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KPMGが大規模な多国籍企業による税の
透明性に関する報告書の作成業務を支援

企業が新しい市場を求めて世界に進

出するようになり、そうした企業の税

務方針や支払う税金の額は、政府、メ

ディア、株主そして世間の厳しい目に

さらされるようになりました。その流

れは弱まることなく、経済協力開発

機構（OECD）が税源浸食と利益移転

（BEPS）に関するプロジェクトを発足

したことも受けて、国際税務の透明性

に対する要求は世界中でますます高ま

っています。その結果、企業の社会的

責任、タックス・ガバナンス、対税務

当局の透明性の改善、税務のアカウン

タビリティに対する「公平な負担分」

といったトピックに関して白熱した議

論が展開されるようになっています。

その対応として、世界中の大手企業の

税務ディレクターは税務に対する考え

方やアプローチの抜本的な変化による

潜在的な影響を評価中です。また将来

を見越している企業は、近い将来適用

となる報告義務1に向けた準備や、政府

がOECDのBEPS行動計画2への対応とし

て適用する規制や要件に対する準備を

始めています。

こうした大手多国籍企業のうちの一社 

(以下「当企業」）がKPMGの支援を求

めてきました。

前兆

当企業は税の透明性に関する問題が起こ

ることを予測しており、税の透明性に係

る報告義務が、確実に包括的開示の方向

に動くと考えていました。また当企業

は、大きな問題になりつつある「税の倫

理性」に関しても、メディアが知名度の

高い企業や有名なブランド名を標的にし

ていることや、米国上院および英国決算

委員会が経営幹部を証人喚問したことな

どから危機感を抱いていました。さら

に、当企業は英国や米国といった、特に

公的調達に関する規制が厳しい国々の政

府と多数の取引があるため、新しい報告

義務が適用になった時に、税務データの

取得に苦労したくない（あるいは苦労し

ていると見られたくない）と考えていま

した。

こうした事情を背景として、当企業は、

世界中のあらゆるタイプの課税のもとで

の税金支払額を合算しさらなる理解を深

めるために税務の透明性に係る報告書の

プロセスを開始することを決断しまし

た。当企業は新たな税務の透明性に係る

報告書要件に備えるためだけではなく、

当企業のすべての税金支払額を示すデー

タによりグローバル・ベースの税務記録

の開示に関する潜在的な基準を確立する

リーダーになることを望んでいました。

報告プロセスの策定および精緻化

当企業は、KPMGのチーム（複数国の

KPMGインターナショナル・メンバー・

ファームに所属するプロフェッショナル

BEPSとは何か?
BEPSは、一部の法域で高い関心を呼んだことなどをきっかけとして
OECDが開始したプロジェクトで、利益移転を促進し、「二重非課税」
を容認し、国内の課税ベースの侵食の原因となっていると見られる国
際課税規則への対応を協力体制のもと実施していくことを目的とした
ものです。焦点は改革であり、執行ではありません。BEPSおよび税務
の透明性に関する一般的な議論の詳細については、KPMGのBEPS|税務
の透明性に関するウェブサイト
http://www.kpmginstitutes.com/taxwatch/insights/2013/tax-
transparency.aspx
をご参照ください。

1. 透明性に関する主な法律には、採取産業透明性イニシアティブ（EITI）、ドッド・フランク・ウォール街

改革および消費者保護法、EUにおける会計および透明性に関する指令、EUにおける資本要求指令Ⅳが含

まれます。

2. http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

http://www.kpmginstitutes.com/taxwatch/insights/2013/tax-transparency.aspx
http://www.kpmginstitutes.com/taxwatch/insights/2013/tax-transparency.aspx
http://www.kpmginstitutes.com/taxwatch/insights/2013/tax-transparency.aspx
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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が含まれます）に、税の透明性に係る報

告プロセスの構築および精緻化（当企業

のグローバル・オペレーションにおいて

支払われたすべての税金額の収集、合

算、分析および報告）における支援を要

請しました。

当企業の導入プランには、複数の報告

期間にわたる内部用の新しい報告手

続きの策定が含まれていました。また

KPMGチームは、税務報告プロセスに関

する一層の信頼性と分析結果を提供す

るため、当企業が重要な営業活動を行

っているいくつかの複雑な管轄区にお

けるデータおよびプロセスについて、

より詳細なレビューを実施しました。

概して、当該プロジェクトの目的は、税

の透明性に係る報告書を外部に公表する

ことが求められる前に、当企業が入手可

能なデータの入手元とギャップの理解に

ついて継続的な改善と効率性を図り、デ

ータ収集プロセスを精緻化し、税務報告

内容の検証を行うことでした。

もし税金のように見えたら . . .
税の透明性に係る報告書に関する課題の

一つは、支払った税金を適切に把握し分

類することです。この作業は通常、税金

の一般的な定義3を基に行いますが、こ

れはいつも簡単な作業とは限りません。

ある法域において「税金」とされるも

のが、別の法域の企業においては「サ

ービスフィー」として指定されている

可能性もあります。所得税のような税

金は企業が負担します。売上税のよう

なその他の税金は企業によって回収さ

れ、その後「パススルー」の支払いとし

て政府に納税されます。雇用税の場合

は、税金の一部は企業が負担し、残り

はパススルーとして納税されます。

これらの矛盾に対処するため、KPMGは

当企業向けの税務報告用フレームワーク

および多国籍企業向けの税務の透明性に

係る報告書のために以下を含む税金の定

義を作成しました。

 • 法人所得税

 • 売上税（Sales taxes）

 • 付加価値税

 • 物品サービス税

 • 物品税（Excise taxes）

 • ライセンス・フィー

 • 固定資産税

 • 関税

 • 給与税

 • 社会保険料

 • 消費税 (Consumption taxes)

