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今日の監査委員会が最も頭を悩ませてい

る緊急の課題や懸念事項を特定するた

め、KPMGの2014年グローバル監査委員

会調査では、世界中の約1,500人の監査

委員会メンバーを対象に、最近の課題(

来年の企業の課題や増加傾向にある監査

委員会の業務から企業の業績、CFOおよ

び金融機関の有効性、企業の主要リスク

に関して役員が受け取る情報の質)につ

いて見解を聞きました。

以下のページにおいて紹介されているよ

うに、我々の調査は国際的なトレンドを

幅広く特定した上で、様々な地域の監査

委員会が抱えている課題や懸念事項に関

する国別の詳細なデータを提供していま

す。これまでの調査から一般的にコーポ

レート・ガバナンスや監査委員会の活動

が深く根付いている国の監査委員会ほど

監督機能について自信を持っているとい

うことがわかっていますが、我々が調査

を行ったすべての国の監査委員会メンバ

ーがまだ改善の余地はあると述べていま

す。

監査委員会は、事業がさらされているリ

スクについて独自の見解を持っていま

す。彼らの視点は取締役会全体のみなら

ず経営陣や監査人に、問題解決等におけ

る重要な手がかりをもたらします。この

先に待ち受ける厳しい事業環境のなかで

取締役が会社を導いていくにあたり、我

々の調査結果を、現在の慣行をベンチ

マーク化したり、ギャップやエマージン

グ・リスクを特定したり、また監査委員

会や取締役会の監督機能の強化やますま

す複雑化し、変化し続ける世界における

競争力の維持を可能にする方法に関する

コミュニケーションを促進するための重

要なツールとして役立てていただくこと

ができます。

KPMG のオーディット・コミッティー・
インスティテュート
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2014年 グローバル監査委員会調査

主な検出事項:

 • 今日の課題の上位を占めるのは、規

制、不確実性、不安定さ、オペレーシ

ョナル・リスク。 予想に違わず、世

界中のほとんどの監査委員会では、規

制や社会政策イニシアティブの影響、

経済および政治不安、オペレーショナ

ル・リスクおよびコントロールが自社

にとっての最大の課題であると考えて

います。

 •  監査委員会の仕事はますます困難な

ものとなっている。ほぼ半数の監査

委員会メンバーが、監査委員会の専

門知識と数々の課題を考えると、監

査委員会の中核的な責任に加えて、

重要なリスク(例：サイバーリスクと

IT、リスク管理プロセス、グローバ

ル・コンプライアンス)を監視するこ

とは「ますます困難」になってきて

います。それ以外の監査委員会メン

バーのほとんどは、自社の取締役会

は最近リスクに関する責任を移管ま

たは調整したり、特定のリスクに対

処するための新しい委員会を創設し

た(あるいは近々創設する予定)と回

答しています。

 • サイバーリスク、テクノロジーおよび

イノベーション、グローバル・システ

ミック・リスクに関する情報の質が不

十分。 監査委員会は、会社がさらさ

れている主要リスク(法務・規制コン

プライアンス、オペレーショナル・リ

スク、社会政策展開)に関して受け取

る情報の質について「良い」または「

概して良い」と評価していますが、多

くのメンバーが、サイバー・セキュリ

ティ、エマージング・テクノロジー、

会社の成長および革新計画に関する情

報については改善が必要だとしていま

す。また、監査委員会は会社のグロー

バル・システミック・リスクやサプラ

イ・チェーンへの依存状況について

も、もっとよく把握したいと考えてい

ます。
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 • ほとんどの企業において、CFOの後継

者育成計画が策定されていない。今回

の調査の回答者のうち、CFOに関する

正式な後継者育成計画およびCFOの働

きを評価する明確な業務目標が策定さ

れていると回答したのはわずか40％
ほどでした。監査委員会は、CFOにも

っと会社の戦略やリスク管理努力に貢

献し、また「人材を育成し豊富な人材

を揃える」ことなどに尽力してほしい

と考えています。

 • 長期的業績に関する先行指標や非金融

ドライバーを把握しづらいことが多

い。長期的業績に関する主要な非金融

ドライバー(特に才能、イノベーショ

ン、ブランドの評判)の測定およびモ

ニタリングは、常々、多くの企業にと

って課題となっていますが、企業の方

向性や、戦略が正しく実行されている

かどうかを示すための「先行指標」の

特定も課題となっています。

 • 内部監査もリスク管理、ITおよびオペ

レーショナル・リスクをチェックして

いるものの、十分なスキルやリソース

が不足している場合がある。 回答者

の80％以上が、内部監査の役割を財

務報告および内部統制の妥当性の検証

にとどめず、事業のさらされているそ

の他の主要リスクに関する手続きも含

めるべきであると回答しました。ただ

し、現在の内部監査部門にそれらの役

割を果たすのに必要なスキルとリソー

スがあると答えたのはわずかに50％
でした。

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。

ダウンロード

2014 Global Audit Committee Survey > (英語のみ)

http://www.kpmginstitutes.com/aci/insights/2014/pdf/2014-global-aci-survey-web.pdf

ご質問

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。

2014年 グローバル監査委員会調査

http://www.kpmginstitutes.com/aci/insights/2014/pdf/2014-global-aci-survey-web.pdf
http://www.kpmginstitutes.com/aci/insights/2014/pdf/2014-global-aci-survey-web.pdf
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概要

2013年11月22日、米国内国歳入庁(IRS)
は相互協議並びに事前確認(APA)に関す

るガイダンスと指針を含む「歳入手続

細則」の改正案を公表しました(Notice 
2013-78及びNotice 2013-79)。2012年
にIRSは相互協議手続き及びAPAプログ

ラムの連携強化や申請/審査手続きの明

瞭性・効率性を高める目的で、Advance 
Pricing and Mutual Agreement 
Program(APMAプログラム)を設立しま

した。今回の歳入手続細則の改正案につ

いてはAPMAプログラム設立趣旨に沿っ

ており、現行の「歳入手続細則 2006-9
」から大幅に変更される予定です。本改

正案はAPMAプログラムの明確化・効率

化を図ることを目的としており、納税者

にとって歓迎されるものであると考えら

れ、米国租税条約締結国間で発生する国

際課税紛争に対して納税者と積極的に協

力し解決していこうとするAPMAプログ

ラムの基本姿勢が強く現れています。そ

の背景としては、移転価格に関する諸問

題が年々増加しており、IRSとして相互

協議・APA等の国際課税紛争解決メカニ

ズムの強化に注力していることが考えら

れます。

 相互協議・APA対象案件の拡大

今回の改正においては、現行の「歳入手

続細則 2006-9」では対象外となってい

た事案に関しても積極的に対応していく

姿勢を見せています。例えば、重要な改

正項目の一つとして、納税者が実施した

自主調整(例：自主調整の結果、直接的

もしくは間接的に二重課税が生じてし

まうケース)についても相互協議手続き

によって解決を図ることが可能となる模

様です(ただし、事後的タックスプラン

ニングや脱税と見なされる場合には救済

されません)。更に、納税者からの一般

的な相互協議に関する問い合わせに対し

ても今後は対応していく予定です。具体

的な問い合わせの内容には、納税者の抱

える問題が相互協議の対象となる得る問

題なのかの判定、国外における更正処分

に対して外国税額控除を取る要件を満た

しているかの判定などが含まれます(な

お、国外における更正処分に対して外国

税額控除を取る際には、既存の制度上、

救済手続きを全て実行していることが要

件となります)。

APMAプログラムの透明性の向上

今回の改正案では、納税者にはAPA申

請時に十分な情報提供を求めるなど、

様々な方法で納税者及び税務当局間の

透明性の向上を図っています。例えば

APAと相互協議のいずれにおいても、

事前相談を IRSと行う場合には事実関

係や取引内容の概要を纏めた事前相談

メモランダム(Prefiling memorandum)

の提出が原則必要となりました(事案

の内容や調整金額で例外あり)。APAに
おいては、Bilateral APAやMultilateral 
APAの申請が可能な状況において

Unilateral APAを申請する場合や、簡略

型APA(Abbreviated APA)を申請する場

合には事前相談メモランダムの提出が必

須となります。相互協議においては、以

相互協議並びに事前確認(APA)に関するガイダンス

と指針を含む「歳入手続細則」の改正案について
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下の場合には事前相談メモランダムの提

