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2016年度の課題について

U.S. business update for Japanese companies

Jnet newsletter

KPMGのBoard Leadership CenterとAudit Committee Instituteは、「2016
年度版－取締役会の重要課題」と「2016年度版－監査委員会の重要課題」
を出版し、取締役会と監査委員会が2016年度の重要課題を検討し、実行
する際に留意すべき項目を取り上げました。

世界的に不安定で不確実さが高まっている状況（例えば地政学的情勢、商
品価格、金利、為替の変動、新興市場における成長の減速）に加えて既
存産業やビジネスモデルを脅かす技術的進歩を考慮すると、企業にとって
2016年の見通しは極めて厳しいものになると考えられます。こうした環境
下で、企業の取締役会の戦略、リスク、コンプライアンスへの寄付に対す
る投資家や規制当局の監視の目が厳しくなっていることに伴い、取締役に
対する注目度はますます高まっています。

「2016年度版－取締役会の重要課題」では、我々の過去一年にわたる取締
役や産業界のリーダーとの意見交換から得られた知見に基づき、取締役会
が2016年度の課題を検討、実行する際に留意すべき6つの項目を提起して
います。 

「2016年度版－監査委員会の重要課題」では、2016年度に向けた監査委
員会の主な課題と注目すべき重要な分野を挙げています。

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate 
and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the 
date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 
such information without appropriate professional advice after thorough examination of the 
particular situation.
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戦略に対する取締役会の関与を深め、戦略の中核に位置づけられる仮
定の継続的な妥当性を評価すること

•

人材開発を戦略の優先項目とすること•

事業中断に対する脆弱性及び危機対応力を再評価すること•

サイバーリスクやセキュリティについての取締役会での議論を再定義し
内容を広げること

•

アクティビストを含む株主との効果的な関わりを促進させること•

監査委員会の課題への主導権を維持する（または取り戻す）こと•

高品質の財務報告はCFOと経理・財務部門に端を発する：リーダーシッ
プ、サクセッションプランニング及び豊富な人材の確保にしっかりと焦点
を当て続けること

•

公正価値の見積り、減損、その他の重要な会計上の見積の基礎となる
主要な仮定に影響を与える判断基準を監視すること

•

米国財務会計基準審議会（FASB）の新収益認識基準や税務情報国別報
告書に対する準備状況を評価すること

•

監査品質を強化し、外部監査人に期待する内容を明確にすること•

企業の（そして監査委員会による）開示情報が、企業の実態をより適切
に伝えるための開示方法を検討すること

•

取締役会の構成を継続的に議題の中心に位置づけること•

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。

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

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/us-jnet-
on-the-2016-board-agenda-global-jp.pdf

2016年度版ー取締役会の重要課題 > (       PDF/642KB)和文

ダウンロード

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/us-jnet-
on-the-2016-audit-committee-agenda-global-jp.pdf

2016年度版ー監査委員会の重要課題 > (       PDF/652KB)和文

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/us-jnet-on-the-2016-board-agenda-global-jp.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/us-jnet-on-the-2016-audit-committee-agenda-global-jp.pdf
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移転価格税制の執行状況等を踏まえたAPAの有効性の検討
はじめに 各国の移転価格課税執行強化とAPAに関する新歳入手続きの

影響

U.S. business update for Japanese companies

Jnet newsletter

米国では1991年に事前確認制度（以下、“APA”）が設立され、納税者は移転
価格に関する事実関係、移転価格算定方法、独立企業間レンジ等につい
て、事前にInternal Revenue Services（米国内国歳入庁、以下“IRS”）と相手
国の税務当局と確認できるようになりました。APAは納税者の移転価格に
関連する諸問題に対応する労力や費用を軽減し、不確実性を事前に排除
できる手段として、特に納税者の移転価格に関する問題が複雑である場合
において、有効な解決手段と考えられています。

米国でのAPA設立から四半世紀が経過するなか、移転価格を取り巻く環境
は大きく変化してきています。特に、BEPSプロジェクトを発端に各国は移
転価格の課税執行強化しており今後更に課税紛争事案の増加が予想され
ます。APAが全ての企業にとって最良の移転価格対応策というわけではあ
りませんが、以前にも増してAPAを有効的に活用して移転価格リスクに対
処していく企業は増えてくると考えられます。実際に、IRSが近年納税者に
とってのAPAの利便性を高める事を目的に人員や制度の大幅な改善を図っ
た事と相まって、APAの申請件数が大幅に増加しています 1。

APAが移転価格の諸問題への対応策としての有効性を判断するにあたって
は、以下の二つの要因が影響を与えると考えられます。

企業固有のファクターとして考慮される内容としては、当該企業が属する
産業、移転価格リスクに対する許容度、移転価格取引の相手国との関係
性、移転価格問題の種類と性質、過去の移転価格調査歴等が考えられま
す。多くの企業は、APAを取得することで移転価格リスクの排除（例、二重
課税、ペナルティ、所得更正、税務上の不確実性に対する引当金の排除）
や移転価格調査・税務訴訟に対する労力や費用を削減する事を考えていま
す。また、二国間APA（以下、“バイラテラルAPA”）の合意内容をベンチマー
クとして、類似する国外関連者間取引に適用することも新たなAPAを活用
する目的の一つと考えられています。もちろん、APAにより達成しうる種々
の目的の何を最も重視するのかは各会社によって変わってきます。

新たに移転価格税制の導入したり、移転価格税制を改正し、執行の強化
を図る国は年々増えており、主に移転価格に関する税務係争事案は増える
と見込まれています。租税条約国間での移転価格に関する係争事案件数
は2010年は3,328件でしたが、2014年度には60％増加し、5,423件となっ
ています 2。特に、OECDが推進するBEPSプロジェクトにおける移転価格税
制に関する変更点、とりわけ国別報告書の作成・提出が求められることが、
租税条約国間での係争事案を増やす要因になると考えられています 3。