 • 譲渡税

 • 環境税

データの追跡

各種税金に関するデータを収集するもっ

とも正確で効率的な方法の確立は大きな

課題です。法人所得税のデータは通常総

勘定元帳から入手しますが、給与税のデ

ータは給与システムから入手します。現

地の税金、認証、固定資産税といったそ

の他のフィーは多くの場合、総勘定元帳

の他の箇所から入手されます。税金の支

払額（支払いまたはパススルー）は現金

ベースで把握しなければなりませんが、

多くの大企業においては、これらの金額

は発生主義で報告されます。

KPMGチームのメンバーは、当企業の

ERP、給与システム、VATシステム等か

ら入手可能な税金データの特定の性質を

3. OECDの分類では、「税金」という用語は政府一般に対する強制的で「一方的な」支払 いに限定されて

います。税金は、政府から納税者に対する恩恵は通常その支払額に比例しないという意味で一方的とみ

なされます

KPMG LINK 360 
KPMG LINK 360は、企業がコンプライアンス要件や状況をモニターしたり管理するためのオンライン・ベースの
アプリケーションです。KPMG LINK 360は、共同作業、プロセス管理、情報の特定および収集のための安全で構
造化された環境を提供しています。このシステムにより、費用対効果の高いコンプライアンス義務の履行が可能
になるのみでなく、リスクとプランニングのより広範にわたる管理が可能となります。

KPMG LINK 360を通じて企業は以下のことが可能となります。

 • コンプライアンス・プロセスの改善による、グローバル・ベースでのリスク管理の向上およびプロセス・コン
トロールのより明確な可視化と証拠の入手を達成

 • 税務および税金以外の申告義務の監視

 • 24時間体制でデータ、ファイル、文書へのアクセスが可能な情報源の作成

 • より的確な経営関連情報の取得

 • グループ全体に包括的かつ一貫的な報告体制を導入

 • コストの効率性の高いデータ収集および報告を達成
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識別するデータ収集プランを採用しまし

た。またチームメンバーは、当企業がこ

れらのデータを抽出および検証するため

の最適な方法を決定する際のサポートも

行いました。チームがこれらのデータを

本店のシステムから入手できなかった場

合、KPMGはKPMG LINK 360を用いて当

企業の各国の経理担当者に詳細な質問書

を配布して回答を得ました。またその他

の入手可能な情報が限られる状況におい

て、KPMGは統計的サンプリングおよび

データ分析技術を用いて税金額を見積り

ました。

税の透明性に関する報告書による恩恵

KPMGが企業に提供する支援内容の概要

は以下の通りです。

 • 全社の税金データに関する収集源と方

法を解明する

 • 集中管理された、または集中管理され

ていないデータ元からのデータの収集

 • 報告目的でのデータの合算

 • 業務改善のための内部プロセスの見

直し

KPMGが、クライアントにおけるグロー

バル・レポーティング向けの普遍的なデ

ータの分類基準の作成および現地の税金

情報の収集作業を支援したことにより、

各国の税務報告に含まれるデータの信頼

性が高まりました。税の透明性に係る報

告書において、KPMGチームは、回収お

よび合算されたすべての税務データに関

する解説文について提言を行いました。

当企業はすでに税務透明性イニシアティ

ブからの恩恵を受けています。すべての

税金に関する定義および数値化が一つの

報告書の中にまとめられていることで、

経営陣は税金支払額の総額を慎重に分析

することが可能となりました。全体の税

金費用や税金負担額と税金の回収額また

は納税額との比較が可視化されること

で、経営陣にとっては、グローバル・ベ

ースの税金に関する説明において、当企

業が事業活動を行っている各地域での経

済的および社会的貢献をより明確に反映

するような、より的確な表現方法につい

ての新たな手がかりを提供します。当

企業は引き続きそのプロセスの改善、

および税務の透明性に係る報告書と標

準的な報告義務との統合を行っていま

す。KPMGは、将来の税務の透明性に係

る報告書に関する要件に備えるための当

企業のこうした取り組みに対して積極的

に支援しています。

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。

連絡先

KPMG LLPは、税務の透明性およびBEPSに関するアドバイスおよびサービスを

クライアントに提供する経験豊かな税務のスペシャリストで構成されるチームで

す。KPMGインターナショナル・ネットワークのメンバー・ファームに所属するプ

ロフェッショナルとの協同体制により、我々のプロフェッショナルは、国際税務に

関する深い知識、広範囲にわたる業界での経験、税務政策に関する考察における経

験を利用し、企業が税務の透明性に関するニーズに対応する支援を行います。

KPMGのBEPSおよび税務透明性関連サービスについて詳細な情報をご希望の方は、

以下の担当者までご連絡ください。

Manal Corwin
National Leader—International Tax; 
Principal in Charge of Washington 
National Tax—International Tax Policy
T: 202-533-3127 
E: mcorwin@kpmg.com

Hank Gutman
Principal in Charge of Washington 
National Tax—Federal Tax Legislative 
and Regulatory Services, and Director 
of the Tax Governance Institute
T: 202-533-3044 
E: hgutman@kpmg.com

Brett Weaver
Partner, International Tax
T: 206-913-6697 
E: baweaver@kpmg.com

Chandler Tipton
Managing Director, Tax 
Transformation
T: 601-714-7461 
E: ctipton@kpmg.com

Or e-mail us at us-taxintltransparen@kpmg.com.