出が必須となります。

 • 海外の税務当局が課した所得調整額の

合計が10 million USDを超える場合

 • 納税者が実施した自主調整

 • 租税条約の特典制限条項の免除申請を

行う場合

 • 税務調査が行われる前に納税者自ら二

重課税が生じたと考えた場合(例：源泉

税)

以下に該当する場合には、APAと相互協

議のいずれの場合においても事前相談メ

モランダムの提出が必須となります。

 • 無形資産に関するライセンス供与また

は移転、あるいは無形資産の形成に関

連する取引

 • グローバルトレーディングに関連する

取引

 • 米国税制上の法人とならない支店、パ

ススルー事業体、ハイブリッド事業

体、米国税法上課税対象とはみなされ

ない事業体に関連する取引

また、今回の改正案において、相互協議

の申立てやAPA申請時に求められる資料

のリストが提示され、幾つかの資料が追

加されました。ただし、これらの追加資

料はこれまでもAPAや相互協議の審査過

程において納税者がAPMAプログラムに

提出していた資料であり、今回の改正は

申請時に提出することでAPAや相互協議

の初期段階の審査効率を向上させる意

図があります。更に、(APMAプログラ

ムが作成するテンプレートに基づいた)

APA契約書のドラフトもAPA申請時に添

付資料として提出することになります。

今回の改正に伴い、納税者にとっては

APAや相互協議の申請時に前倒しで資料

の提出が必要となることで負担が増加し

手続きが複雑化するものの、申請後の審

査手続きはこれまで以上に集中的に実施

されることで、結果として相互協議や

APAプロセス全体にかかる期間が短縮す

ることが見込まれております。

加えて、IRSは租税条約相手国とのAPA
や相互協議における政府間協議において

も透明性の向上を図る模様です。具体的

には、納税者が相互協議の申立てを行わ

ない取引に関してもAPMAプログラムが

租税条約相手国の税務当局と相互協議を

行う可能性や、相互協議の対象範囲の拡

大を要求する可能性がある旨が改正案で

は言及されています。

 今回の改正案では、APAの経過事業年

度への遡及適用についても新たなガイダ

ンスが含まれています。現行の「歳入手

続細則 2006-9」では、APAが執行され

る前であれば何時でも遡及適用の申請を

行うことができましたが、改正案では

納税者はAPA申請時、もしくはAPA申請

から3ヶ月以内にAPAの遡及適用の申請

を行うことになります。更に、APMAプ
ログラム自身がAPAの遡及適用を納税者

のオープンタックスイヤー(更正等の期

間制限が経過していない事業年度)に適

用する権利を有する事になります。従

って、今後は遡及適用を申請しない場合

には納税者がAPMAプログラムに対して

APAの遡及適用を行うことが適切ではな

い理由を説明する必要があり、APMAプ
ログラムが同意しない場合には、APMA
プログラムはAPA申請の棄却もしくは審

査の停止・取消を行うことができるよ

うになります。また、APA審査中におい

て、APA対象事業年度あるいは遡及適用

対象事業年度の時効を延長する契約(一

般的、もしくは特定の項目に限定する場

合もある)を締結する必要があります。

Bilateral APA及びMultilateral APAの申請

期限も改正されました。納税者が相手国

の税務当局へのAPAの申請を先立って行

った場合、IRSへの提出期限はそこから

60日後となります。申請期限改正に伴

い、APMAプログラムと相手国の税務当

局はAPAの申請をほぼ同時に受理する事

となり、相互協議まで同様の時間軸で進

めることができると考えられています。

また、納税者は、相手国の税務当局へ提

出した資料や分析は他方の税務当局へも

提出することを義務付けられています

が、本改正案においてAPMAプログラム

は納税者の負担の軽減を図るために、当

局に提出した情報を、両税務当局間で共

有するための効率的な方法(例：提出資

料に索引を付す)の導入を検討している

ようです。更に、IRSは、APAまたは相

互協議の審査過程において、納税者から

APMAプログラム並びに相手国の税務当

局に対して同時にプレゼンテーションを

行うように要求することができるように

なります。

APA及び相互協議プロセスにおける更な

る効率化と連携強化

今回の改正案は、相互協議、促進相互協

議(ACAP)、APA、並びに簡略型APAに
おける納税者及びIRSの手続き上の負担

を軽減し効率化を図っています。例え

ば、対象年度を通して重要な事実関係及

び問題点に変更が無い場合、納税者は以

下の3つの方法によって税務上の不確実

性を排除する事が可能となります。

(1) 税務調整が生じている事業年度に関

して、相互協議の申立てを行う。

(2) まだ税務調整は生じていないが、今

後生じる可能性が高い経過事業年度

に関して、促進相互協議を採用し相

互協議の結果を適用する。

(3) 更に将来年度に関して、相互協議の

結果を簡略型APAを申請することで

適用する。

納税者は上記の手続きを活用すること

で、複雑かつ複数年度に及ぶ移転価格課

税問題に対して効率的に対処することが

可能となります。本改正案は、これま

で人員不足に悩まされ、効率化を切望

相互協議並びに事前確認(APA)に関するガイダンスと指針を含む「歳入手続細則」の改正案について
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していた租税条約相手国の税務当局に

とっても喜ばしいことだと考えられま

す。加え、相互協議及びAPAの更なる効

率化を資する目的で、相互協議におけ

る還付請求の時効中断手続き(Protective 
Claim)等の諸通知書、APAにおける一定

の情報提供ダイアグラム(Covered Issue 
Diagram)、特定の財務情報の提出にお

いては、テンプレートが活用される見通

しです。

簡略型APA: 更新APA及びその他の場合

本改正案では、既述のとおり、更新APA
及び小規模なAPAにおいても、簡略型

APAの申請ができるようになります。簡

略型APAでは、申請に必要な資料が通常

のAPAの申請に比べて少ないため、納税

者とAPMAプログラム双方の負担軽減に

つながると考えられています。特に、更

新APAの場合、APMAプログラムも既に

納税者に係る事実関係や経済状況等につ

いて一定の理解があるため、APA初期段

階においては、通常のAPAほどの資料は

要さない模様です。APAを申請する納税

者は、既に過去にAPAを複数回更新して

いる事も多く、今後APAの更新の際に簡

略型APAが認められることは、APAプロ

セスを大幅に改善させるものと考えられ

ています。このようなAPA手続きの簡略

化が、今後、相手税務当局にも導入され

ることで、APAプロセス全体の効率化や

納税者の負担軽減が図られることが望ま

れます。

ペナルティ・プロテクションとしての

APA申請

今回の改正にあたり、APA申請自体

が、APA年度の(Reg. Section 1.6662-
6(d)(2)(iii)に規定される)同時文書化要件

を満たすように考慮されています(ただ

し、情報の更新や補完は必要)。これま

でもAPAが審査されている期間について

も移転価格文書を作成しなければならな

かった納税者の負担を軽減すべきとの強

い要望がありましたが、今回の改正案は

この要望を受け入れるものとなっていま

す。

施行日に関して

アメリカ合衆国財務省財務省とIRSは、

改正案に対するパブリックコメントを受

け付けており、締め切りは2014年3月10
日とされています。パブリックコメン

トが締め切られた後、IRSは歳入手続細

則の改正案を最終化し、内国歳入庁週報

に記載される日以降に受理されるAPAや
相互協議において新しい歳入手続細則が

適用されます。また、納税者とAPMAプ
ログラムが合意した場合に限り、施行日

時点で申請中の案件についても、新たな

歳入手続細則が適用されます。なお、新

たな歳入手続細則の施行前にAPAや相互

協議の申請を行う予定の納税者において

も、今回の改正案の方針や手続きの変更

点について把握しておくことで、APAや
相互協議の申請を効率的かつ戦略的に進

めることができるようになります。

相互協議並びに事前確認(APA)に関するガイダンスと指針を含む「歳入手続細則」の改正案について

本文中の税務アドバイスは、弊社クライアントもしくはその他の個人や事業体が、①納税者に対して賦課される可能性があるペナルティーの回
避を目的として使用することや、②調査対象事項について宣伝、マーケティング、推奨等を行うことを意図したものではなく、従ってこれらの
目的には使用できません。 

