシップの課税年度に適用されますが、成立
日の翌日以降に開始する課税年度への早期
適用を選択することもできます。
この法案は、下院政策委員会のキャンプ前委
員長（共和党、ミシガン州選出）により前会期
の議会に提出された税法改正案に含まれて
いたものとほぼ同じ内容となっています。現
時点では、オバマ政権は、この法案に対する
賛否を公式に明らかにしていませんが、2016
年度の大統領予算教書にも、類似の改正案
が含まれています。なお、この法案は、税収増
に繋がる可能性があるため、他の税法改正
案の財源として利用される可能性もあります。

ワシントン州：B&O税、事業活動認定基準、
未請求資産に関する税法改正
7月8日、次の条項を含むワシントン州事業・
職業（B&O）税法および売上・使用税法の改
正法案が州知事の署名により成立しました。

このうち、事業活動認定基準の変更は2015
年9月1日、その他の変更は2015年8月1日
付で適用されます。
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テキサス州：事業税率を引き下げ
6月15日、2015年事業税減税法（下院法案
32号）がアボット知事の署名により成立しま
した。この法律は、テキサス州事業税率を
恒久的に引き下げるもので、2016年1月1日
以降に提出される申告書に適用されます。
一般税率は1％から0.75%に引き下げられ、
卸売および小売を主たる事業とする納税者
に適用される0.5%の税率は0.375%に引き
下げられます。
また、小規模事業者への救済策として、総
収入が1,000万ドル以下の事業体について
は、簡易申告と低減税率の適用が認められ
ていますが、対象が総収入2,000万ドル以
下の事業体に拡大され、低減税率は0.575
％から0.331％に引き下げられます。 

カリフォルニア州：宇宙運輸活動に関する
規則策定プロジェクト
カリフォルニア州税務当局（FTB）は、宇宙運
輸活動に関する規則策定プロジェクトに関
する公聴会を7月9日に開催することを発表
しました。この公聴会では、人や貨物の宇宙
への輸送から生じる収入の源泉地の決定方
法に関する規則を策定するプロジェクトのあ
り方を探るため、業界関係者や実務家から
規則草案に織り込むべき税務上の問題点に
ついて意見を募ることが予定されています。
公聴会で議論されるトピックには、①宇宙運
輸活動をどの様に定義すべきか、②宇宙船
等はどの時点で宇宙に到達したと見なすべ
きか、③宇宙運輸活動からの収入を州間配
賦比率の計算上どう反映すべきか等が含ま
れます。また、FTBは、宇宙活動にはリスク
が伴うため、失敗したミッションからの収入
に関する規則が必要となり、納税者が課税
対象となっていない管轄を源泉地とする収入

貿易法案に含まれる税法改正条項
連邦議会上下両院で可決され、大統領の署
名により6月29日に成立した2015年特恵
関税延長法（下院法案1295号）には、貿易
関連の時限措置の延長とともに、財源確保
を目的とした以下の税法改正条項が含まれ
ています。

さらに、両委員長は、BEPSプロジェクトの
提案に含まれている恒久的施設に関するル
ールの変更、租税条約の一般租税回避防止
規定（GAAR）の適用、支払利息の損金算入
制限規定の導入等についても懸念を表明し
ています。
両委員会のメンバーの多くはBEPS対応を行
政府ではなく立法府の管轄と捉えており、こ
の公開書簡は、ハッチ上院議員と下院政策
委員会のキャンプ前委員長の従来の主張と
同一線上のものですが、一般的な批判に終
始せず、国別報告制度の導入に関する財務
省の法的権限を問うことで一歩踏み込んだ
内容となっています。

• 情報開示報告書の提出漏れに対するペナ
ルティーの大幅引き上げ（多くの場合、2
倍もしくは3倍）

• 支払調書の提出漏れに対するペナルティ
ーの大幅引き上げ（多くの場合、2倍もしく
は3倍）

• 2020年中の法人税予定納税期日の変更
• 米国機会税額控除、ホープ奨学金税額控
除、生涯学習税額控除、適格授業料等の
控除を申請している納税者に対し、教育
機関から費用に関する証明書を取得する
ことを義務づけ