そのような状況と相俟って、IRSも近年APAプログラムを大きく改定し、効率
化を図っています。例えば、APA事案の迅速な解決を目的として、2012年
度にIRSはAPAプログラムをIRS Large Business and International （以下、
”LB&I”）に移管し、更に、相互協議事案を担当する部署と統合し、Advance 
Pricing and Mutual Agreement (以下、“APMA”) を設立しました。APMA
設立に伴い、IRSは人員を拡充させ、2012年末でAPAや相互協議を担当す
るAPAチームリーダーを55人、エコノミストを26名としました 4。これらの対
応はAPAの処理件数を加速させ、最近においてはAPMAは11人のチームリ
ーダーと2名のエコノミストを採用しました。5  また、2015年にはAPAに関する
新歳入手続細則 Rev.Proc.2015-41（以下、“APAに関する新歳入手続細則”）
を施行し、APAに関する諸手続きを一新しました。APAに関する新歳入手続
細則では、IRSが関連の高い国外関連取引を確認対象取引に含めたり、時
効成立の延長を求めることができるようになりました。APA申請時に必要
となる資料は増加し、納税者はAPA申請前に事前相談メモランダムの提出
や事前相談の実施が必須となるケースも出てきました。これらの変更点は
申請される事案に対してAPMAオフィスが効率的に意思決定ができることが
本質的な目的であり、申請者側の負担を著しく増加させるものではないと
考えられています。

IRSの組織改正や新歳入手続細則の施行に伴い、APAの手続きの実効性、
効率性の強化が図られ、より充実したプログラムとなりました。今後の国
別報告書の提出やグローバルレベルで移転価格に対する課税執行強化の
流れは、移転価格調査や二重課税問題を増加させ、グローバル企業の税
務リスクマネジメントに大きな影響を与える事が予測される中、IRSがAPA
の手続きの改革に取り組んできた事で、APAが今後更に移転価格リスクに
対する有効なオプションとなると言えます。
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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 
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企業固有のファクター1)

APAを活用する目的2)

1  24 Tax Mgt. Transfer Pricing Report 669 (10/1/15).McComber: 2015 U.S. APA Requests Already Tops 2014 Total,出所 ： Alex Parker,
2 出所 ： http://www.oecd.org/ctp/dispute/map-statistics-2014.htm.
3 出所 ： http://www.oecd.org/ctp/dispute/discussion-draft-action-14-make-dispute-resolution-mechanisms-more- effective.pdf
4 出所 ： Announcement 2013-17, IRB 2013-16, 911 (Rev. April 15, 2013).
5  24 Transfer Pricing Rpt. 669 (9/25/2015).出所 ： Alex Parker,McComber: 2015 U.S. APA Requests Already Top 2014 Total,



企業固有のファクター

APAの枠組みを通じて納税者が獲得するメリットは企業固有のファクターに
より異なりますが、以下、影響を与える重要な要因について説明します。

企業がAPAの取得を検討する際、企業が属する産業とその特性を考慮に入
れる必要があります。例えば、自動車産業や医薬品産業は、事業規模や移
転価格の不確実性の高さからAPAを取得し、移転価格リスクを事前に排除
することは有効といえるでしょう。電子機器業界などのAPMAオフィスや他
国の税務当局が事業の特性や移転価格上の問題に関して既に十分な経験
を持っている業界においても、APAは効果的といえるでしょう 6。一方、APMA
オフィスや税務当局が業界の特性について知識が不足している業界におい
ては、APA締結までにより多くの時間と労力を要するかもしれません。

A. 企業が属する産業

企業が自社の移転価格リスクに対する許容度もAPAを検討するうえで重要
なファクターであるといえます。一般的に、税務当局も納税者も、APA申請
や審査対応においては相互に協調的な姿勢で対応することが求められて
おり、納税者側の移転価格上のポジションがアグレッシブな場合は、APAを
取得するデメリットを慎重に検討する必要があるかもしれません。一方、会
社が比較的リーズナブルな移転価格上のポジションを採用している状況に
おいて、不確実性を確実に排除したい場合においてはAPAは有効に機能す
るでしょう。

B. 企業のリスク許容度

IRSがAPAにおいて相互協議を行う移転価格取引相手の税務当局との関係
性もAPAを検討する際の重要なファクターといえます。租税条約締結国で
なければバイラテラルAPAの申請はできませんが、同じ租税条約締結国で
あっても相互協議の経験が少ない当局相手のAPAでは、APA合意に至るま
での期間が長くなることを想定しておく必要があります。また、相互協議を
行う相手国との間に存在する特有の論点におけるAPMAオフィスと相手税
務当局の見解の相違もAPA合意に至る期間に影響を及ぼす可能性があり
ます。 7

C. 移転価格取引相手国との関係性

移転価格上問題の種類とその性質もAPA取得において検討していく必要
があります。例えば、ロイヤリティ取引のように常に見解の相違が生じ、明
確な理論的解決が困難な取引についてはAPAは有効に機能すると考えら
れます。長期的な視点でみれば、バイラテラルAPAはロイヤリティ取引に対
する移転価格調査による更正リスクを両国で排除できる最も有効な手段と
言えます。一方で、米国で販売機能を担う子会社における棚卸資産取引の
ように、 移転価格上の論点が比較的限定的である場合には、バイラテラル
APA締結に要する期間とコストも限定的であると想定され、APAを用いて不
確実性を排除する事による費用対効果は高いと考えられます。

D. 移転価格問題の種類と性質

企業が移転価格調査に対応する場合、膨大な労力を要する場合もありま
すが、APAを通じて納税者の調査負担を排除することもAPA取得の一つ
のメリットと考えられます。例えば、移転価格ポリシー等に一貫性が無い
状況で移転価格調査を受けた場合、移転価格調査対応には相当の困難
を伴うと想定されます。そのような場合においては、APAの過程を通じ税
務当局の確認を得ながら、移転価格の問題に対応し、適当な移転価格
の管理を行うことが可能となります。 APA審査においては、管轄の移転
価格調査官も関与することになりますが、移転価格に関して深い知識と
経験を有するAPMAオフィスが審査を実質的に担当するため、より効率的
に建設的な対話を税務当局と行うことが可能といえます。 8

E. 移転価格調査の経歴

各国税務当局は、事実関係を自国に有利に解釈し、移転価格課税を執行
することが多く、各国税務当局が同じ一つの事実関係に対して一貫性の
欠く対応を行うことが二重課税リスクを増加させます。そのような状況に
おいても、バイラテラルAPAは二重課税リスクを完全に排除する手段であ
ることから、BEPSプロジェクト後に予測される各国の移転価格執行状況
を鑑みると、APAを通じて二重課税が排除できるメリットは大きいと考え
ます。