今後企業に求められる行動
税の透明性に係る報告に関する
要求が高まるにつれ、新しい規
則が適用される前に、自社の報
告プロセスを内部でテストし精
緻化することにより潜在的なブ
ランドおよび財務エクスポージ
ャーを評価することを検討しな
ければなりません。税の透明性
に係る報告が現実のものとなっ
たとき、早期適用者はブラン
ド・イメージを維持、または必
要に応じて防御したり、競業他
社より優位に立ったり、政府か
らの質問に対応したり、ネガテ
ィブなメディアの精査に関する
リスクを軽減したりすることが
容易になります。

mailto:mcorwin@kpmg.com
mailto:hgutman@kpmg.com
mailto:baweaver@kpmg.com
mailto:ctipton@kpmg.com
mailto:us-taxintltransparen@kpmg.com
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はじめに

クロスボーダー不正調査の実施は決して

容易ではありません。法的および文化的

違いによる複雑さが加わることで、今日

のグローバル企業が直面する最難題の一

つになっているとも言えるでしょう。不

正調査実施の上ではあらゆる段階におけ

る障害がたちはだかりますが、そのなか

には請求や申立ての初期受け入れ、諸外

国のデータ・プライバシー/個人情報保

護法への準拠、適切な職員や要員の人材

活用、多様な従業員の権利保護、そして

複数国をまたぐ対外調整が含まれます。

しかし落とし穴の所在と、それを回避す

る方法を把握しておくことで、重大なミ

スを避けることが可能になります。

概要

本レポート「クロスボーダー不正調査　

～　チャレンジに立ち向かえますか？」

では、不正調査実施に伴う様々な課題を

深く掘り下げて考察します。これは世界

各国でクロスボーダー調査に携わる専門

家の経験や、グローバル企業でクロスボ

ーダー調査を担当する60名の経営幹部

による洞察に基づくものです。

調査まとめ

95%もの経営幹部が、クロスボーダー

不正調査への来年の需要は少なくとも現

状と同様あるいはさらに増加すると見込

んでいます。さらには国際的な規律やそ

の施行の増加も伴うため、クロスボーダ

ー不正調査への対策・手順が整備されて

いる企業ほど、より望ましい成果を挙げ

ることが可能になります。

以下は、本レポートの重要ポイントを要

約したものです。

1. クロスボーダー不正調査の開始

• 適切な翻訳－現地の言い回し、一般
的な婉曲表現や二重の意味を持つ言葉
などの理解が必要。

 • 適切な通知－個人情報を扱うには、当

事者または労使協議会 (work council) 
への届出が必要になる場合がある。機

密保持法により、申立て内容の開示が

できる相手を制限される場合がある。

2. 選別および手続き

 • 手続きの信頼性を高めるため、計画的

および一貫した方法で対応。過半数の

経営幹部が自社の手続きは限定的、あ

るいは自社には何の手続きも存在しな

いと回答している。

 • 企業の価値観、基準、方針と整合性の

とれた手続きを策定し、各国や地域特

有の要件、習慣や慣行に配慮が必要。

3. 不正調査計画の策定

• 詳細にわたりよく検討された計画の策
定は、目標を明確にし、進捗を把握、
そして戦略的手段を講じる際に有益。
また、情報収集やインタビューの対象
者を検討する際の管轄区による相違へ
の配慮にも繋がる。

4. 調査チームの結成

 • 調査チームのメンバーには不正調査戦

略・方針、国際法、言語、文化に精通

し、トレーニングを受けたものを選出

する。昨年トレーニングを実施した

本不正調査回答者は、わずか35%で

あった。

5. 法的または文化的留意事項の評価

 • 現地法により、特定の調査が制限ある

いは禁止される場合がある。本社所在

国の法律とは異なる、現地法への潜在

的違反に関する検討が必要。

6. 不正調査の実施

 • 調査を実施する国により、調査手続き

の実施方法や準拠する法的枠組みが著

しく異なる場合がある。おもな相違点

クロスボーダー不正調査 ～ チャレンジに立ち向か

えますか？

連絡先

仲　知威

KPMG LLP
税務部門　マネージング ディレクター

エコノミック アンド バリュエーション サービス

E: tnaka@kpmg.com

岩城　成紀

KPMG LLP
税務部門　マネージャー

エコノミック アンド バリュエーション サービス

E: siwaki@kpmg.com
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には、データ・プライバシー/個人情

報保護に関する法規制、インタビュー

の対象となる従業員および検出事項の

報告などが含まれる。

7.  データ・プライバシー/個人情報保護

法に関する課題

 • 外国のデータ・プライバシー/個人情

報保護法は、収集した後に管轄区域外

へ送信が可能なデータの種類を規制し

ている。違反した場合の追徴金や制裁

措置を受けたり、起訴される可能性

もある。

8. インタビュー

 • 外国にいる従業員へのインタビュー

は、特有の法的・文化的課題が生じ得

る。インタビューを成功させるため、

実施形式を和らげる必要が生じる場合

もある。地域毎の方言による違いを把

握したり、正確な翻訳のためには、現

地で使われている言語スキルが必要。

翻訳の些細な違いが、報告される事実

の重大な誤解につながりかねないため

である。

9. 検出事項の報告

 • 報告書の様式および内容には細心の注

意を払う必要がある。特定の国におい

ては、強制的に報告書を対象者に開示

することが求められため、プライバシ

ーまたは名誉棄損の訴えにつながる場

合もある。このような状況を回避する

ため、企業は積極的に適切なデータ・

エクスポート・チャネル/放出経路の

構築を検討することが望まれる。

10. 複数国にまたがる調整

 • 調査完了後は帳簿や記録の修正、統制

機能の弱点修正や、従業員への指導に

関する検討が必要。法や労働者保護の

内容が異なる管轄区域においては、調

整内容が制限される可能性がある。複

数の国にまたがる一部の複雑な案件に

おいては、統制機能の修正に長期間を

要し、なかには何年もかかる場合もあ

り、規制機関を納得させることが必要

となる場合もある。

さらに詳しい情報をご希望の方は、下記リンクよりリポート全文をダウンロード
して下さい。

ダウンロード

Cross-border investigations: Are you prepared for the challenge? > (英文のみ)