記事中の見解や意見は著者個人のものであり、必ずしもKPMG LLPのものではありません。また、記事中の情報は全て一般的なものであり、特
定の個人もしくは事業体の状況への適用を意図したものではありません。

ご質問

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。
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2014年復調の兆しをみせる米国M&A取引活動

序文

昨年は、企業幹部にとって景気回復を

予想させる一年でした。ダウ・ジョー

ンズ指数は15,000ポイントを超え、企

業は記録的なペースで IPOを行い、ヨ

ーロッパの情勢も安定したように見ら

れました。しかしながらベライゾン・

コミュニケーションズが、ボーダフォ

ンとの合弁会社であるベライゾン・ワ

イヤレス株の45％を1,300億ドルで買

収・完全子会社化するなど、大型案件

があったにも関わらず、M&A市場は比

較的静かでした。トムソン・ロイター

によると、2013年1～9月の9ヶ月間に

おける世界のM&A取引金額は2％上昇

したものの、取引件数は13％減少しま

した。

取引件数については、今後の増加を示

唆する要素がいくつかあります。企

業は引き続き多額の現金を保有し、金

利は歴史的な低さを留めています。

にもかかわらず、連邦準備制度理事

会の金融政策およびヘルスケア改革

の導入への不安に加え、高止まりして

いる失業率が、アメリカのビジネス

界を慎重にさせています。そこで弊

社KPMGは、M&A市場の現状をより

深く理解するため、雑誌「Mergers & 
Acquisition」と協力して1,000名を超す

M&Aスペシャリスト(米企業、プライベ

ートエクイティ企業、投資銀行勤務者)

を対象とした調査を実施しました。

調査結果

M&A 取引活動は堅調に推移する見込み

調査参加者は全般的に、ディール環境に

対して比較的明るい見通しを持ってい

る。回答者の約63％が、2014年に買収

を行う予定であると回答した。

2014年M&A見通し調査レポート

Q: 2014年のM&A取引活動の活発化にもっとも影響を及ぼす要素とは？

回答者の21％が2014年の買収予定は1件と回答し、16％は2件と回答。2014年に買

収予定はないと回答したのはわずか16％に止まった。

自社および助言先クライアントが関与する取引数が増えると予想する理由を尋ねた

ところ、多くの回答者が、経済の回復基調、経済的な不安材料の減少、今までM&A
を控えていた企業の今後の活発化への期待、などを挙げている。一般製造業の経営

企画担当役員は「経済状況の改善と不安要素の減少」を理由に、M&Aの増加を予定

していると回答。またある投資銀行家は「来年(2014年)が今年(2013年)ほど悪くな

ることはありえない」ため、ディールは増加すると楽観視している。
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2014年M&A見通し調査レポート

来年(２０１４年)の取引活動を活発化さ

せる要素はいくつかある。もっとも回

答が多かったのは多額の内部留保金(25
％)だった。その他の重要な要素には、

新興国経済におけるビジネスチャンス

(17％)が挙げられ、有利な条件での信

用枠の取得(16％)、消費者マインドの

回復(16％)、株式市場の回復(9％)と続

いた。

弊社 KPMG全米地区 Transactions＆ 

Restructuring代表のDan Tiemann(以下、

ティーマン)も、M&A市場は間もなく回

復に向かうと見込み、「企業幹部たちは

世界経済の回復基調や不安要素の減少に

より、安心感を得ている。多額の内部留

保金と魅力的な投資機会は、米国企業の

取引増加につながっていくだろう。」と

語る。またPE担当National Sectorのリー

ダー、Marc Moyers(モイヤース)は、今

後12～18ヶ月の間にPEバイヤーも活発化

していくと予想し、「多くのPEファンド

は多額の未投資資金を抱えており、おも

に新興国市場や平均以上の成長が見込め

る分野での魅力的な投資機会を模索して

いる。」と述べている。

成長が取引を牽引

今日、M&A当事者の取引意欲を促進す

る要因は何か？買収を行うおもな理由と

して回答は、好機(18％)、顧客層拡大

(17％)、地理的拡大(17％)の順に続い

た。

Q: 利益拡大やコスト削減のほかに、2014年にM&A取引を実施するおもな理由とは？

また多くの回答者が新製品の導入(9％)を

回答した。過去2年でM&A取引の重点項目

に変化があったか、という質問に対して

は、コスト削減より成長に焦点を当てるよ

うになったという回答が見られた。ある

石油ガス会社幹部は、「非中核事業の売

却から新規事業分野の拡大へシフト中」

と答えた。
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2014年M&A見通し調査レポート

昨年は大型取引がいくつか実施された

が、これからはミドル・マーケットがも

っとも活発になると見込まれ、回答者た

ちも取引規模は引き続き小規模に止まる

と予想している。

Q: 2014年における、貴社の買収案件ごとの予想平均企業価値は？

4分の3以上の回答者(77％)は、自社の

行う取引価値は250百万ドル以下になる

と予想。さらに、12％の回答者は250
百万～499百万ドルの間、わずか3％が

10億～50億ドルの予定と回答した。弊

社PrincipalそしてCorporate Finance & 
RestructuringのUSリーダーであるPhil 
Isom(以下、アイソム)は、今後も市場

ではこうした小規模案件が大半を占め

るだろうと予測し、その理由として「構

造的な改善は見られるが、今の経済には 

まだ不確実な要素が多く、こうした小規

模取引の方が資金調達や統合が容易であ

る。」と述べている。

Q: M&Aの成功にもっとも重要な要素は？ 株主価値の創出は極めて難しいプロセス

だ。もっとも多くの回答者が取引成功に

必要な要素として挙げたのは、統合計画

の的確な実行だった(38％)。

またその他の重要な要素として、正確な

企業価値評価および取引価格(29％)や効

果的なデュー・デリジェンス(20％)と続

く。一般的な経済状況を重要とする回答

は少数だった(10％)。
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業界のトレンドおよび課題

M&Aプロフェッショナルが今後もっと

も活発な動きが見られる業界と考えるの

は、予想通りの業界だった。

Q: 2014年のM&A市場がもっとも活発と

予想される上位２業界とは？1

もっとも回答が多かったのは、テクノ

ロジー /メディア /通信(44％)で、僅差

２位につけたのはヘルスケア/医薬品/生

命科学(41％)だった。また回答者は金

融サービス(28％)やエネルギー(27％)

の分野でも、多くの買収が行われると見

込んでいる。これに関してティーマンは

「もっとも構造改革が進んだり、規制が

多い業界に、最大の統合機会が訪れる。

ヘルスケアや金融サービスに関する規制

の増加および絶え間ない変更、石油・ガ

スの生産拡大、そして常に進化を続ける

テクノロジー業界では多くの投資機会が

作り出されるだろう。」と述べている。

1. 複数回答可

2. 原文ではDiversified Industrials:(自動車、化学、重工業等を含む、一般製造業

2014年M&A見通し調査レポート
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M&Aに対する展望や重要課題は業界に

よって異なるが、一般的には企業価値

評価の相違や適切な対象企業の不在等で

ある。政府の監督下にある業界にとって

は、不確かな規制環境もまた難題であ

る。業界ごとの回答は、各業界に属する

100名を超えるM&A担当幹部の回答をま

とめたものである。

テクノロジー/メディア/電気通信

この分野でM&Aを促進するもっとも重

要なトレンドには、コンバージング・テ

クノロジー(52％)、クラウド・コンピュ

ーティング(43％)、データ・アナリティ

クス(43％)、モビリティ(43％)、ソーシ

ャルネットワーキング(20％)が挙げられ

た1。同業界の企業がM&Aを模索するお

もな理由は、不足機能を補う買収、新製

品強化(19％)、新規売上拡大領域への参

入(18％)、テクノロジー・プラットフォ

ーム拡大(14％)、顧客ベース拡大(14％)