一方、BEPSプロジェクトにより一国内APA（以下、“ユニラテラルAPA”）の
メリットは少なくなる傾向にあります。OECDのBEPSアクションプラン５

「有害な税制へのより有効な対処」においても透明性や経済的実体を重視
しており11、透明性を高めるために、ユニラテラルAPAの合意内容を関連
する税務当局へ共有することを推奨しています 12。ただAPMAオフィスは
バイラテラルAPA又は多国間APAを可能な限り推奨してきていましたので、
米国APA実務における影響は限定的と考えられます。

2. 二重課税の排除

A. 不確実性の排除

APA締結後、納税者はAPAの合意内容に対しての一定の報告義務（年次
報告書の作成義務 9は存在しますが）、APAで合意した確認対象取引に関
しては、移転価格同時文書化 10を実施する必要はありません。APA審査中
においても、APAの確認対象取引に関して、APA対象年度については、同
時文書化を実施しないことが一般的です。APAに関する新歳入手続細則
のセクション3.07においても、新歳入手続細則に沿ったAPA申請資料を提
出する事は、APA期間中に納税者が§1.6662-6(d)(2)(iii)で定める同時文
書化の要件を充足しているかの判断要素となると記載していることからも、
APA申請書類は同時文書化要件を充足すると考えられます。

1. 移転価格課税に係るペナルティの排除

次に、各企業がAPAの枠組みを通じて得られるメリットと、その実現可能
性について検証します。企業によって得られるメリットの種類や性質は異
なりますが、一般的なメリットとしては以下が挙げられます。

APAを活用する目的

6 出所 ： Announcement 2014-16, I.R.B. 2014-16 Table 4(a).
7 出所 ： Kevin Bell,”IRS Official: Challenges in U.S. Relationship With China Include View of Location Savings”, 23 Tax Mgt. Transfer Pricing Rpt. 1339 (3/5/2015).
8 出所 ： Rev. Proc. 2015-41, I.R.B. 2015-35, Sec. 2.02(4)(a) and 2.03(3).
9 出所 ： Rev. Proc 2006-9,2006-1 C.B. 278, §11.03.
10 出所 ： Treas. Reg. §§1.6662-6(b)(3); 1.6662-6(c)(6).
11 出所 ： OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5-Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 

OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.178/9789264241190-en.
12 出所 ： 上記と同一
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2010年1月以降の税務年度において、米国企業は米国の連邦税に影響を
及ぼす移転価格を含む税務上の不確実性に関するポジションについて連
邦税務申告書におけるSchedule UTPで開示することになりました13。また
財務諸表においても同様の開示をASC 740-10（旧FASB Interpretation No. 
48）で求められています。APA合意後には、移転価格に関する不確実性が
排除されるため、APA確認対象取引に対する不確実性について開示の有無
を検討する必要がなくなることもAPA取得のメリットとして考えられます。
また、APA合意前であっても、状況に応じて、同様の効果が期待できる事
があります。

3. 税務上の不確実性に関するポジション

APAプログラムが導入された初期の頃より、一部のグローバル企業の間で
は二つの経験豊富な税務当局が協議した合意内容をベンチマークとして、
類似する他の国との移転価格取引に適用することが有効的だと考えられて
きました 15。企業はバイラテラルAPAの合意内容や補足資料を移転価格調
査が行われている他の国の調査官に提出し、移転価格更正が行われる余
地が少ない取引であることをアピールすることもできると考えられます。一
般的にグローバル企業は類似する国外関連取引を複数の海外子会社で実
施しており、それらの海外子会社が移転価格調査を受ける可能性もありま
すので、バイラテラルAPAの合意内容をベンチマークとする方法は引き続
き有効だと思われます。16

BEPSプロジェクトや国別報告書導入の結果として、多くの企業がそのよう
なベンチマークを有効な移転価格調査対応オプションと考えると思われ
ます。国別報告書導入後は移転価格課税や二重課税は増えると想定され、
多くの会社で複数の地域で移転価格調査が発生する予想されます。そのよ
うな中、バイラテラルAPAを通じて一定のベンチマークを確立しておくこと
は、多くの会社にとって有効となるでしょう。

B. ベンチマークとしてのAPAの適用の可能性

一般的に、企業が税務当局の移転価格調査に対応するには、多くの労力
を要し、外部専門家のサポートを得る必要がある事で多額の費用も発生し
ます。更に異議申立や税務訴訟にまで発展した税務係争案件に対応する
には、主観的な判断が介在せざるを得ない複雑な事実関係や経済的実態
を、整理・把握する必要があります。移転価格調査官は多くの情報や資料
を請求し、これに企業は多くの労力と費用をかけて対応することになります
が、移転価格調査官が請求する情報や資料の中には、結果として移転価格
の問題には直接的に関係の無い、情報や資料が含まれる場合もあります。

一方で、移転価格調査や税務係争案件と比べ、APAは移転価格の問題に
集中し、少ない時間で問題解決を図ることを意図しています。APA合意に
至るまでの日数と実際の労力を予想することは難しいですが、IRSの頻繁
な人事異動にも係らず、APA合意までの平均期間は2010年～2014年間で
約10％減少しています。14

APAに関する新歳入手続細則では納税者はAPA申請時により多くの資料を
提出する必要がありますが、それらの資料はAPAの審査過程でリクエスト
される資料が多く、実質的な納税者の負担はそれほど変わりません。多く
の情報をAPA申請段階で提出することで、APA審査が迅速に進む可能性が
あります。

4. APAにおける労力や費用と、移転価格調査対応と税務訴訟
における労力や費用

近年の移転価格課税執行に関するグローバルな変化はAPAをより有効な
ものとしています。一方で、各企業の独自のファクターや、APAを通じて
得られるベネフィットを熟考した上でAPAを検討する事が肝要と言えます。