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/
cross-border-investigations.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。

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/cross-border-investigations.pdf
http://www.kpmginstitutes.com/aci/insights/2014/pdf/2014-global-aci-survey-web.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/cross-border-investigations.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/cross-border-investigations.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 http://search.
kpmginstitutes.com/?bigi=1&q=Defining
+Issues&x=0&y=0 をご参照ください。

近く公表される収益認識基準の適用

近くFASBとIASBが公表する収益認識基

準の適用に関して、十分な対応期間を確

保して、その適用計画にプロセスとシス

テムの変更も含めるためには、事前の綿

密なプラニングが不可欠になります。ま

た、適用日より前に二重の報告を可能に

するシステムを開発し、予想外の複雑性

に対処する時間的余裕を確保するために

も事前の綿密なプラニングが必要となり

ます。

Go to Defining Issues 14-9 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/
pdf/2014/defining-issues-14-9-revenue-
implementation.pdf

FASB－保険契約のプロジェクトの方向

性と適用範囲を変更

FASB は、保険契約のプロジェクトに関

する今後の方向性を変更し、適用範囲を

保険会社に限定すると決定しました。た

だし、FASB は、保険会社以外の企業が

引き受けている契約についても、プロジ

ェクトの進捗につれて適用範囲に戻す可

能性があるとしています。

Go to Defining Issues 14-11 > 
http://www.kpmg-institutes.
com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2014/
defining-issues-14-11-insurance-project.
pdf

FASB － 金融商品の減損に関する再審

議を継続

FASB は、2014年2月19日の会議におい

て、金融商品の減損に関する基準案に

ついて引き続き再審議を行い、未収利息

の不計上（nonaccrual）に関するガイダ

ンス、購入時に信用が毀損している資

産（purchased credit-impaired asset）
及び不良債権のリストラクチャリング

（troubled debt restructuring）について

暫定合意に至りました。 

Go to Defining Issues 14-12 >
http://www.kpmg-institutes.
com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2014/
defining-issues-14-12-redeliberations-
impairment.pdf

FASB －金融商品の分類及び測定に関す

る再審議を継続

FASBは、2014年2月26日の会議におい

て、金融商品の分類及び測定に関する基

準案について引き続き再審議を行い、キ

ャッシュフローの特徴に関する評価の必

要性及び複合金融資産に対する公正価値

オプションについて討議しました。

Go to Defining Issues 14-13 > 
http://www.kpmg-institutes.
com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2014/
defining-issues-14-13-redeliberations-
financial-instruments.pdf

FASB－金融商品：金融資産の減損、分

類及び測定の変更

FASBは、2014年3月12日の会議におい

て、金融商品の減損と分類及び測定に

関する基準案について再審議を継続しま

した。FASBは、残存期間にわたる予想

信用損失モデルを、償却原価で測定する

すべての金融資産、及び公正価値で測定

しその変動をその他の包括利益 (other 
comprehensive income, OCI) に計上す

るすべての金融資産に適用することで

暫定的に合意しました。FASBは、負債

証券及び貸付金に関して、現行のU.S. 
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GAAPとは異なる分類及び測定モデルを

維持することで暫定的に合意して、持分

投資については、限定的な例外を除き、

基本的に当期純利益を通して公正価値で

測定するという合意を再確認しました。 

Go to Defining Issues 14-14 >
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/
pdf/2014/defining-issues-14-14-financial-
instruments-changes.pdf

EITF－コンセンサスとコンセンサス案

を承認

FASBの発生問題専門委員会(Emerging 
Issues Task Force, EITF) は、2014年3月
13日の会議において、4つの論点につい

て討議して、以下のコンセンサスを承認

しました。

 • 株式報酬の契約条件上、業績目標が権

利確定に必要な勤務期間の後に充足

され得る場合の株式報酬の会計処理

(EITF論点13-D)

• 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。

 • 特定の状況における新しい会計の基

礎 (プッシュ・ダウン) の認識（EITF
論点12-F）

• EITFはまた、以下の論点について討議

しました。

 • 連結対象である資金調達を行う債

務担保金融事業体（(Collateralized 
Financing Entity)（の金融資産及び金融

負債の測定（EITF論点12-G）

 • 株式の形式で発行された複合金融商

品の主契約が負債または資本のどち

らに類似しているかの判定（(EITF論点

13-G)（

Go to Defining Issues 14-15 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/
pdf/2014/defining-issues-14-15-eitf-
march-13.pdf

FASB－開示フレームワークを公表

FASBは、2014年3月4日に、「財務報告

に関する概念フレームワーク－第8章 

財務諸表の注記』」の財務会計概念書

（Concepts Statement）を公表しまし

た。公開草案は、FASBが将来の及び現

行の開示規定（四半期の開示も含む）

を評価するプロセスを改善するために

適用することになるフレームワークを

検討していて、財務諸表の注記に含め

るべき情報を限定することに言及して

います。プロジェクトの後半では、開

示に関する財務諸表作成者の意思決定

プロセスに取り組む予定です。

Go to Defining Issues 14-16 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/
pdf/2014/defining-issues-14-16-disclosure-
framework.pdf