等だった。取引実行における最大の課題

は、買い手と売り手間の企業価値評価の

相違(51％)、適切な対象企業の不足(24
％)、適切な対象企業特定の難しさ(23
％)、買い手と対象会社間のポスト取引

戦略に関するすり合せ問題(19％)3と続

いた。

ヘルスケア/医薬品/生命科学

同業界に関してもっとも多かった答え

は、予想通りに患者保護並びに医療

費負担適正化法 4への対応で、回答の

73％を集めた。その他には、中核事業の

統合や競争への対応(61％)、製品・サー

ビスの拡大(22％)、地理的拡大(17％)が

挙げられた。またこの業界の一般的な課

題には、不確かな規制環境(62％)、買い

手と売り手間の企業価値評価の相違(38％)、 

将来の業績予測不可能(37％)、適切な対

象企業特定の難しさ(27％)4が挙った。

オンライン保険市場「エクスチェンジ

＝取引所」5に関する今後の対応につい

て、同業界M&A幹部の38％は不明、30
％は企業ベースの健康保険を維持する予

定、24％は変更予定はなし、8％が可能

な限り迅速に従業員の「エクスチェン

ジ」利用へ移行する予定、と回答した。

金融サービス

金融サービスにおけるもっとも重要なト

レンドとして挙がったのは、中核事業同

士や競合企業との統合(48％)だった。次

に、大規模企業に有利となる規制の増加

(42％)、地理的拡大(27％)、技術的進歩

(25％)、製品およびサービスの拡大(23
％)と続いた。同業界にとっての課題に

は、不確かな規制環境(57％)、買い手と

売り手間の企業価値評価の相違(34％)、

将来の業績予測不可能 (34％)、適切な対

象企業特定の難しさ(32％)等だった。ま

た、金融サービス幹部がもっとも魅力的

な分野として挙げたのは、金融テクノロ

ジー(20％)、銀行(18％)、スペシャルテ

ィ・ファイナンス(16％)、保険(16％)だ

った3。

エネルギー/石油・ガス

石油・ガス業界に見られる重要なトレン

ドには、水圧破砕を含む新技術(52％)、

地理的拡大(35％)、製品・サービスの拡

大(18％)、顧客拡大(13％)等が挙げら

れ、当事者にとっての最大の課題として

は、不確かな規制環境(38％)、買い手と

売り手間の企業価値評価の相違(37％)、

不安定なエネルギー価格(36％)、将来の

業績予測不可能(28％)が挙がった。

コンシューマーマーケット

この業界が挙げた買収活動を牽引するお

もな要因は、中核事業同士や競合企業と

の統合(62％)、製品・サービスの拡大

(40％)、地理的拡大(31％)、顧客拡大

(30％)4だった。売却の誘因は、非中核

事業を売却する機会(62％)、好調な事業

を現金化する機会(44％)、不採算事業を

売却する機会(35％)4と回答。また最大

の課題には、買い手と売り手間の企業価

値評価の相違(53％)、将来の業績の予測

不可能性(40％)、適切な対象企業特定の

難しさ(32％)、買い手と対象会社間の買

収後戦略に関するすり合わせ(20％)が挙

がった。

一般製造業

一般製造業のトレンドとして、市場ア

クセス(44％)、コスト削減(43％)、

サプライヤー・ベースの統合(38％)、

技術的進歩(28％)が挙がった 3。売却

を誘発するものとしては、非中核事業

を売却する機会(69％)、不採算事業を

売却する機会(38％)、好調な事業を現

金化する機会(35％)が挙げられた 3。 

取引実行におけるもっとも一般的な課題と

しては買い手と売り手間の企業価値評価の

相違(59％)、将来の業績の予測不可能性

(42％)、適切な対象企業の特定(34％)、買

い手と対象会社間の買収後戦略に関するす

り合わせ(19％)と続いた。

3. 複数回答可

4. 正式名称The Patient Protection and Affordable Care Act (PPCAC)

5. 2013年10月1日にオバマ大統領の医療保険改革法に基づき創設 

2014年M&A見通し調査レポート



11 / Jnet Newsletter: Issue 1 – 2014
© 2014 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the U.S.A. The KPMG name, logo and 
“cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 273836

米国の牽引
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Q: 2014年M&A市場でもっとも活発に取

引が行われると思われる、上位２地域ま

たは国とは？

もっとも多くの回答者(83％)が、米国

および北米がもっとも盛んな取引活動地

域になると予想。

M&Aの実行が多いと予想されるそ

の他の地域には、西欧(29％)、中国

(29％)、アジア(中国とインドを除く)

(15％)が挙がった6。

アイソムは「近年のハイリスク投資環境

において、北米は比較的健全な財政状態

と成長率を保つことで収益性の高い投資

先とみなされ、欧州の債務危機は多くの

機会を創出している。そして、成長を追

い求める人々が常に興味を示すのは新興

国市場だ。」と述べている。

デューデリジェンスおよび機会の不在

回答者にとってのデューデリジェンスに

おける最大の課題に挙ったのは、将来の

売上げの変動性評価(34％)だった。そ

の他重要な課題には、対象企業の利益の

質の評価(19％)、対象企業の資産評価

(11％)、コストシナジー分析(9％)、対

象企業の社風評価(9％)が含まれた。

弊社M&A TaxのリーダーLisa Madden  
(マッデン)は、税金関連の問題もできる

だけ早い段階で検討する必要があると助

言する。「どの取引においても税金関連

の分析は重要です。税金は政府が新たな

規制を発表するたびに変わるため、買い

手も売り手も変更が発生しそうな場合

は、取引の構造や将来の収益性に及ぼす

影響を把握しておく必要があります。」 

と述べる。大多数の回答者が取引の初

段階で税金の影響を考慮すると回答 

(70％)したのに対し、残る26％は取引

の主要な条件や構造が決定したのちに税

金問題を検討すると回答。また、多数の

回答者(39％)は、税金問題を考慮する

ことにより、取引の内容がより複雑で大

変ものになると回答した。

同様に、統合に関する問題も重要課題と

なるため、できるだけ早期の検討が必要

になる。回答者にとって、もっとも重要

な統合問題は社風および人事に関する問

題(30％)で、製品およびサービスの統

合/合理化(20％)、経理および財務シス

テムの移行(12％)、顧客およびサプラ

イヤーの統合/合理化(11％)と続いた。

6. 複数回答可

2014年M&A見通し調査レポート
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2014年のM&A活動水準に関する予想は

概して楽観的だが、回答者は既存の課題

に対して強い警戒心を持っており、約３

分の１(32％)の回答者が適切な機会の

不足を取引活動を妨げる最大の要因に挙

げている。取引を遅らせるその他の要因

には、景気後退への懸念や成長率の鈍化

している現在の環境(29％)、規制関連

(18％)、社債発行の可能性およびコスト

(12％)が挙がった。

政府の意思決定による影響

連邦準備制度の決定は、資金調達の判断

にどのような影響を及ぼすか？40％の回

答者が、連邦準備制度の政策は資金調達

または借り換えの判断に「ある程度」の

影響を及ぼすと回答し、続く32％のが、

影響は「少い」あるいは無いと答えた。

金利の上昇も予想されるものの、M&A
に対しては明確な影響を及ぼさないと予

見されている。半数以上(53％)がまだ

何とも言えないと答えたのに対し、30
％は金利上昇による取引への影響は無い

とし、17％は取引件数が減少すると回

答した。さらに、2014年のクレジット

市場での資金調達に関わるアンケートで

は、39％の回答者が未定、36％は予定

有り、19％は予定無し、と回答した。

興味深いことに、ほぼ半数の回答者

(50％)が財政支出の削減によるM&Aへ
の影響はないと考えている。財政支出の

削減により買収取引が増加するという回

答者と、減少するという回答者の割合は

どちらも9％だった。

 

Q: 連邦準備制度の金融政策が資金調達や借り換えに関する判断に及ぼす影響は？ 

(五者択一)

2014年M&A見通し調査レポート
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コーポレート・バイヤーがやや有利
2014年に有利なのはコーポレート・バイ
ヤーかPEファンドかという問いに対し、
コーポレート・バイヤーと答えたのは33
％、PEファンドと答えたのは28％、ど
ちらも有利でないという回答は19％だっ
た。