まとめ
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13 出所 ：  Cat. No.55028G.2011: Instructions for Schedule UTP (Form 1120),
14 出所 ： 42.5 months to 38.3 months. Announcement 2014-16, I.R.B., 2014-16, Table 7.
15 出所 ： Tax Officials From Four Countries Tackle Challenges to MAP Process, 20 Tax Mgt. Transfer Pricing Rpt. 686 (1/12/ 2012). Proctor & Gamble Co. executive explained the negotiation of similar 

advance pricing agreements in multiple jurisdictions.
16 出所 ： S. Wrappe and K. Fujimori,  23 Transfer Pricing Rpt. 629 

(Sept. 4, 2014).
The Best Transfer Pricing Defense is a Good Offense: Using a Bilateral U.S. APA to Benchmark Reasonable Results, 
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クロックスピードのジレンマ
自動車販売、自動車保有モデル、エネルギー需要、インフラ
に対する多大な影響

45～75歳

U.S. business update for Japanese companies

Jnet newsletter

KPMGによる新しい調査によると、自動運転車、接続性、モビリティ・オンデマ
ンドにおけるイノベーションは、消費者（特に若者と高齢者）に対して大きな
影響を及ぼします。若者と高齢者が自動運転車等の技術的変化を受け入れ
るようになった場合、米国での車両走行マイルは2050年までに年間約1兆
マイル増加すると予想されます。

アトランタ、シカゴ、デンバーの消費者グループを対象に実施したKPMGの
調査によれば、将来の消費者需要は、ミレニアル世代とベビー・ブーム・プ
ラス世代（45歳から75歳）という2つの世代によって大きく牽引されます。こ
れに対して、安全、天候、特別な体験、レジャー等の特定の条件や環境
下での、モビリティ・オンデマンドには、すべての年齢層の人々が非常に高
い関心を示しています。

KPMGのナショナル・オートモーティブセクター・リーダーであるゲーリー・シ
ルバーグによれば、モビリティ・オプションに対する要望の高まりは、「自動
車産業の新規参入者と新事業モデルにとって非常に大きな機会」を表して
いるといえます。

シルバーグは、「考えてみてください。10年前、どのくらいの人が10歳の子供
のほとんどがスマートフォンを持って歩き回っていることを予測したでしょう
か？」と問いかけます。「我々はこのトレンドをかなり甘く見ていたのです。
自動車を取り巻く環境も自動運転車により大きく変化し、消費者行動も普
及率に影響を及ぼすでしょう。スマートフォンのときのように、イノベーショ
ンの力とそれに対応する新しいビジネスモデルの大きな可能性を甘く見な
いようにしましょう。」

ベビー・ブーム・プラス世代の人々は長寿であり、退職時期を遅らせ、都市
部に移住しています。しかし、高齢のベビー・ブーム世代は、歳をとるにつれ
て自分たちが安全に運転できるか心配をしており、またベビー・ブーム・プラ
ス世代の人々の子供達も心配しています。しかし、ベビー・ブーム・プラス世
代の人々はアクティブに生活することをやめず、移動手段の制約も気にしま
せん。ベビー・ブーム・プラス世代の人々は自由に移動したいのです。シルバ
ーグによれば、「ベビー・ブーム・プラス世代の人々とその子供達がすぐにモ
ビリティ・サービスに魅了されるのは、フォーカスグループが共通して示した

懸念事項を解消してくれるものだからです。モビリティ・サービスがあれば、
年老いた親から自動車の鍵を取り上げたり、運転について心配する必要が
なくなります。」

10～15歳
ベビー・ブーム・プラス世代と同様に、子供とその両親も、モビリティ・オン
デマンド・サービスに関心がありますが、その理由は異なります。子供達に
とっては、それは親などに運転してもらわなくても自由に動けるからです。
「UberやVia、Lyftなどのモビリティ・オンデマンド・サービスを信頼できる？
将来の自動運転車を信頼できる？」心配ありません。子供達はテクノロジー
に精通しているだけでなく、本能的にテクノロジーを信頼して育ってきてい
ます。事実、子供達がモビリティ・オンデマンド・サービスを利用するにあたっ
ての唯一の制約は、両親が子供達について自分でUberやLyftを利用できる
年齢に達していると考えるかどうかということです。「両親は、子供達の送
迎をしなくてもすむという考えに賛同するでしょう。そして将来、モビリティ・
オンデマンド・サービスの利用に対する抵抗感が少なくなるにつれて、両親
にとってこれらは特に魅力的なものになるでしょう。」と、シルバーグは述べ
ています。

車両走行マイルへの影響
個人の移動マイルの増加は、自動車の稼働率を変化させるため、車両走行
マイルにもより大きな変動をもたらすことになります。例えば将来、より多
くの人が新しい自動運転車を選択し始めた場合、需要が倍増するでしょう。
また、自動車の稼働率が1人1台以下に下がるというシナリオ（例えば、乗客
なしの自動走行車が多く走行している状況）では、車両走行マイルは2050
年までに3～4兆マイル増加という驚くべき状況になります。

「車両走行マイルの増加は、自動車販売、自動車保有モデル、エネルギー
需要、インフラに多大かつ未知の影響を及ぼすことになります。率直に言
えば、人々がこの変化の大きさを理解しているか、さらには我々がそれに
対する準備ができているかについては、私にもわかりません。」とシルバー
グは述べています。
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未知の領域へ：LNGの需給を巡る業界変貌

U.S. business update for Japanese companies

Jnet newsletter

液化天然ガス（Liquefied Natural Gas、以下LNG）の世界市場における需要
には、さまざまな不確定要素が存在しています。KPMG Global Energy 
Institute （以下GEI）が発行する、LNGに焦点を当てたレポートの最新版によ
ると、この変貌期にある業界は、未知の領域を航海中であるといえます。

事実、世界のLNG市場は、激変のさなかにあります。売り手や買い手の数
のタイプが増えるにつれ、LNG市場はグローバル化しています。供給増と
エネルギー価格低下を受け、価格モデルは変化しつつあります。また、価
格に対する参加者の期待や新規の供給計画は、需要予測にかかっています
が、需要には不確定要素が存在します。