FASB/IASB－リース会計の重要な点に関

する方針の相違

FASBと IASB（ 以 下 、 両 ボ ー ド ）

は、2014年3月18-19日の合同会議にお

いて、リース会計に関する2013年の

公開草案での提案を再審議して、借手

（lessee）と貸手（lessor）がそれぞれ

のリース活動を財務報告上表現する方法

について、両ボードが合意できないこと

が明らかになりました。両ボードは、借

手がリースを貸借対照表上で認識するこ

とを義務付けるアプローチについては依

然として支持しています。しかし、IASB
は、借手は適用対象となるすべてのリー

スをファイナンス・ベースでの資産の購

入として取り扱う単一リース会計モデル

を適用しなければならないと決定しまし

た。逆に、FASBは、借手は2つの認識方

法を併用するリース会計モデルを適用し

なければならないとして、多くのリース

は、利息費用を個別に表示することなく

リース費用の合計額を定額法で認識する

ことになります。両ボードは、2013年
の公開草案から貸手の会計処理に関する

提案の多くを削除して、現行のIAS第17
号に基づく規定に置き換えることで合意

しました。IASBは、少額のリースについ

ては仮に合計した影響額に重要性がある

場合でもこの提案の適用を免除するとし

ていますが、FASBは、この適用免除を

行わないとしています。また、両ボード

は、短期リースの適用免除範囲の拡大、

及び他の簡素化の導入について合意しま

した。

Go to Defining Issues 14-17 > 
http://www.kpmg-institutes.
com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2014/
defining-issues-14-17-leases-divergent-
paths.pdf

FASB－特定の変動持分事業体の連結を

免除する非公開企業向けガイダンスを

公表

FASBは、2014年3月20日に、非公開企

業であるリースの借手（lessee）が、変

動持分事業体の連結ガイダンスを一部の

貸手（lessor）企業に適用しないという

選択肢を認めるガイダンスを公表しまし

た。この免除規定の適用を選択する非公

開企業は、貸手企業に財務支援を提供す

ることになる状況を開示する必要があ

ります。

このガイダンスは、2014年12月16日以

降開始する事業年度及び2015年12月16
日以降開始する事業年度の期中報告期間

から適用されます。早期適用は認められ

ていて、遡及適用が義務付けられます。

Go to Defining Issues 14-18 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/
pdf/2014/defining-issues-14-18-private-
company-vie.pdf

FASB－金融商品の公正価値オプション

を維持

FASBは、金融商品への公正価値オプシ

ョンの選択適用に関して、現行のU.S. 
GAAPの取り扱いを維持する暫定決定を

しました。ただし、この暫定決定は、将

来の会議において、公正価値オプション

を選択した金融負債の、企業の自己の信

用リスクに帰属する公正価値の変動をそ

の他の包括利益で認識すべきか否かを検

討することにより、変更される可能性を

残しています。
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http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/defining-issues-14-18-private-company-vie.pdf
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Go to Defining Issues 14-19 > 
http://www.kpmg-institutes.
com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2014/di-
14-19-retains-fair-value.pdf

FASB－が非継続事業の定義を変更

FASBは、2014年4月に、会計基準更

新書（Accounting Standards Update, 
ASU）第2014-08号「非継続事業の財務

報告及び企業の構成単位の処分に関する

開示」を公表しました。このASUは、非

継続事業として報告する要件を改訂し、

非継続事業に関する追加的な開示を規定

しています。

ASU第2014-08号は、公開営利企業及び

一部の非営利企業に対しては2014年12
月16日以降開始する事業年度及びその

期中報告期間から適用されます。その他

の企業に対しては、このASUは、2014
年12月16日以降開始する事業年度及び

2015年12月16日以降開始する事業年度

の期中報告期間から適用されます。早期

適用は認められますが、過去に公表され

たまたは発行可能な状態となっていた財

務諸表において処分（または売却保有目

的資産への分類）として報告されていな

い場合に限定されます。また、このASU
では、遡及適用は禁止されています。

Go to Defining Issues 14-20 > 
http://www.kpmg-institutes.
com/content/dam/kpmg/
financialreportingnetwork/pdf/2014/di-
14-20-discontinued-operations.pdf

FASB－金融負債の公正価値オプション

を変更

FASBは、2014年4月23日の会議におい

て、公正価値オプションを選択した金

融負債の、金融商品特有の信用リスクに

帰属する公正価値の変動は、その他の包

括利益で認識すべきであると決定しまし

た。FASBは、これらの変動の計算方法

について議論し、現行のU.S. GAAPと同

様に、金融商品について公正価値オプシ

ョンを選択できることを維持するという

以前の決定を再確認しました。

Go to Defining Issues 14-21 > 
http://www.kpmg-institutes.com/content/
dam/kpmg/financialreportingnetwork/
pdf/2014/di-14-21-fair-value-option.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。

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-19-retains-fair-value.pdf
http://www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-network/insights/2014/pdf/defining-issues-14-5-classification.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-19-retains-fair-value.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-19-retains-fair-value.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-19-retains-fair-value.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-19-retains-fair-value.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-20-discontinued-operations.pdf
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
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-20-discontinued-operations.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-20-discontinued-operations.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-20-discontinued-operations.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-20-discontinued-operations.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-21-fair-value-option.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-21-fair-value-option.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-21-fair-value-option.pdf
http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/financialreportingnetwork/pdf/2014/di-14-21-fair-value-option.pdf
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/Defining-Issues/Documents/Defining-Issues-O-1402-07.pdf
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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4月 