回答者は、コーポレート・バイヤーが有
利だと思う理由としてシナジー実現の能

力があり、高い価格を支払うことができ
ることを挙げた。また企業は多額の現金
を保有しており、上昇した自社株を使用
することも可能であることなども挙げ
た。

圧倒的多数の回答者(61％)が、売り手に
とって望ましいエグジット戦略はストラ
テジック・バイヤーへの売却であると考
えている。17％の回答者はフィナンシ

ャル・バイヤーへの売却が望ましいと回
答、12％はIPOが望ましいエグジット戦
略とし、ほかに11％の回答者が借り換え
あるいは社債発行が望ましいと答えた。

Q: 2014年に有利なのはコーポレート・バイヤーかPEファン

ドか？

Q: 2014年におけるエグジット戦略としてもっとも望ましいの
は？

ご質問

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。

結論

企業およびPEファンドは多額の投資可能

資金を有し、各幹部は現在のM&A取引環

境を比較的前向きに受け止めていること

が窺い知れます。金利は低く、米国経済

は回復に向かい、欧州の債務危機といっ

たグローバルな問題も解消されつつあり

ます。こうした状況下、2013年のM&A
市場は期待されたほどの動きはなかった

ものの、弊社の調査参加者たちは2014年
の取引数は増加すると予想し、また買収

を通じた成長機会を模索する予定である

と回答しています。但し、M&A市場が回

復しても買収企業には対象企業の不安定

な収入源や収入および資産の質を客観的

に評価するデューデリジェンスの課題が

残ります。これらM&Aを利害関係者の価

値増大につなげるためには、しっかりと

したデュー・デリジェンスと統合プロセ

スが重要になります。

2014年M&A見通し調査レポート
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自動運転車：準備はいいですか？

ご質問

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。

ゲイリー・シルバーグからのメッセージ

1年前、KPMGのオートモーティブ・チームは自動運転車に関する白書を公表しまし

た。当該レポート「自動運転車：次なる改革」では、新たな技術、そして我々の道

路、街、生活の新しい形に自動運転車が及ぼしうる多大な影響に焦点を当てていま

した。

あれから1年、自動運転車の進化の勢いは驚くべきものとなっています。いくつか

の点において、自動運転車業界は予想を上回る速さで動いており、毎日のように新

たな技術的進歩や新しいジョイント・ベンチャーに関する発表が行われています。

従来の自動車メーカーはハイテク企業と連携し、革新的な新興企業は投資家を探し

求めています。私たちの目の前で状況は刻々と移り変わっているのです。

しかし、破壊的イノベーションの導入はリスクを伴います。自動運転車がいかに素

晴らしい可能性を秘めていても、その行く末を決めるのは市場です。そして市場を

構成するのは人々－消費者－で、彼らが最終的にその技術を採用するかどうかを決

めるのです。

そこでKPMG LLPは今年、極めて重要な質問を直接消費者に問いかけました。「も

し安全な自動運転車を利用できるなら、あなたは利用しますか？」

我々は、カリフォルニア州ロサンゼルス市、イリノイ州シカゴ市、ニュージャージ

ー州イズリン市の自動車オーナーを対象にした調査を実施しました。また、KPMG
のMassOpinion Business Intelligence (MOBITM)を用いて得られた自動運転技術に

関する現在の意見に対する洞察も利用しました。我々は調査の結果、いつ、なぜ、

どのように消費者が自動運転車を利用するのか、ということに関する重要な3つの

識見を導き出しました。 

1. 自動運転車の価値を明確に提案すれば、消費者はその技術に殺到する(そしてお

金を払う)でしょう。

2. パワートレインに代わるエコシステムを準備しましょう。自動運転時代には、時

速０～60マイルまでの加速時間は重要ではなくなります。消費者は自動運転車を

ハイテク企業から買うことになるかもしれません。

3. オン・デマンドの自動運転移動サービスが発達すれば、一家に2台の車を所有す

るという時代が終わるかもしれません。

この後に掲載されているレポートでは、我々の調査結果と、自動車エコシステムに

関わりのあるすべての人に今後生じうる機会とリスクについて検討しています。当

レポートが皆様のお役に立ち、また近い将来、我々の調査結果につきお話させてい

ただく機会がありますよう願っております。

ゲイリー・シルバーグ

KPMG LLP、パートナー 
ナショナル・インダストリー・リーダー・オートモーティブ

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。

ダウンロード

Self-Driving Cars: Are We Ready?> (英文のみ)

http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/self-driving-
cars-are-we-ready.pdf

http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/self-driving-cars-are-we-ready.pdf
http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/self-driving-cars-are-we-ready.pdf
http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/self-driving-cars-are-we-ready.pdf
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連絡先

前川武俊 
KPMG LLP 
監査部門パートナー 
E: tmaekawa@kpmg.com

「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 http://search.
kpmginstitutes.com/?bigi=1&q=Defining
+Issues&x=0&y=0 をご参照ください。

FASB－収益認識：FASB/IASBの再審議

が完了

2013年10月30日に開催された収益認識

プロジェクトに関するFASB/IASB合同会

議において、FASB/IASBの両ボードは、

収益認識の回収可能性、変動対価の見積

りの制限、及びライセンスについて暫定

的に合意しました。また、別の会議にお

いて、FASBは、デュー・プロセスにつ

いて討議を行い、スタッフに最終基準書

のドラフト作成を指示しました。最終基

準書は2014年第1四半期中に公表される

とみられています。

Go to Defining Issues 13-47 > 
https://www.kpmg.com/CN/en/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Newsletters/Defining-Issues/Documents/
Defining-Issues-O-1311-47.pdf

SEC－クラウドファンディングの規則案

を公表

SECは、2013年10月23日に、クラウド

ファンディングを通じた証券売出しの規

則案を公表しました。この規則案は、売

出しの対象となる証券の種類を制限ま

たは証券の評価方法を規定するものでは

なく、クラウドファンディングによる募

集・売出しを促進するために証券の発行

者が利用しなければならないファンディ

ング・ポータル及びブローカーを規制す

るフレームワークを含んでいます。

クラウドファンディングを通じた証券売

出しによって新興企業及び中小企業は非

適格投資家から合法的に資金を調達する

ことができ、企業が証券売出しにより資

金調達する場合に直面する規制を一部緩

和することになります。

Go to Defining Issues 13-48 > 
http://www.kpmginstitutes.
com/financial-reporting-network/
insights/2013/pdf/di-13-48-sec-
crowdfunding.pdf

AICPA －のれんの減損テストに関する

Practice Aidを公表

AICPAは、財務諸表の作成者、監査人及

び評価の専門家のための、のれんの減損

テストに関する会計処理及び評価につい

てのガイダンス(Practice Aid)を公表し

ました。このPractice Aid には、のれん

の減損テストの詳細な例示が含まれ、一

般的な実務上の問題点が記載されていま

す。 

Go to Defining Issues 13-50 > 
http://www.kpmginstitutes.
com/financial-reporting-network/
insights/2013/pdf/di-13-50-aicpa-
goodwill.pdf?utm_source=page&utm_
medium=/financial-reporting-network/
insights/2013/di-13-50-aicpa-goodwill.
aspx&utm_campaign=download

FASB －開発段階企業の概念を削除する

ASU案を公表

FASBは、 2013年 11月 7日に、会計

基準更新書 (Accounting Standards 
Update, ASU)案「特定の財務報告規定

の削除」を公表しました。このASU案

は、U.S. GAAPに基づく開発段階企業

(Development Stage Entity)と他の報告

企業との区別をなくし、開発段階企業に

特有の会計処理の規定を削除するもので

す。

会計・監査アップデート
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https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/Defining-Issues/Documents/Defining-Issues-O-1311-47.pdf
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http://www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-network/insights/2013/pdf/di-13-50-aicpa-goodwill.pdf?utm_source=page&utm_medium=/financial-reporting-network/insights/2013/di-13-50-aicpa-goodwill.aspx&utm_campaign=download
http://www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-network/insights/2013/pdf/di-13-50-aicpa-goodwill.pdf?utm_source=page&utm_medium=/financial-reporting-network/insights/2013/di-13-50-aicpa-goodwill.aspx&utm_campaign=download
http://www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-network/insights/2013/pdf/di-13-50-aicpa-goodwill.pdf?utm_source=page&utm_medium=/financial-reporting-network/insights/2013/di-13-50-aicpa-goodwill.aspx&utm_campaign=download
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会計・監査アップデート

Go to Defining Issues 13-51 > 
http://www.kpmginstitutes.
com/financial-reporting-network/
insights/2013/pdf/di-13-51-dse-
proposal.pdf?utm_source=page&utm_
medium=/financial-reporting-network/
insights/2013/di-13-51-dse-proposal.
aspx&utm_campaign=download