本KPMGによるGEIレポートでは、「未知の領域へ：LNGの需給を巡る業界
変貌」と題し、短期・中期・長期における需要の不確実性を論じています。

今後、世界のLNG需要は、現在の年間2億3800万トンから、2020年には年
間3億6500万トン、2025年には年間5億トンまで増えると予想されています。1

KPMGカナダのLNGグローバルリーダー、メアリー・ヘミングセンは以下の
ようにコメントしています。

「近年の膨大なLNGの供給増は、世界の需要増の70～80％を占めると予
想されていたアジアの需要拡大を前提にしていたもので、この需要は、高
い価格で維持できると考えられていた。しかし、こうした楽観的な短期、中
期の需要予測に対していささかの疑問を生じさせる新たな要因が出現し
ている。2020年に予想される世界の需要のうち、年3億6500万トンの需要
は底堅いが、 5500万トンは価格次第で市場間を移動する「浮動」需要であ
る。」

長期的な見通しについては、当然のことながら不確実性は高まりますが、
前途は有望です。当レポートでは、2030年およびそれ以降のLNG需要を
左右するとみられる、5つの主要要因の概要について記載しています。
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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 
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短期：日本の原子力発電所再稼働、ウクライナ危機、LNG貯蔵、商社
の垂直統合

•

アジアの経済成長と環境問題の圧力：中国のLNG需要は、ガス消費の伸
びと、パイプラインガスの調達の可否次第で、2025年までに年間4560万
トンから7350万トンになり得る。この量は、韓国もしくは日本と同程度
の規模に相当する2。インドの輸入量は年間3300万トンと現在の韓国の
輸入量と同程度 になり、より小規模なアジア諸国のLNG購入量は合計
で年間3500万トンに達する見込みである。

•

供給の多様化：米国、カナダおよび東アフリカの参入により、 LNGはより
多くの供給源から入手可能になりつつある。これによってエネルギー源
の安定確保が可能となり、ホルムズ海峡や南シナ海経由の航路への依
存度を低減させ、需要家の安心感を高めている。だが、LNGは新規の
パイプラインガスと競争しなければならない。例えば、ロシア、中東お
よびカスピ海地域からの欧州向けパイプラインガスや、ロシア、中央ア
ジアおよびミャンマーからの中国向けパイプラインガス等である。中国、
アルゼンチン、豪州等の国々では、国内産の非在来型ガスが出現してい
る。それらは、状況次第で国内需要を賄いLNGの輸入にとって代わる、 
ないしは、LNG輸出に向けられるかもしれない。

•

中期：需要家のアライアンス(JERA)、日本のエネルギー分野での規制緩
和、中国の経済成長、ロシアの新規パイプライン、新たなガス輸入国

•

長期：アジアにおける都市化の進行、輸入分野でのLNG利用、再生可
能エネルギー、気候政策

•

1 Roberts (2014); BG Group (http://files.the-group.net/library/bggroup/files/doc_592.pdf) AND BG Group (http://www.bg-group.com/480/about-us/lng/global-lng-market-outlook 2014-15/),
2 Howard Rogers, ‘The Impact of Lower Gas and Oil Prices on Global Gas and LNG Markets’ – Oxford Institute for Energy Studies, 2015

http://files.the-group.net/library/bggroup/files/doc_592.pdf
http://www.bg-group.com/480/about-us/lng/global-lng-market-outlook


LNGのコモディティ化：供給者および需要家の多様性の増大、浮体式再
ガス化設備の設置数の増加、および取引可能なLNGの流動性の増加に
より、LNGは石油のようなコモディティ商品と化す可能性がある。原油
価格の下落は、石炭からガスへの切替えを促し得るが、輸送分野にお
ける石油からガスへの切替え意欲の減退を招く。大手の戦略的プレー
ヤーは、このコモディティ化にもかかわらず、少なくともそれが適した一
部の市場では、LNGを高級燃料として維持しようとするだろう。

•

新たな市場：地理的なニッチ市場として、中東やラテンアメリカ、そして、
小型化が進み柔軟性が向上した浮体式貯蔵再ガス化設備のおかげでア
クセスしやすくなった東南アジアやカリブ海の離島がある。南アフリカ、
ケニヤ、ガーナ、ベナン等のサハラ砂漠以南のアフリカ市場も可能性と
して考えられる。セクター的なニッチとしては、輸送業界があり、船舶
のバンカー燃料としてのLNGに関心が高まっている。LNGを燃料とする
トラック輸送も注目を集めつつある。

•

地政学的な混乱やその他の不確定要素：戦争、破壊行為、環境災害お
よび政治的動乱は、予測可不能な間隔で出現し、LNGの輸出を制約し、
輸送を妨害し、輸入国の経済成長を損ない、エネルギーインフラストラク
チャーの重要な部分を使用不能にしてしまう可能性がある。同時に、政
治的変革や飛躍的な技術進歩により、新たな地域でのガス探査やLNG開
発が可能になるかもしれない。

•
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未知の領域へ：LNGの需給を巡る業界変貌

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。
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FASB/IASB－収益認識に関する合同の移行リソース・グループ
が2015年11月9日に開催した会議の内容
2015年11月9日に、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）が開催され、その審議内容は、
財務諸表作成者が収益契約における追加の財・サービスを顧客のオプショ
ンとしてまたは変動対価として扱うべきか否かについて重要な判断を行う
場合に役立つ可能性があります。

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

Go to Defining Issues 15-49 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-49-revenue-trg.pdf

FASB－リースに関する新しい基準書の適用日を設定
FASB は、2015年11月11日の会議において、リースに関する新しい基準書
の適用日を設定し、早期適用を認めると決定しました。FASBはデュー・プ
ロセスを完了するために、費用対効果の検討事項及びリースの分類に関連
するフォローアップの論点についても討議しました。

Go to Defining Issues 15-50 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-50-leases.pdf

SEC－クラウドファンディングに関する最終規則の承認及び地
域的な証券の募集・売出しに関する規則改訂の提案
SECは、2015年10月30日に、クラウドファンディングに関する最終規則を承
認しました。この最終規則により、企業はクラウドファンディングによる証券
の募集・売出し及び売却を認められます。クラウドファンディングによる証券
売却が認められると、スタートアップ企業及び小規模企業は一般投資家か
らの資金調達が可能となり、証券売却による資金調達の際に企業が直面す
る規制の負担が一部軽減されることになります。SECは、州内及び地域的
な証券の募集・売出しに関する規制を緩和する規則改訂も提案しています。
Go to Defining Issues 15-51 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-51-sec-
crowdfunding.pdf