デラウェア州：州未請求資産法違反の代

理訴訟を公表 

デラウェア州高等裁判所は、特定の小売

業者とギフトカード管理業者の間の取引

が州未請求資産法の適用回避を目的とし

た実態を欠く取引であるとの訴訟が進行

中であることを公表しました。これによ

れば、二十数社に上るデラウェア州法人

として設立された小売業者が第三者のギ

フトカード管理会社と契約し、これらの

ギフトカード管理会社に未使用のギフト

カードを名目的に保有させることによ

り、未請求資産を他州に帰属させている

との訴えがなされています。また、これ

ら第三者の管理会社の多くは、フロリダ

州やオハイオ州等、ギフトカードを未請

求資産として供出することを義務づけて

いない州において設立されています。

この訴えは、私人が州政府のために代

理で訴訟する「キイタム訴訟」として

2013 年6月にオハイオ州の居住者により

提起されたものですが、それ以来非公開

審理となっていました。原告は、ギフト

カードを発行する小売業者が未使用のギ

フトカードの法的所有権や経済的価値を

継続的に保有していることから、ギフト

カード管理会社とデラウェア州の小売業

者との間の契約には経済的実体がなく、

従って州に帰属すべき多額の税収を詐取

することを目的としたスキームであると

主張しています。

原告の主張が認められた場合には、被告

の小売業者に多額の未請求資産の供出と

ともに罰金や利息等が課せられるのみな

らず、他のギフトカード管理会社を使っ

ているケースや、ギフトカード管理を目

的として設立された子会社を使っている

ケースについても、同様の訴訟が提起さ

れる可能性があります。デラウェア州で

は、すでにギフトカード管理子会社を使

ったスキームについて税務調査が行われ

ているとの報道もあります。

連邦会計検査院：IRSの人員と業績への

連邦政府予算削減の影響について

4月21日、連邦会計検査院（GAO）

は、IRSの人員と業績に対する連邦政府

予算削減の影響に関する報告書を発表し

ました。「内国歳入庁：予算削減がもた

らした大幅な人員削減と業績変動につい

て（GAO-14-534R）」と題した報告書

の主旨は、次の通りです。

 • IRSの予算は、2009年度レベルを下

回り、フルタイム換算での職員数は

2009年度と比較して8,000人減少し

た。

 • 徴税および納税者サービスの実績は

悪化もしくは不安定化した。例え

ば、2014年度予算の概算要求で1.0%
となっていた個人所得税の実地調査

率は、2015年度予算の概算要求では

0.8%に引き下げられている。

 • IRSは、2010年度以降、経費節減と効

率化による9億ドルの予算削減を実施

しているが、これはサービスの減少、

遅延、撤廃を伴うものである。例え

ば、2つのIT関連プロジェクト（情報

開示報告書の突合と申告書のレビュ

ー・プログラムに関するもの）の実施

が延期され、従業員トレーニングが大

幅に削減されている。
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キラーB」最終規則を修正

4月25日、IRSは、外国法人を含む特定

の三角合併における親会社の株式もしく

は有価証券の取得に使用された資産の

取り扱いについて規定した内国歳入法第

367条(b)に関する財務省規則を変更・

明確化する公告2014-32号を発表しまし

た。これは、いわゆる「キラーB規則」

と呼ばれるもので、主な修正のポイント

は次の通りとなっています。

 • 現行の規則の見なし現物出資モデルを

撤廃。

 • 内国歳入法第367条(a)および(b)の優

先ルール適用にあたって勘案される所

得ならびに譲渡益の金額に関する規定

を変更。

 • 濫用防止ルールの適用基準を明確化。

カリフォルニア州：法人税率を改定する

上院法案

4月1日、カリフォルニア州議会上院にお

いて、州法人税率を改定する修正法案が

提出されました。現行法では、州法人税

の税率は一律8.84%ですが、この法案が

可決された場合には、2015年1月1日以降

に開始する課税年度において、上場会社

に適用される州法人税率が7%から13%
となります。

具体的な適用税率は、各法人納税者の

「 報酬比率」に基づき決定されます。 

「報酬比率」の分子は、当該法人納税者

の最高執行責任者（COO）もしくは最

高給与稼得者に支払われた給与額であ

り、分母は当該法人納税者の米国内の全

従業員の給与額の中間値となります。こ

れらの給与額は、いずれも当該課税年度

の開始以前に終了した直近の暦年におけ

る額となります。

合算申告の対象となる法人納税者は、報

酬比率の計算上、単一の納税者として取

り扱われます。報酬比率が400を超える

法人納税者には、最高税率である13%が

適用されることになります。

なお、当該法案には、米国内のフルタイ

ムの従業員数を一定以上削減する一方、

外国での雇用を増やしている納税者の

税率を50%引き上げる条項も含まれて

います。

連邦会計検査院：大規模パートナーシッ

プとIRSの税務調査に関する報告書

4月18日、連邦会計検査院（GAO）は、

大規模パートナーシップの実態とこれ

らの税務申告書に対するIRSの税務調査

に関する報告書を発表しました。ここ

でいう「大規模パートナーシップ」と

は、100名以上の直接のパートナーを有

し、1億ドル以上の資産を保有している

パートナーシップを指します。

この報告書の骨子は、次の通りです。

 • 大 規 模 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 数

は 、 2 0 0 2年 か ら 2 0 1 1年 に か け

て、720から2,226に増加した。

 • 大規模パートナーシップの直接のパー

トナーの数と保有資産の規模は増加す

る傾向にある。

 • 大規模パートナーシップの申告書の実

地調査件数は、2007年から2013年に

かけて、11件から31件に増加した。

 • I R Sの 資 料 分 析 調 査 の 実 施 件 数

は、2007年から2013年にかけて、42
件から143件に増加した。

 • 税務調査が更正なしで終了した比率

は、2007年から2013年の各年度間で

異なっているが、2013年度において

は、資料分析調査で52%、実地調査

で45%となっている。
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2013年度APA統計を発表

3月27日、IRSは、暦年2013年分の事前確認（APA）プログラムに関する統計を発表

しました。

件数：

2013年 累計
(1991年～)