FASB－のれんの会計処理に関するPCC
のASU案を承認し、公開企業ののれんの

会計処理も検討予定 

FASBは、公開企業ののれんの会計処理

の変更を検討するプロジェクトを議題

に追加しました。また、FASBは、非公

開企業審議会(Private Company Council, 
PCC)の、のれんの会計処理及び簡便な

ヘッジ会計のアプローチに関する2つの

ASU案を承認しました。のれんに関する

PCCのASU案は、非公開企業が、のれん

を償却し兆候が生じた場合にのみ減損テ

ストを実施することを認めるとしていま

す。PCCの2番目のASU案は、非公開企

業に対して、特定の変動受取・固定支払

の金利スワップに簡便なヘッジ会計の適

用を認めるものです。 

Go to Defining Issues 13-52 > 
http://www.kpmg.com/Global/en/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
IFRS-GAAP-comparisons/Documents/
GAAP-2013.pdf

FEI－財務報告論点会議

財務管理者協会(Financial Executives 
International, FEI)は、2013年11月18-19
日に開催した財務報告論点会議におい

て、主にFASBとIASBのジョイント・プ

ロジェクト、SEC及びPCAOBの動向、並

びにその他の会計及び財務報告に関する

論点について討議しました。この会議の

パネリストは、SEC、FASB、IASB、産

業界及び会計事務所からの代表者により

構成され、財務諸表の作成者、利用者及

び監査人を含む会議参加者からの質問に

回答しました。

Go to Defining Issues 13-54 > 
http://www.kpmg.com/CN/en/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Newsletters/Defining-Issues/Documents/
Defining-Issues-O-1312-54.pdf

PCAOB－特定の監査従事者に関し監査

報告書において報告を義務付ける改訂案

を公表

PCAOBは、監査の透明性を改善するため

にPCAOBの改訂案を公表しました。この

改訂案は、PCAOBがコメントを再募集し

ており、監査報告書において以下の事項

を明示することを監査人に義務付けるも

のです。 (1) エンゲージメント・パート

ナーの氏名 (2) 監査に従事している、他

の独立会計事務所及び監査人に雇用され

ていない他の者についての特定の情報

PCAOBは、この改訂案に関する適用日を

まだ提案していません。

Go to Defining Issues 13-55 > 
http://www.kpmginstitutes.com/financial-
reporting-network/insights/2013/pdf/di-13-
55-pcaob-audit-communication.pdf

金融商品の減損、分類及び測定に関する

IFRSとのコンバージェンス達成の可能性

が低下

FASBの直近の暫定合意に基づくと、減

損、分類及び測定に関するFASBとIFRS
のコンバージェンス達成の可能性は低く

なってきました。FASBは、減損につい

て、引き続き残存期間にわたる期待信用

損失を反映するモデル(lifetime expected 
credit loss model)を進めることで暫定

的に合意しました。分類及び測定につ

いては、FASBは、金融資産の契約上の

キャッシュフローの評価に関し元本及

び利息の支払いのみ(solely principal and 
interest, SPPI)とするモデルを断念し

て、複合金融資産に関する現行の区分処

理規定を維持することに合意しました。

Go to Defining Issues 13-56 > 
http://www.kpmginstitutes.
com/financial-reporting-network/
insights/2013/pdf/di-13-56-financial-
instruments.pdf

AICPA－取得した仕掛研究開発資産に関

するPractice Aidを公表

AICPAは、2014年1月に、研究開発

(R&D)活動のために取得した資産に関す

る会計処理及び評価についてのガイダン

ス(Practice Aid)を公表しました。この

Practice Aidは、財務諸表の作成者、監

査人及び評価の専門家向けに、企業結合

時または資産取得時の仕掛研究開発資産

の当初認識、その後の会計処理、及び評

価手法に関する詳細な解説と、包括的な

例示を含んでいます。

Go to Defining Issues 14-4 > 
http://www.kpmg.com/CN/en/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Newsletters/Defining-Issues/Documents/
Defining-Issues-O-1401-04.pdf

FASB－「金融資産の分類及び測定」に

関する差異が拡大

FASBは、2014年1月29日のBoard会議に

おいて、金融資産の分類及び測定に関し

て事業モデル評価を断念することを決定

しました。また、FASBは、企業が金融

資産の取得及び管理に利用する事業活動

に焦点を当てたアプローチを断念するこ

とも決定しました。

Go to Defining Issues 14-5 > 
http://www.kpmginstitutes.
com/financial-reporting-network/
insights/2014/pdf/defining-issues-14-5-
classification.pdf

IASB－新しいヘッジ会計モデルを完成

IASBは、IFRSにおける一般的なヘッジ

会計基準を公表して、これによりIFRSの
ヘッジ会計はよりリスク管理と整合する

ようになり、リスク管理目的で使われて

いるより多くのヘッジ戦略に対してヘッ

ジ会計が適用可能になると思われます。

この新基準は、3つの種類のヘッジ関係

や非有効性を測定して認識するという規

定を根本的に変更するものではありませ

ん。しかし、IFRS上のヘッジ関係の有効

性評価において以前の基準よりも判断が

要求されるようになり、いくつかの取引
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会計・監査アップデート

については新基準を適用するのも引き続

き複雑であると思われます。

Go to Defining Issues 14-6 > 
http://www.kpmginstitutes.
com/financial-reporting-network/
insights/2014/pdf/defining-issues-14-6-
iasb-hedge.pdf?utm_source=page&utm_
medium=/financial-reporting-network/
insights/2014/defining-issues-14-6-iasb-
hedge.aspx&utm_campaign=download

FASB－新しい非公開企業向けガイダン

スを公表

FASB及びPCCは、2013年12月23日に、

非公開企業意思決定フレームワーク、

公開企業の新しい定義などを含む、非公

開企業向けの新しいガイダンスを公表し

ました。会計基準設定主体は、今後この

公開企業の定義を使って、非公開企業意

思決定フレームワークから除外されるべ

き企業を判別し、非公開企業に対して

US GAAPの例外処理または代替処理を

規定する新会計基準の適用範囲を決定し

ていくことになります。

Go to Defining Issues 14-7 > 
http://www.kpmg.com/CN/en/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Newsletters/Defining-Issues/Documents/
Defining-Issues-O-1402-07.pdf

ご質問

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。
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連絡先