FASB－政府援助に関する開示を義務付けるASU案を公表
FASBは、2015年11月12日に、会計基準更新書 ( Accounting  Standards 
Update, ASU) 案「政府援助に関する営利企業の開示」を公表しました。この
ASU案は、営利企業が受けている特定の種類の政府援助の開示を義務付
けています。政府が唯一の顧客である取引及び企業が法的な適格要件を満
たし使用目的が確定した補助金を受け取る取引は除外されます。このASU
案は、政府援助に関する会計処理には影響を与えません。FASBは、この
ASU案に寄せられたコメントを検討した後に適用日を決定する予定です。

Go to Defining Issues 15-52 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-52-government-
assistance.pdf

｢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。

http://search.kpmginstitutes.com/?bigi=1&q=Defining+Issues&x=0&y=0
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-49-revenue-trg.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-50-leases.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-51-sec-crowdfunding.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-52-government-assistance.pdf


EITF－3つの最終コンセンサスを承認
2015年11月12日に開催されたFASBの発生問題専門委員会 (Emerging 
Issues Task Force, EITF) の会議で、EITFは以下の3つの最終コンセンサスを
承認しました。

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。

Go to Defining Issues 15-53 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-53-eitf.pdf

FASB－金融商品に関する基準書の公表予定
FASBは、2015年11月11日の会議において、不良債権のリストラクチャリン
グの会計処理及び売却可能負債証券の減損について決定し、減損並びに
分類及び測定に関する基準書の適用日を決定しました。

Go to Defining Issues 15-54 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-54-financial-
instruments.pdf

FASB－事業の定義の明確化に関するASU案を公表
FASBは、2015年11月23日に、ASU案 「事業の定義の明確化」を公表しまし
た。このASU案は、一定の資産及び活動が事業 (Business) に該当するか
否かを判断する新しいフレームワークを提案しています。このASU案により、
企業は適用日以降の取引について、これまでより狭められた事業の定義を
将来に向かって適用することになります。FASBは、このASU案に関して寄せ
られたコメントを検討した後に、適用日を決定する予定です。

Go to Defining Issues 15-56 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-56-business-
definition.pdf

FASB－ASU第2015-17号「繰延税金の貸借対照表上の分類」
を公表
FASBは、2015年11月20日に、簡素化のプロジェクトの一環として、ASU第
2015-17号「繰延税金の貸借対照表上の分類」を公表しました。これにより、
貸借対照表を流動・非流動に区分して表示する企業は、すべての繰延税金
資産及び繰延税金負債を非流動資産及び負債として表示することを義務付
けられます。

Go to Defining Issues 15-55 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-55-deferred-
taxes.pdf

SEC－2016年にIFRSに基づく補足的な財務報告の導入を検討
SECは、高品質で世界共通の単一の会計基準の策定という目標達成に関す
る公式声明を発表してから6年近くが経過した現在、IFRSをさらに米国の財
務報告制度に組み込む方法に関するSECスタッフの提案を検討しています。
2016年前半に、これに関する規則案が公表される可能性があります。

Go to Defining Issues 15-57 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-57-ifrs-us.pdf

FASB/IASB－収益認識に関する新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再確認
FASBとIASB（以下「両ボード」）は、2015年12月16日に開催した合同会議に
おいて、それぞれの収益認識基準で収益認識を（本人として）総額または

（代理人として）純額のいずれで表示すべきか判定する際の、本人か代理人
かに関するガイダンスの改訂案を再審議しました。両ボードは、軽微な修
正を行ったのみで改訂案を組み込んだ最終基準書のドラフトを作成するよう
それぞれのスタッフに指示しており、これらの基準書は2016年第1四半期に
公表される予定です。

Go to Defining Issues 15-58 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-58-principal-
agent.pdf

SEC－FAST法がSECのファイリング規定に与える影響
2015年12月4日に成立した陸上交通の整備に関する Fixing America’s 
Surface Transportation（FAST）法により、新興企業による新規株式公開

（Initial Public Offering, IPO）を容易にし、Regulation S-Kの開示規定を見
直し簡素化する改訂を行うことなどがSECに求められることになります。

Go to Defining Issues 15-59 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-59-small-
offerings.pdf
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特定のプリペイド・ストアード・バリュー・カードの非行使部分の認識
(EITF論点15-B)

•

現行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条件付きプット・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)

•

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-53-eitf.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-54-financial-instruments.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-55-deferred-taxes.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-56-business-definition.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-57-ifrs-us.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-58-principal-agent.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-15-59-small-offerings.pdf
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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。

FASB－ASU第2016-01号「金融資産及び金融負債の認識及び
測定」を公表
FASBは、2016年1月5日に、ASU第2016-01号「金融資産及び金融負債の認
識及び測定」を公表しました。このASUは、企業が保有する持分投資が損益
計算書に与える影響及び公正価値オプションを選択した金融負債の公正価
値の変動の認識を、大幅に変更することになります。

一部の企業は、まだ公表されていない財務諸表について、この基準書の以
下の2つの規定をただちに適用できます。

Go to Defining Issues 16-1 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-16-1-classification-
measurment-asu-2016-01.pdf

SEC－資源採取企業の支払いの開示に関する規則案を公表
SECは、2016年1月21日に、石油、天然ガスまたは鉱物の商業開発のため
の米連邦政府または外国政府への特定の支払いについて、SECに登録する
資源採取産業の発行企業による開示を義務付ける規則案を公表しました。

Go to Defining Issues 16-2 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2016/defining-issues-16-2-sec-
extractive.pdf

企業は、公正価値オプションを選択した金融負債の公正価値の変動の
認識に関連する規定を早期適用することができます

•

公開営利企業でない企業は、従前に義務付けられていた特定の公正価
値に関する開示を削除する基準書の規定を早期適用することができます

•

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2015/defining-issues-16-1-classification-measurment-asu-2016-01.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2016/defining-issues-16-2-sec-extractive.pdf
mailto:tmaekawa@kpmg.com
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税務アップデート

U.S. business update for Japanese companies

Jnet newsletter

「高速道路財源法」成立
12月4日、高速道路整備基金その他の財源からの支出権限を2020年9月30
日まで延長する「米国地上交通網修理法（FAST法）」がオバマ大統領の署名
により成立しました。