• 内国歳入法第911条に基づく海外役務所
得控除を受けている納税者に対し、給付
付き子女税額控除を否認

2015年6月

BEPS: 上院財政委員長と下院政策委員長
が財務省に議会への協力を要請
ワシントンDCで開催されるOECD国際租税
会議に先立ち、6月9日、連邦議会上院財政
委員会と下院政策委員会の委員長は、ルー
財務長官に対し、OECDの税源侵食・利益
移転（BEPS）プロジェクトの提案に関して議
会への協力を要請する公開書簡を送付しま
した。 
上院財政委員会のハッチ委員長（共和党、ユ
タ州選出）および下院政策委員会のライアン
委員長（共和党、ウィスコンシン州選出）は、
この書簡において、財務省がBEPSプロジェ
クトに安易に追随する姿勢を見せていること
に懸念を示し、特に米系多国籍企業のマス
ターファイルを外国政府が秘密保護の保証
や必要性の証明なしに取得できることを問
題点として指摘しました。
報道によれば、財務省は現行の内国歳入法
の規定に基づき国別報告書の作成・提出を
納税者に義務づける権限を有しており、IRS
は今年中に報告手続に関するガイダンスを
発表する予定であるとされていますが、両委
員長は、情報を要求・収集し、外国政府と共
有する権限について疑問を呈し、米系多国籍
企業の国別報告書を収集したり、外資系多国
籍企業の米国子会社を通じてマスターファイ
ルを取得する権限を財務省およびIRSが有
する法的根拠を示すよう求めました。また、
両委員長は、①米国で活動する外資系多国
籍企業の国別報告書その他の移転価格文書
化資料の使用方法、②米系多国籍企業の企
業秘密が含まれているマスターファイルを外
国政府が直接入手することの正当性につい
ても説明を求めており、回答がなければ国
別報告書やマスターファイルの収集を禁止す
る手段を議会として講じると警告しています。
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いますが、カリフォルニア州内のみで単一事
業を営む関連会社グループは、合算申告と個
別申告を選択することが認められています。
本件原告の納税者は、複数の子会社を有す
るオートバイ業者ですが、州間事業者と州
内事業者で異なる取り扱いは、合衆国憲法
の通商条項に反するものであると訴えていま
した。
控訴裁判所は、納税者により取り扱いが異
なっていることを認め、過去の判例に基づき、
州内事業者と州間事業者で異なる取り扱い
が通商条項上の差別に該当することを納税
者は立証済みであるとして、裁判を下級審
に差し戻し、州間事業者への差別が容認さ
れるべき正当な理由があるとの州税務当局
の主張について審議することを命じました。 

カリフォルニア州：州間事業者のみに合算
申告を義務づける法律に違憲判断
カリフォルニア州控訴裁判所（第4管区）は、
州内のみで事業を行う納税者に限り合算申
告と個別申告を選択することを認める法律
が合衆国憲法の通商条項に違反するとの納
税者の訴えを退け、州税務当局の主張を支
持した下級審の判断は誤りであったとの逆
転判決を下しました。
カリフォルニア州税法上、複数の州に跨り単
一事業（ユニタリー・ビジネス）を営む関連会
社グループには合算申告が義務づけられて

に関する規定上、宇宙空間をどう取り扱うか
についても、新たな視点での検討が必要に
なるとしています。
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上院財政委員会の税制改革分科会の提案
提出を延期
5月21日、ハッチ上院財政委員長（共和党、
ユタ州選出）とワイデン委員（民主党、オレゴ
ン州選出）は、税制改革分科会による提案
作成の期限を延期すると発表しました。上
下両院により合意された最終予算決議は、
今後の歳出法案および税法改正法案の審議
時の予算ガイドラインとなりますが、実際の
歳出や税法改正に関する条項は含まれず、
大統領による署名も必要ありません。
個人所得税、事業所得税、貯蓄・投資、国
際税務、地域開発・インフラ整備の5つのト
ピック毎に設置された分科会は、上院財政
委員会に5月25日の週に提案書を提出する
ことになっており、3月以来ミーティングを
重ね、議会、政権、納税者、その他の関係
者との意見交換を行うとともに、一般からの
コメントを募集し、1,400通以上の提案書を
受領しました。
今回の延期は、2つの点で注目されています。
第一に、2016年の大統領選挙に向けた運
動が今夏本格化すると、税制改革のような
複雑で争点の多い法案を可決するのは不可
能になると見られていることから、上院財政
委員会が分科会の提案に基づくアクションを
起こす時間的余裕が少なくなることです。第
二に、超党派の分科会の提案には具体的な
税制改革案が含まれないのではないかとの
懐疑的予測がある一方、ハッチ委員長とワイ
デン委員は分科会による具体的提案の作成
に依然希望を残しているものと思われます。