野本誠 
KPMG LLP  
税務部門パートナー 
E: mnomoto@kpmg.com

税務アップデート
「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。

2014年1月 

修繕費等に関する最終財務省規則に基

づく税務会計方針変更手続のガイダン

スを発表 

1月24日、IRSは、修繕費等に関する最

終財務省規則に準拠するための税務会計

方針変更手続を規定した手続細則(Rev. 
Proc. 2014-16)を発表しました。修繕費

等に関する最終財務省規則は、2014年1
月1日以降に開始する課税年度に適用さ

れます。

今回発表された手続細則は、特定の有形

資産の取得、生産、改良のための支出に

関する税務会計方針の変更にあたって

IRSから自動承認を取得する手続を変更

するものです。また、自社製作の資産に

ついての合理的な税務会計方針や、差し

押さえ等による不動産取得のための特定

の費用について許容される税務会計方針

に関するIRSの自動承認手続も定められ

ています。

ただし、この手続細則では、資産の除却

に関する財務省規則草案に基づく税務会

計方針の変更はカバーされておらず、近

日中に別の手続細則が発表される見通し

です。

IRS・LB&I部門内部通達：投資銀行に支

払う特定の「マイルストーン報酬」に関

する否認回避を指示

1月27日、 IRSの大規模事業者・国際

(LB&I)部門は、一定の要件が満たされ

ている場合、投資銀行への成功報酬の支

払いを伴う事業買収取引に関連して支払

われた「マイルストーン報酬」に関する

納税者の取り扱いを否認しないよう指示

する内部通達を調査官に発行しました

(LB&I-04-0114-001)。この内部通達は、

買収法人もしくは被買収法人により支払

われた投資銀行への報酬についてのみ適

用されます。

この内部通達によれば、手続細則2011-
29号により、特定の取引において支払

われた成功報酬は、原則として70%を

損金算入、30%を資産計上することが

認められていますが、この手続細則で

は、マイルストーン報酬については特に

規定されていませんでした。

今回発表された内部通達では、①納税者

が適格マイルストーン報酬の70%超を

損金算入していないこと、②適格マイル

ストーン報酬の支払いについて争ってい

ないことに加え、次のいずれかに該当す

る場合には、納税者の適格マイルストー

ン報酬の取り扱いを否認しないように調

査官に指示しています。

 • 2011年4月8日以降に開始する課税年

度については、納税者が対象取引につ

いて手続細則2011-29号に基づくセー

フハーバー規定の選択手続を適時に行

っていること。

 • 適格マイルストーン報酬の支払いが発

生した課税年度においては成功報酬

が未だ発生していないため手続細則

2011-29号に基づくセーフハーバー規

定の選択手続ができない場合において

は、納税者が当該セーフハーバー規定

を選択する意図があることを文書化し

ており、取引成約時には実際にセーフ

ハーバー規定の選択手続を行っている

こと。

 • 2011年4月7日以前に終了する課税年

度については、成功報酬がLB&I内部

通達04-0511-012に規定する要件を満

たしていること。
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税務アップデート

テキサス州：売上原価控除の対象となる

適格費用の範囲を拡大する判決

テキサス州控訴裁判所は、総合石油開発

サービス会社の子会社が使用済み掘削泥

水の回収と廃棄のための費用を売上原価

として控除することを認める判決を下し

ました(Combs v. Newpark Resources, 
No. 03-12-00515-CV)。

テキサス州事業税法上、課税標準となる

粗利益は、次のいずれかの少ない方とさ

れています。

 • 総収入の70%

 • 総収入から①売上原価もしくは②人件

費を除いた額

このうち売上原価の控除に関する条文規

定によれば、商品の取得もしくは生産の

ためのすべての直接費用に加え、その他

の間接費用もしくは一般管理費の4%ま

でを控除することが認められています。

原則的には、不動産もしくは有形動産を

販売する事業体のみが売上原価を控除す

ることができ、売上原価の控除を選択し

た場合には、この選択が合算申告グルー

プ全体に適用されることになります。

今回のケースでは、親会社の主な事業活

動は、石油井掘削時のドリルの冷却と潤

滑、岩石や土砂等の不要物の除去の目的

で石油井に注入される掘削泥水の製造、

販売、注入、回収となっていました。今

回争点となった売上原価を控除した子会

社を含む子会社数社が掘削泥水関連の作

業に関わっており、問題の子会社は、掘

削現場から廃棄物を回収し、処分場に運

び、最終処分のための埋め立て作業を行

っていました。

税務調査において、州税務当局は、テキ

サス事業税法上、掘削廃棄物の回収や処

分はサービスの提供であり、売上原価の

控除は認められないとして更正を行いま

した。その後、下級審では納税者が勝訴

し、州税務当局が控訴していました。

今回の控訴審では、当該子会社による廃

棄物処理のための人件費や原材料費等に

ついて売上原価控除が認められるか否か

が主な争点となっていました。

州税務当局は、売上原価控除の可否の判

断にあたり、子会社は固有の事業体とし

て取り扱われるべきであり、当該子会社

自体が物品の販売を行っていない限り、

人件費や原材料費を売上原価として控除

することは認められないと主張しまし

た。これに対し、納税者は、グループに

属する各社による売上原価の控除の可否

は、合算申告グループ全体の事業活動に

基づき判断されるべきであると反論して

いました。

州控訴裁判所は、合算申告グループを全

体として取り扱うことを規定したいくつ

かの条文を分析した上で、「合算申告グ

ループを単一事業体として取り扱うこと

により所属する各社に同じ控除方法を義

務づける一方で、売上原価の控除の可否

についてのみ各社個別に判断すること

は、論理的整合性を欠くものと言わざる

を得ない」と結論づけています。

失効時限措置を延長する法案を上院に

提出

12月19日、連邦議会上院のリード多

数党院内総務(民主党、ネバダ州選出)