この法律には、ガソリン、ディーゼル燃料、ケロシン、特定のタイヤに対する
税金等、高速道路関連の税法規定の適用期限を2022年9月30日まで延長
する条項に加え、重量車両使用税の適用期限を2023年9月30日まで延長
する条項が含まれています。

また、この法律には、以下の税法執行関連条項が含まれています。

｢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。

IRSが追加で徴税職員を採用・トレーニングするための「特別コンプライ
アンス人員プログラム予算」を財務省予算から拠出する。

•

未納となったまま放置されている滞納税の回収のために、適格な民間
債権回収業者と契約することを財務省に義務づける。

•

社会保険番号がない者や、5万ドルを超える深刻な滞納税がある者につ
いて、パスポートの返納命令や発行拒否を認める。

•

2015年初頭に成立した様式5500（従業員厚生福利プラン申告書）の提出
期日の自動延長を認める法律（2016年1月1日以降に開始する課税年度
に適用）を撤廃する。

•

特定の税関手数料について、消費者価格指数に基づくインフレ調整を
行う（第1回の調整は2016年4月1日）。

•

BEPS国別報告書に関する財務省規則草案を発表
12月21日、財務省およびIRSは、大規模米系多国籍企業の親会社に対し、
国別報告書の提出を義務づける規則草案（REG-109822-15）を発表しました。

この規則草案は、OECD・G20の「税源侵食と利益移転（BEPS）」プロジェクト
行動計画13による国別報告書のモデル・テンプレートや記入要綱に基本的
に沿った形となっていますが、一部の規定では、独自の詳細が追加されると
ともに、行動計画13のアプローチとは多少異なるアプローチが採用されて
いる部分もあります。

規則草案の前文では、規則草案の各規定は、原則的に国際規準に即した
ものとなっているものの、規則草案の根拠法となっている内国歳入法の米国
居住者に適用される情報開示・報告規定との整合性を確保するために、一
部修正が行われたことが述べられています。

この規則草案には、施行の趣旨、用語の定義、報告対象期間、報告書の
内容、金融口座残高の報告方法、報告手続と期限、証憑の保存義務、適
用免除要件、発効日・適用開始日等が規定されています。

また、規則草案の前文によれば、国別報告に使用する様式は、現在IRSが
準備しており、様式番号も決まっていませんが、基本的にはBEPSプロジェ
クト行動計画13のモデル・テンプレートを踏襲したものとなる予定です。

規則は、これが最終化された日以降に開始する多国籍企業グループの親会
社の課税年度から適用開始される予定となっていますが、規則草案の発表
が遅れたことから、規則の最終化は2016年以降とならざるを得ず、暦年を
課税年度として採用しているグループの報告は、当初の見通しより一年遅れ
の2017年度が初年度となるものと見られています。

規則草案では、前年度の年間売上が8億5,000万ドル未満の米系多国籍企業
については、国別報告書の提出が免除されています。なお、BEPSプログラ
ム行動計画13の報告免除規準は7億5,000万ユーロとなっています。

2015年12月



事業目的の場合、1マイルあたり54セント
（2015年度は57.5セント）

•

医療もしくは引越目的の場合、1マイルあたり19セント
（2015年度は23セント）

•

慈善目的の場合、1マイルあたり14セント
（2015年度と同じ）

•
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カリフォルニア州最高裁：州間配賦比率に関する逆転判決
12月31日、カリフォルニア州最高裁判所は、州高等裁判所の判決を覆し、
州税法で義務づけられた方法に代えて、州間租税協定（MTC）の規定に基
づき所得の州間配賦計算を行うことはできないとの判断を示しました

（Gillette Co. v. Franchise Tax Board, S206587）。

判決文では、州間租税協定は、州政府間が互いを拘束し得る法的に有効な
契約ではなく、カリフォルニア州が同協定から完全に脱退していないとしても、
同協定に基づく州間配賦計算方法の選択を撤廃した1993年の州議会による
法改正は有効であるとの見解が示されています。

IRS：外国再保険は1パーセントの物品税の適用外に
12月23日、IRSは、米国外の保険会社もしくは再保険会社が別の米国外の
再保険会社と締結している再保険契約に基づき支払う再保険料に対して、
1パーセントの物品税を課さない方針を示した内国歳入庁通達（Rev. Rul. 
2016-3）を発表しました。これにより、この問題に関する従来の内国歳入庁
通達（Rev. Rul. 2008-15）は撤回されます。

今回発表された通達によれば、内国歳入法第4371条は、米国外の再保険
会社間での再々保険取引に連邦物品税を課すものではないとの2015年5月
のワシントンDC巡回区連邦高等裁判所の判決を受け、IRSは、従前の通達
の見直しを進めていました。

IRSは、旧通達に基づき納付済みの物品税の還付請求の処理時期について
は、明らかにしていません。

滞納税のある法人との連邦政府機関による契約を禁止
12月3日、国防省、連邦政府調達局、アメリカ航空宇宙局（NASA）は、連
邦税を滞納している法人や連邦法上の重罪判決が確定した法人と連邦政
府機関が契約することを禁止する暫定規則を連名で発表しました。ただし、
契約の停止が政府の利益を守るために必要ではないと政府機関が判断し
た場合は、この限りではありません。

この暫定規則は、2016年2月26日付で発効します。また、500万ドルを超え
る政府機関との契約に関しては、税務関連の証明が義務づけられます。

2016年度のスタンダード・マイレージ・レートを引き下げ
12月17日、IRSは、事業、慈善活動、医療、引越等の目的で自家用車を
使用した際のコストの計算に納税者が使用する2016年度のスタンダード・
マイレージ・レートを規定した公告2016-1号を発表しました。

この公告によれば、2016年1月1日以降、自家用車（バン、ピックアップ、自
家用トラックを含む）のスタンダード・マイレージ・レートは、以下の通りとな
ります。

上院外交委員会が日米租税条約改正議定書を承認
11月11日、上院外交委員会は、日米租税条約改正議定書ならびにスイス、
ルクセンブルグ、ハンガリー、チリ、スペイン、ポーランド、OECDとの租税
条約および条約改正議定書を承認しました。日本との議定書以外は、既に
一度承認され、上院本会議に送致済みですが、審議はなされていません。