米国内 二国間 多国間 合計

申請件数 20 89 2 111 1,856

締結件数 新規 12 56 – 68 832

更新 27 49 1 77 468

審査中件
数（年度
末）

新規 31 151 2 184 N/A

20 126 1 147 N/A

破棄件数 0 0 0 0 11

申請取下件数 3 6 0 9 189

平均審査期間（月）：

新規 更新 全体

米国内 34.9 25.4 28.4

二国間・多国間 41.8 36.2 39.2

全体 40.5 32.4 36.2

2012年から2013年にかけて、申請件数は126件から111件と微減しましたが、締結

件数は140件から145件へと微増し、年度末での審査中件数は391件から331件に減

少しています。

2013年中に締結された二国間APAは、53パーセントが日米間のものとなってお

り、2位のカナダ（19%）、3位の英国（8%）を大きく引き離しています。

2014年3月 
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下院司法委員会の市場公正化法に関す

る公聴会

3月12日、連邦議会下院司法委員会にお

いて、電子商取引に対する売上税課税

問題への代替解決策に関する公聴会が開

かれました。この公聴会は、昨年連邦議

会上院で可決された「2013年市場公正

化法」に基づく電子商取引業者への売

上税徴収義務の賦課に代わる対案につ

いて検証することを目的としたもので

す。2013年9月、同委員会のグッドラッ

テ委員長は、この問題を考える上で遵守

すべき原則として、①税負担の軽減、②

技術的中立、③代表なくして規制な

し、④簡素化、⑤税制の競争力確保、⑥

州政府の権利の擁護、⑦プライバシー保

護の7項目を挙げていました。

公聴会の冒頭、同委員長は、市場公正化

法の致命的欠点として、①同法が電子商

取引に対する新税を課すものと一般に捉

えられていること、②対応コストが嵩む

こと、③電子商取引業者が拠点を持たな

い複数の州で税務調査の対象となる恐れ

があることを指摘しました。

公聴会での証言者は、産業界、法曹界、

政策団体等の州・地方税の専門家であ

り、次の代替策を提案しました。

 • 売上・使用税簡素化協定（SSUTA）

に類似した電子商取引に関する多州間

協定を締結する。

 • 電子商取引業者が居住地州の税率と課

税標準に基づき徴収した売上税を当該

州に納付し、当該州の税務当局が顧客

の居住地州に売上に応じて税収を配分

する（ホームベース方式）。

 • 売上税が徴収されていない売上に関す

る報告書を連邦政府機関に提出するこ

とを電子商取引業者に義務づけ、当該

機関は各顧客ごとに情報を取りまと

め、顧客本人と顧客の居住地州政府に

通知する。

 • 売上税を徴収しない業者の州内での事

業活動を禁止する。

 • 顧客ではなく電子商取引業者の居住地

州で売上税を課税し、当該州政府の財

源とする。

連邦最高裁判所：解雇一時金は社会保障

税の対象

3月25日、連邦最高裁判所は、強制解雇

に伴う解雇一時金は社会保障（FICA）

税を含む特定の雇用税の課税対象とな

る賃金であるとの判決を8対0の判事

全員一致で下しました（United States 
v. Quality Stores, Inc., 12-1408 (S. Ct. 
March 25, 2014)）。