は、2013年12月31日で失効する57項目

の減税措置を延長する法案を提出しま

した。しかしながら、当該法案は会期

末までに審議されず、2014年に入って

からの審議予定についてもメドが立っ

ていません。

これらの57項目は、2013年1月11日付

の両院租税委員会の報告書により2013

年末での失効が指摘されていたもの

で、次のものが含まれています。

 • 試験研究費税額控除

 • サブパートF条項における積極的金融

所得の免除

 • 外国同族持株会社(FPHC)ルールに

おける関連者である支配下外国法人

(CFC)間の支払いに関するルック・ス

ルーの取り扱い

 • 適格賃貸不動産、商業施設、レスト

ランの内装費等の15年の定額償却

 • 初年度の50%ボーナス減価償却

 • 固定資産の一括損金算入枠の拡大

 • エネルギー関連ならびにバイオ燃料

に関する奨励策

 • 勤労機会税額控除

 • 雇用者が負担する駐車代と公共交通

機関運賃の非課税枠の不一致解消

 • 州・地方売上税の連邦個人所得税法

上の控除

2013年12月 
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税務アップデート

エネルギー関連の奨励税制改革に関する

上院財政委員会提案書 

12月18日、連邦議会上院財政委員会

は、エネルギー関連の奨励税制の改革に

関する提案書を発表しました。

現在、化石燃料に関する優遇税制12項
目、再生可能エネルギーおよびエコカー

関連の奨励策10項目、クリーン発電に対

する税額控除6項目をはじめとするエネ

ルギー関連の奨励税制は42項目に上っ

ています。これらのうち、25項目は時限

措置となっており、1年もしくは2年毎に

更新されています。クリーン発電に対す

る税額控除制度に限っても、1978年の

導入以来14回の改定がなされています。

上院財政委員会によれば、これらの奨励

税制を延長し続けた場合、向こう10年で

1,500億ドルの財源が必要となります。

今回発表された提案書は、再生可能エネ

ルギー、化石燃料、その他を問わず、あ

らゆる種類の燃料や技術の進化を柔軟に

後押しするため、対象を絞った簡素な奨

励策を少数導入すべきであるとしていま

す。この提案書は、国内のエネルギー生

産の支援と公害の削減を目指すもので、

主な内容は次の通りです。

 • 技術に拘わらず国内のクリーン発電に

対する新たな税額控除制度を導入す

る。

 • 技術に拘わらず国内のクリーン運輸燃

料の生産に対する新たな税額控除制度

を導入する。

 • 現行のほぼすべてのエネルギー関連奨

励税制を上述の2つの税額控除制度に

集約し、適切な移行措置を設ける。

 • 事業者および投資家の予見可能性を高

めるため、新奨励制度の適用期間を十

分長期に設定し、明確に定義された目

標が達成された時点で段階的に廃止す

る。

この提案書は、上院財政委員会の共和・

民主両党の議員による提案内容を色濃く

反映したものとなっています。

関連者グループの試験研究費税額控除の

取り扱いに関する規則草案

12月12日、財務省とIRSは、外国源泉収

入を稼得する外国法人を含む関連者グル

ープにおける試験研究費税額控除の計算

方法に関する規則草案(REG-159420-04)
を発表しました。

基本的な試験研究費税額控除の計算方法

を適用する場合、「基礎額」を超える課

税年度中の適格研究費の20%相当の税

額控除を受けることができます。この基

礎額は、過去の複数の課税年度の総収入

額の平均に基づき計算されるため、一般

的に総収入額が高い程20%の税額控除

の対象となる適格研究費は少なくなりま

す。

関連者グループに属するすべての納税者

(法人、パートナーシップ、トラスト、

遺産、個人事業者を含む)は、単一納税

者として試験研究費税額控除を一旦計算

し、これを各納税者に割り振ることが義

務づけられています。財務省規則では、

単一納税者としての計算においては、グ

ループ内の関連者間取引は原則として勘

案しないことが定められています。ま

た、内国歳入法の条文上は、試験研究費

税額控除の計算において、外国法人の総

収入は、米国、プエルトリコ、米国保護

領における事業活動と実質的に関連して

いる場合のみ勘案することが定められて

います。

2006年、IRSは、米国納税者の関連者グ

ループに50%超の持分を有する支配下

外国法人(CFC)が含まれている場合、

当該CFCへの売上は総収入から除外し

てはならないとの見解を示した文書通

達を発表しました。また、当該通達の

適用は、CFCが同じ商品もしくはサー

ビスを米国外の第三者に転売した場合

に限定されたものではありませんでし

た。2010年、連邦地裁は、IRSの通達は

無効であると認定し、試験研究費税額

控除の計算においてはすべての関連者

グループ内取引を除外することが認め

られるとの判断を下しました(Procter & 

Gamble Company v. United States, 733 
F.Supp.2d 857 (S.D. Ohio 2010))。この

判決を受けて、IRSは2006年の通達の適

用を停止しましたが、その一方で財務

省とIRSは規則草案の改定に着手しまし

た。

今回発表された規則草案では、有形資産

や無形資産の販売ならびにサービスの提

供から生じる関連者グループ内の売上に

ついては、これらの資産やサービスを米

国、プエルトリコ、米国保護領内の事業

活動に実質的に関連しない取引により第

三者に転売する外国法人が関連者グルー

プ内に含まれている場合、関連者グルー

プの総収入の一部として勘案することが

義務づけられています。

例えば、米国の親会社が米国外の子会社

に商品を販売し、当該子会社が同じ商品

を米国、プエルトリコ、米国保護領内の

事業活動に実質的に関連しない取引によ

り第三者に転売する場合、当該外国子会

社の売上は勘案する必要がありません

が、米国の親会社は外国子会社への売上

を除外することができません。

規則草案の前文によれば、IRSおよび財

務省は、この様な状況において総収入

を完全に除外することは、基礎額を歪曲

し、議会が意図したものと異なる税額控

除を認めることになるとしています。

規則草案に対するコメントは2014年3月
13日まで受付られ、公聴会は同4月23日
に開催される予定です。
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2013年11月

政府間相互協議およびAPAに関する手続

細則改正案 

11月22日、IRSは、政府間相互協議およ

び事前確認(APA)に関する手続細則の改

正案を記載した公告(Notice 2013-78お
よびNotice 2013-79)を発表しました。

これらは、2006年に発行された現行の

手続細則を大幅に変更するもので、相

互協議とAPAの制度運用の一体化を促進

し、手続の透明性と効率の向上を目的と

したものです。IRSでは、改正案に対す

るコメントを2014年3月10日まで受け付

けています。

租税条約に基づく政府間相互協議に関す

る手続の主な変更点は、次の通りです

(Notice 2013-78による)。

 • 納税者が提起した争点も政府間相互協

議の対象となることを明確化。

 • 米国の相互協議室は、相互協議に関す

る問題について非公式な相談に応じる

ことを明記。

 • 米国の相互協議室は、相互協議の申し

立てがなくても相互協議手続を開始し

たり、相互協議の対象範囲を拡大する

権限を有することを明記。

 • 相互協議の申請前手続を改定し、争点

や更正額等を記載したメモの提出を義

務づけ。

 • 各種相互協議の申請書式の記載項目リ

ストを改訂。

 • 相互協議、促進相互協議(ACAP)

、APAの申請手続のコーディネーショ

ンを強化。

APAに関する手続の主な変更点は、次の

通りです(Notice 2013-79による)。

 • 申請前手続を拡大し、特定の争点に係

わる事案についてはメモの提出を義務

づけ。

 • 二国間および多国間APAの申請期日を

変更。

 • APA申請書式の記載項目リストを改

訂。

 • APA申請年度の文書化義務履行に基づ

くペナルティー免除の判断において、

完全なAPA申請書(必要に応じたアッ

プデートや補足を含む)の有無を勘案

することを明確化。

 • 審査計画の通知、調査の実施、申請内

容への見解の納税者への伝達等、APA
申請後の審査プロセスの変更。

 • APA、相互協議、ACAPの申請手続の

コーディネーションを強化し、特定の

場合にはAPA申請手続を簡略化。

 • 時効が成立していない過去の課税年度

の全てもしくは一部について、納税者

がAPAの遡及適用を希望しているか否

かに拘わらず、IRSの所轄署と遡及適

用の可否を協議する可能性を明記。

 • 納税者は、APAの更新に際して簡易申

請書の提出をリクエストできることを

明記。

上院財政委員会が国際税務制度改革案を

発表

11月19日、ボーカス上院議員(民主党、

モンタナ州選出)は、内国歳入法の国際

税務関連条項の改正案を発表しました。

この改正案には、オプションYとオプシ

ョンZの2案が示されており、いずれに

おいても米国法人が支配下の外国子会社

(CFC)を通じて稼得する国外所得への課

税方法の大幅な変更が提案されていま

す。

 • オプションY：現行法では、CFCが稼

得する所得は、「サブパートF所得」

に該当しない限り、米国の株主に配当

されるまで原則として米国で課税さ

れることはない。オプションYでは、

サブパートF所得については、引き続

き米国で当期課税の対象とするもの

の、CFCのその他の所得は、稼得時に

も配当時にも米国での課税を免除さ

れる。ただし、サブパートF所得の定

義は大幅に変更され、外国での実効税

率が一定以下(暫定的に米国の法人税

率の80%未満)の所得や、米国居住者

への役務提供もしくは米国への輸出取

引により稼得した所得が含まれる。な

お、米国での課税の免除は、10%以上

の持分を有する米国法人株主について

のみ適用される。

 • オプションZ：オプションZにおいて

は、CFCが稼得する所得はすべて米国

株主の当期所得に算入される。ただ

し、「積極的国外市場所得」について

は、その一部(暫定的に40パーセント)

を米国株主の当期所得から除外するこ

とが認められている。

税務アップデート
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 • 外国税額控除：いずれのオプション

においても、外国税額控除は認めら

れる。ただし、オプションYでは、米

国での課税が免除される配当に係わる

外国税について、またオプションZで
は、部分的に課税が免除される「積極

的国外市場所得」に係わる外国税につ

いては税額控除が認められない。

 • 支払利息：いずれのオプションにおい

ても、CFCの所得のうち免税となる部

分(オプションYにおける免税所得やオ

プションZにおける「積極的国外市場

所得」の免税部分)に係わる米国株主

の支払利息は損金不算入となる。

 • 移行期間の特別措置：いずれのオプ

ションにおいても、発効時点で課税が

繰り延べられているCFCの所得につい

ては、米国法人株主の所得に算入し、

一律20パーセントの税率で課税する

が、8年間の分割納付とする。

 • 無形資産：国際税務関連条項における

無形資産の定義を変更し、継続企業価

値や暖簾をはじめ、有形資産や人的役

務に基因しないあらゆる価値を含むも

のとする。

 • 税源侵食対策：本提案には、米国の税

源の逸失を回避するための複雑な条項

が含まれている。

 • チェック・ザ・ボックス・ルー

ル：CFCが所属する関連会社グループ

により完全保有されている事業体はす

べて米国税法上法人として取り扱うこ

とにより、同一グループに所属する国

外の事業体に対する「チェック・ザ・

ボックス・ルール」の適用を実質的に

禁止する。

 • その他：本提案には、ポートフォリオ

債務への源泉税の免除、受動的外国投

資会社(PFIC)、外国(法)人不動産投資

税法(FIRPTA)、在庫品の売上の源泉地

の決定方法、米国内で事業活動を行う

パートナーシップの持分の売却、国外

関連者との再保険取引等に関する規定

の改正案が含まれている。

IRS・LB&I部門：納税者が資料請求に応

じない場合の手続に関する内部通達

11月4日、 IRSの大規模事業者・国際

(LB&I)部門は、納税者が期日までに資

料請求に応じない場合や、完全な資料を

提出しない場合における手続を新たに強

化する方針を示した内部通達をウェブ

サイト上で公開しました(LB&I-04-1113-
009)。この内部通達は、2014年1月2日
より発効します。

この内部通達は、納税者が資料請求に応

じない場合は、遅延通知、召喚状発行予

告、召喚状を3段階で発行することを義

務づけ、マネージャーによる早期の関

与を促しています。また、現在税務調

査の対象となっている納税者に対して

は、2013年12月15日までに新たな手続

について説明を実施することが指示され

ています。

ご質問

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。

本文中の税務アドバイスは、弊社クライアントもしくはその他の個人や事業体が、①納税者に対して賦課される可能性があるペナルティーの回
避を目的として使用することや、②調査対象事項について宣伝、マーケティング、推奨等を行うことを意図したものではなく、従ってこれらの
目的には使用できません。 

記事中の見解や意見は著者個人のものであり、必ずしもKPMG LLPのものではありません。また、記事中の情報は全て一般的なものであり、特
定の個人もしくは事業体の状況への適用を意図したものではありません。

税務アップデート
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