予算法およびパートナーシップ税制改正法が成立
11月2日、「2015年超党派予算法（下院法案1314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、2017年3月15日まで連邦政府債務上限の適用を停止し、2016
および2017会計年度の国防費および裁量的支出予算を2011年予算管理
法に基づくレベルから引き上げるものです。

また、財源確保のための増税項目として、次の2つのパートナーシップ税制
改正条項が含まれています。

税収予測によれば、パートナーシップに対する税務調査および所得更正に
関するルール変更により93.25億ドル、パートナーの定義に関する変更によ
り18.94億ドルの歳入増が10年間で見込まれています。

パートナーシップに対する税務調査および所得更正に関する
ルールの変更

•

パートナーシップのパートナーの定義に関する変更•

BEPSに関する連邦議会公聴会開催へ
11月24日、連邦議会上院財政委員会および下院政策委員会税制小委員会
は、OECDの税源侵食と利益移転（「BEPS」）プロジェクトに関する公聴会を
開催すると発表しました。

上院財政委員会の公聴会では、BEPSプロジェクトの最終報告書の内容と、
EUの税優遇による違法な国家補助に関する調査が討議される予定であり、
ハッチ委員長は次の通りコメントしています。

「今日のグローバル化した経済においては、多国籍企業が所得、活動、資
産を高税率国から低税率国に移転させており、米国を含む多くの国が税源
侵食の問題に直面している。OECDのBEPSプロジェクトは、経済のグロー
バル化とデジタル化が進む中で、オバマ政権および国際社会が税制に関す
る問題の解決策として推し進めてきたものであり、その努力は賞賛に値す
るが、OECDのBEPS報告書に含まれている行動計画の中には、納税者の
秘密保持や、BEPS報告書の提言に基づき規則を発行する財務省の法的権
限の観点から懸念すべき点も多い。また、EUによる米系多国籍企業に対
する調査で、米国企業の国外事業の不確実性や税コストが高まっている。
こうした状況に鑑み、来る公聴会では、OECDのBEPSプロジェクトが米国
の納税者と米国税制の今後に与える影響や、EUの税優遇に関する調査が
米国の歳入に与える影響について、広範な議論を期待したい。」

公聴会では、財務省のスタック次官補や全米製造者協会のコールマン副会
長等の証言が予定されています。
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コーポレート・インバージョンに関する公告
11月19日、財務省およびIRSは、コーポレート・インバージョン取引および
その後の再編に関する財務省規則の改正を予告する公告 2015-79号を発
表しました。

これによれば、規則改正の骨子は次の通りとなっています。

ペンシルバニア州：繰越欠損金の使用制限に違憲判決
ペンシルバニア州裁判所は、2007年当時の繰越欠損金の使用制限が州憲
法の課税の平等の原則（「ユニフォーミティー条項」）に反するものであると
の判決を下しました。この結果、納税者は無制限の繰越欠損金控除を認
められ、州政府には法人税の過払い額の還付が命じられました （Nextel 
Communications Inc. v. Pennsylvania, No. 98 F.R. 2012 (Pa. Commw. Ct. 
November 23, 2015)）。

ペンシルバニア州法人税法上、繰越欠損金の使用制限は長期間施行され
ており、2007年当時、課税所得の12.5%もしくは300万ドルのいずれか高い
方が上限となっていました。

ペンシルバニア州内外で事業を営む電話通信会社である納税者は、2007年
度において、過去の課税年度からの繰越欠損金1億5,000万ドルを有してお
り、当該年度のペンシルバニア州法人税法上の課税所得は4,500万ドルと
なっていました。納税者は、12.5%ルールに基づき、560万ドルの繰越欠損
金を控除しました。

その後、納税者は、繰越欠損金の使用制限は州憲法の課税の平等の原則
に反するものであるとして、2007年度の法人税の還付を求めて訴訟を提起
しました。州不服審判所および州財政歳入委員会が州憲法上の問題に対
する管轄を有さないため、納税者の還付申請は否認され、事案は州裁判
所に移されました。

裁判において、納税者は、繰越欠損金の使用制限は、課税所得300万ドル
以下の納税者を不当に優遇するもので、「州政府の課税権が及ぶすべての
管轄において、同じクラスの納税者に課せられるすべての税は同一でなけ
ればならない」と定めた州憲法上の課税の平等の原則に反するものである
と主張しました。納税者によれば、繰越欠損金の使用制限ルールは、繰越
欠損金を有する小規模納税者を優遇する一方、同様の状況にある大規模
納税者に不利に働く制度となっており、同じ法定税率9.99%が適用されて
いるにも拘わらず、小規模納税者の実効税率が大規模納税者の実効税率
を下回る違憲な累進税率構造を作り出しているとしています。

州裁判所は、納税者の主張を認め、繰越欠損金の使用制限は、課税の平
等の原則に反するものであるとの判決を下しました。ただし、州政府による
控訴の公算が高く、州議会で何らかの法改正が行われる可能性もあります。

公告2015-79号には、アーニングス・ストリッピング・ルールの改正は含まれ
ていませんが、財務省およびIRSは、アーニングス・ストリッピング・ルール
強化およびその他のインバージョン対策を引き続き検討するとしています。

下院政策委員会税制小委員会の公聴会は、OECDのBEPS最終報告書の行
動計画と米系多国籍企業への影響に焦点をあてて討議が行われる予定で
す。ボウスタニー小委員長は、次の通りコメントしています。

「OECDのBEPS最終報告書の方向性を見ると、米国企業を狙い撃ちし、米
国の税源を侵食しようとの意図が明確である。米国の雇用や米国における
研究開発活動への影響は、我々の経済や外国企業との競争優位性を直接
的に脅かすものである。我々は、米国企業とその従業員がグローバル市場
で主導的立場を守れるように、破綻した税制を早急に建て直す必要がある。」

下院の公聴会での証言者は未定となっています。

内国法人がインバージョン取引を行う能力を制限する。•

特定のインバージョン後の再編取引のメリットを低減させる。•

公告2014-52号によるインバージョン対策ガイダンスの一部の
規定を明確化する。

•
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MATTERS ADDRESSED HEREIN.

The views and opinions are those of the author and do not necessarily represent the views and 
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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。
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