この判決によれば、納税者の主張に基づ

く社会保障税の還付を認めた第6巡回区

控訴裁判所の判決は、社会保障税法では

なく所得税法の源泉徴収に関する規定 

(内国歳入法第3402条(o)）に基づく 

「賃金」の定義に依拠しており誤りであ

ると結論づけています。また、この判決

では、IRSが内国歳入庁通達（Rev. Rul. 
90-72）において、州失業保険の受給と

互換性がある解雇一時金については、社

会保障税のみならず、所得税の源泉徴収

の対象外と認めていることが指摘されて

います。

ニューヨーク州：法人税および銀行税改

革法案が成立

3月31日、行政予算に基づく税制改革案

を実現し、総額20億ドル規模の減税効

果を伴う法案がクオモ州知事の署名によ

り成立しました。法人税関連では、銀行

事業税が撤廃され、一般法人事業税につ

いても大幅に改正されます。改正後は、

銀行も一般法人事業税の対象となりま

す。法人税関連の改正は、原則として

2015年1月1日以降に開始する課税年度

に適用されます。ただし、ニューヨーク

市議会で独自の法案が成立しない限り、

ニューヨーク市の法人税法と銀行税法は

現行通りとなります。

主な法人関連の改正点は、次の通りで

す。

 • ニューヨーク州内で100万ドル以上の

売上がある法人は、ニューヨーク州内

での活動により売上を稼得しているも

のと見なされ、法人税の申告義務を負

う。

 • 子会社資本税を撤廃する。

 • 法人税は、現行では、包括的純利益、

ミニマム課税所得、資本、最低法定額

の4つの課税標準に基づく税額のうち

最も高い額をもって課税されている

が、このうちミニマム課税所得につい

ては撤廃する。また、課税標準のう

ち、「包括的純利益」を「事業所得」

に変更する。事業所得は、包括的純利

益から、投資純利益と「その他の非課

税所得」を差し引いた額となる。

 • 2016年1月1日以降に開始する課税年

度の事業所得に対する税率は6.5%と

する。

 • 資本に対する税率は段階的に引き下

げ、2021年1月1日以降に開始する課

税年度においてはゼロとする。

 • 最低法定額に基づく税額の上限を5千
ドルから20万ドルに引き上げる。

 • 米国外で設立された法人の包括的純利

益は、米国実質関連所得に限定する 

(全世界課税制度の撤廃）。

 • 繰越欠損金は、州間配賦後の損失に基

づき計算し、3年の繰り戻しと20年の

繰り越しを認める。

 • 売上比率のみに基づく州間配賦比率の

計算における売上の源泉地の決定方法

を変更する。

 • ユニタリー・ビジネスを営み、50%
超の直接もしくは間接的資本関係を有

する関連会社に原則として合算申告を

義務づける。ただし、ユニタリー・ビ

ジネスを行っていない場合でも、合算

申告を選択することができる。

 • メトロポリタン地区交通網整備目的追

加税を恒久化する。
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連邦議会下院政策委員長が税制改革案

を発表

2月26日、連邦議会下院政策委員会のキ

ャンプ委員長（共和党・ミシガン州選

出）が包括的税制改革の提案書を発表

しました。この979ページに上る提案

書は、1986年の抜本的税制改革と同様

に、内国歳入法の条項の多くを書き換え

るものです。

事業者関連の主な提案は、次の通りで

す。

 • 5年間で法人税の最高法定税率を25%
に引き下げ、現行の15%の税率区分

を撤廃する。

 • 法人税の代替ミニマム税を撤廃し、未

消化の繰越代替ミニマム税額控除は7
年間で還付する。

 • 税率引き下げの財源確保のために、課

税ベースの拡大を図る（加速度償却制

度の撤廃もしくは見直し、現在損金算

入が認められている研究開発費および

広告費の償却の義務づけ、繰越欠損金

の年間控除額の上限の設定、在庫に関

する後入先出法および低価法の撤廃、

国内生産活動特別控除制度の段階的廃

止等）。

 • 試験研究費税額控除制度を恒久化し、

代替簡素化税額控除法への一本化と特

定の適格費用カテゴリー（コンピュー

ター・ソフトの開発等）の廃止により

制度を簡素化する。

 • 金融システムに重要な金融機関の5千
億ドルを超える資産に14ベーシスポ

イントの物品税を賦課する。

国際関連の主な提案は、次の通りです。

 • 資本参加免税制度に移行し、米国法人

の能動的外国所得の95%について受

取配当控除を認める。

 • 無形資産から生じる所得が無形資産の

簿価の10%を超える場合、その60%
に課税する制度を段階的に導入する。

 • 全世界ベースでの負債対資本比率を上

回る負債を米国で計上している場合

等、米国の税源侵食を防止する対策を

導入する。

 • 米国法人の海外子会社が溜め込んだ所

得のうち、米国で課税されていないも

のについては、現金および現金等価物

に投資されている場合は8.75%、それ

以外の資産に投資されている場合は

3.5%で課税する（8年間で分納）。

個人関連の主な提案は、次の通りです。

 • 現行の7段階の税率区分を10%、25%
、 35%の 3段階とし、最高税率を

39.6%から35%に引き下げる。35%
の税率は、独身者の場合で40万ド

ル、夫婦合算申告の場合は45万ドル

超の所得に適用。

 • キャピタル・ゲインおよび配当所得は

通常所得と同じ税率で課税するが、所

得の40%を非課税とすることで実効

税率を引き下げる。

 • 個人の代替ミニマム税を撤廃する。

 • 標準控除額を引き上げる。

 • 以上の減税の財源として、各種優遇税

制の見直しもしくは廃止、人的控除の

撤廃、住宅ローン利息控除の元本上限

額の100万ドルから50万ドルへの引き

下げ、州・地方税控除の撤廃、慈善寄

付金を除く項目別控除および標準控除

の税効果を25%に限定、所得から除

外されている優遇項目（特定の雇用者

負担の厚生福利給付、外国勤労所得、

非課税利息、非課税の社会保障年金

等）への10%の課税を行う。

現行の条文へのその他の変更は多岐にわ

たっており、不一致や重複を解消すると

ともに、優遇税制の適用対象を縮小する

ことを意図しています。例えば、現在

15種類ある高等教育補助制度は、5種類

（米国機会税額控除、職業関連教育費控

除、奨学金等の免税、授業料に関する贈

与税の免除、非課税の学費積立プラン）

に集約することが提案されています。

保険業、不動産業、非課税金融取引、役

員報酬、パートナーシップ等のパススル

ー事業体に関する税制の大幅な変更も提

案されています。

また、提案に含まれている条項の内容を

解説する一連の文書が両院租税委員会に

より発表されています。

2014年2月 
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IRSが移転価格関連税務調査の「行程

表」を発表

2月16日、 IRSの大規模事業者・国際

（LB&I）部門は、移転価格関連の税務

調査の「行程表（ロードマップ）」を発

表しました。

この行程表は、移転価格税制施行部門

（TPO）により、税務調査官に移転価格

関連税務調査のテクニックやツールを提

供し、調査の計画や実施を支援する目的

で作成されたもので、基本となる24ヶ
月の税務調査のスケジュールに沿ってア

ドバイスや関連資料へのリンク等が設け

られています。

有形資産の除却に係わる会計方針の変更

に関する手続細則

2月28日、IRSは、有形資産の除却に係

わる規則草案に基づく会計方針の変更に

関する手続細則（Rev. Proc. 2014-17）
を発表しました。この91ページに上る

手続細則の主な規定は次の通りです。

 • 現在保有している資産については、一

般資産勘定の適用に関する事後選択を

2013年まで認める。

 • それ以外の資産については、一般資産

勘定の適用に関する事後選択を禁止す

る。

 • 一定期間中、規則草案に基づく部分的

事後選択を会計方針の変更として取り

扱うことを認める。

 • 減価償却しているものの物理的に存在

しない「幽霊」資産ユニットについて

会計方針の変更を認める（ただし、資

産ユニットの部分的除却には適用しな

い）。

 • 一般資産勘定の選択の破棄を認める。

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
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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。
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