い、もしくは極めて少額の税金しか支払わ
ないという「無国籍所得」や「二重非課税」の
発生を回避することを目的としたものです。
もうひとつの改正案は、米国法人のうち、内
国歳入法の規定による「国籍離脱企業」の
定義に該当する法人による配当ならびに課
税ベースを圧縮する支払い（利息やロイヤリ
ティー等）に対して源泉税の減免を認めない
ことでコーポレート・インバージョンのメリッ
トを減少させることを目的としています。
また、BEPS対策の一環として、居住地国
での課税回避を目的として租税条約の恩典
が不適切に利用されることを防止するため、
居住地国外に所在する恒久的施設に帰属
する所得として条約締結相手国により課税
されない所得について条約の恩典を制限す
るルールならびに企業による税源を侵食す
る過大な支払いを制限するルールを強化す
るとしています。
恩典制限（LOB）条項の改正は、現行の「派
生的恩典」ルールを改訂し、第三国の居住
者による所有等を含む広義の所有権の定義
に基づく条約恩典の付与に関するルールを
見直すものです。
財務省は、これらの改正案についての一般か
らのコメントを募集しています。米国モデル
条約は、2006年から改正されていません。

•「課税対象外の恒久的施設」に関する規定
導入案

•「国籍離脱企業」による支払いに関する規
定導入案

•「特別税制」に関する規定導入案
• 恩典制限条項の改定案
• 将来的な税法改正に関する規定導入案

2015年5月

財務省による米国モデル租税条約改正案
5月20日、財務省は、米国モデル条約につ
いて、次の5項目の改正を行うことを提案し、
一般からのコメントを募集しました。

財務省の発表によれば、これらの改正案の
主眼は、①租税条約締結相手国の税制が
将来的に改正されても租税条約締結時の
交渉で米国が獲得した恩典のバランスを維
持できるようにすること、②インバージョン
取引により税務上の居住地を変更する企業
に対して租税条約の恩典を否認すること、の
2点となっています。
改正案のひとつは、特にロイヤリティーや利
子収入等の受動的所得について、特定の国
で極端に低い税率を適用する「特別税制」
が採用された場合に、 税源侵食と利益移転
（BEPS）プロジェクトの趣旨に従い、納税者
が租税条約と当該特別税制を組み合わせ、
租税条約締結相手国で税金を全く支払わな



IRSが収益認識に関する新会計基準につい
てのコメントを募集
5月29日、IRSは、米国財務会計基準審議
会（FASB）および国際会計基準審議会
（IASB）により発表された収益認識に関する
新会計基準が納税者の税務会計方針に与
える影響についてコメントを募集する公告
2015-40号を発表しました。
会計上の収益認識のタイミングに関する新
基準は、多くの納税者の税務上の所得認識
のタイミングにも影響を与える可能性があ
ります。次の納税者については、特に影響が
大きいものと考えられます。

新基準の適用による影響は、特定の業界に
おいて大きいものと考えられており、例えば、
ソフトウェア、娯楽、製造、建設等の業界
では、財務会計上の収益認識のタイミング
が大きく変ることが予想されています。 
IRSによれば、連邦税法上の会計方針の変
更にはIRSの承認が必要となります。公告
2015-40号では、新基準を連邦税法上の
会計方針として容認すべきか、新基準の適
用にあたってどの様な税務上の会計方針変
更手続が必要となるか、会計方針変更に関
する現行のIRSの申請承認手続は妥当か等、
検討を要する基本的な問題点や手続上の課
題が存在するとされています。
新基準の適用により、財務会計と税務上の
取り扱いの差異が新たに出現もしくは拡大
することが考えられることから、IRSおよび
財務省は、新基準に関するガイダンスを発
行すべきか、またガイダンスが必要となる場
合、その範囲、内容、形式をどうすべきか
について、一般からのコメントを募集してい
ます。コメントの提出期限は、2015年9月
15日となっています。

• 工事進行基準を適用している場合。
•サービスの提供による対価を受領している
場合。

• 商品の販売において占有改定による所有
権移転を行っている場合。

• 商品の販売と返品がある場合。
• 製品保証による収入がある場合。
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供しております。 また、日本をはじめとする他国のメンバーファームとも緊密な協働体制を築いています。
KPMGのスペシャリストは、企業組織全体を通じた事業価値向上に貢献する客観的なアドバイスを提供
致します。
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