
EUと英国における税務情報
開示制度

１　EUにおける国別報告情報のウェブ
開示制度

⑴　改正の動向
４月12日，欧州委員会は，会計指令の改正案

を発表した。今回の改正案では，EU加盟国で
活動する一定の企業グループに対して，法人税
に関する特定の情報のウェブ上の開示を求める
こととされている。

現在，この改正案は欧州議会及び欧州理事会
に提出されており，欧州議会で審議された後，
欧州理事会で採択される予定である。採択され
た場合には，EU加盟国は，新指令の施行後１
年以内に，指令の内容を国内法に反映させる義

務を負うことになる。なお欧州理事会の決議は
全会一致の決議が原則であるが，会計指令は例
外的に，特定多数決方式（注）により採択される。

⑵　開示義務を負う者
改正案によって情報の開示義務を負うことに

なるのは，連結総収入金額が７億5,000万ユー
ロ超の多国籍企業グループである。かかる多国
籍企業グループの究極の親会社がEU域内に所
在する場合，又はかかる多国籍企業グループに
属するEU所在企業又は支店が「一定の規模」
を有する場合，情報の開示義務が生じる。

「一定の規模」とは，①連結純売上高800万
ユーロ，②貸借対照表の計上資産額400万ユー
ロ又は③年間の平均従業員数50名の３つの基準
のうち，いずれか２つを上回る場合を指すもの
である。支店であれば，①のみが基準となる。
このように，EU内に比較的小規模に進出した
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「EU，英国による大企業への税情報のウェブ上の
開示義務付け提案について」
山川博樹氏
「連結実効税率低減プランニングについて
～ケーススタディを利用した連結実効税率低減の
ためのブレインストーミング」
村田守弘氏

平成28年５月24日，大手町ファーストスクエアカンファレンスに
おいて，村田守弘氏（元KPMG税理士法人代表社員：公認会計士・
税理士）の司会のもと，第２期第２回CFO協会国際税務部会が開催
された。
今回は，まず山川博樹氏（デロイト トーマツ税理士法人　パート

ナー）より，国際税務の最新の話
題として，EU及び英国で導入が
予定されている税情報のウェブ上
の開示制度について報告がなされ
た。

TMI総合法律事務所弁護士・�
�ニューヨーク州弁護士

文責：吉岡博之
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多国籍企業でも，改正案のもとでは情報の開示
義務の対象となる。

⑶　開示内容
改正案で開示が要求されている事項は，事業

活動の性質の概要，従業員数，総収入金額（関
連会社への売上高も含む），税引前利益，納付
税額，発生税額及び利益剰余金の７項目である。

これらの項目は，各EU加盟国ごとに開示す
る必要がある。また，今後EUが指定するタッ
クスヘイブンに相当する国についても，国ごと
に開示する必要がある。それら以外の国につい
ては，合算した数値を開示するだけでよい。

このように，開示項目が７項目に限定された
のは，EU市民が，多国籍企業グループによる
EU外への所得の移転の有無を評価するために
は，それらの項目の開示があれば十分と判断さ
れたためである。また，EU加盟国及びタック
スヘイブン以外の国について国別の開示を求め
なかったのは，企業の重要な投資戦略の漏えい
を防ぐためとされている。

⑷　制度の目的
新たな開示制度の目的は，多国籍企業の税務

戦略をEU市民の視線で精査することを可能に
する点にある。政府間の情報交換の目的は課税
調査の選定にあり，無論この開示制度の目的と
は異なる。

EUは唐突にこの開示制度を定めたわけでは
なく，BEPSプロジェクトにおいても税務情報
の透明化について議論をリードしてきており，
その流れの中で策定されたものである。また，
本開示制度は企業，NGO，そしてシンクタン
クなど，様々な関係者とのコンサルテーション
を踏まえた上で作り上げられてきた。

⑸　制度の評価
BEPSプロジェクトではCbCRが導入された

が，一部の多国籍企業の行き過ぎた租税回避行

動の背景に，税務当局にとっての経済活動規模，
利益，納税額などの情報欠如があったとの見立
によるものであり，その目的は税務当局による
調査選定にある。EUの新たな開示制度は，各
国の国民への税務情報の提供を可能にするもの
であり，CbCRの制度趣旨にはなかったものと
いうことができる。

しかしながら，市民目線でどこまで企業の税
務情報の詳細を正確に理解できるのかという疑
問がある。

また，市民が開示情報をもとに，企業に問題
があると考えた場合に，企業側が説明や反論を
どのように行うのかという問題もある。

さらに，事業別や地域別に利益を見た場合，
平均よりも高い利益率を上げている可能性もあ
り，取引先はそれを見て価格の引下げを要求し
てきたり，また，他企業が新規参入する動機を
与えることにもなる。

このように，本制度には様々な短所が存在す
るが，実施された場合逃げ道はないようにみえ
る。企業としてなしうることの１つとしては，
例えば，OECDのルールに則した移転価格ポリ
シーを策定して，これを履践していることをむ
しろ積極的に開示することが考えられる。また，
規模が大きい関連者間取引については，二国間
の事前確認を積極的に取得して，それを開示す
ることも考えられる。

２　英国における税務戦略のウェブ開
示制度

英国でも，新たな税務戦略のウェブ上の開示
制度の導入が検討されている。現在，この法案
は議会承認と女王裁可を得るのみという段階で
あり，実現可能性は高い状況にある。

⑴　制度の概要
新たな開示制度の適用対象となるのは，

Senior Accounting Officer（SAO）の制度が適
用されている企業であり，具体的には，英国に
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おいてグループ売上高が２億ポンド超又は英国
内のグループ総資産額が20億ポンド超のすべて
の企業である。また，この基準を満たさなくて
も，全世界の総収入額が７億5,000万ユーロを
超え，国別報告書の提出が義務付けられる場合
には，適用対象となる。

開示が義務付けられる事項は，英国税務に関
する税のリスクマネジメント，ガバナンス体制，
プランニングのスタンス及びリスクの範囲，並
びに英国税務当局への対応方針といった点であ
り，ウェブ上で公開することを義務付けられて
いる。

制度の実施時期であるが，制度の発効日以後
に開始する会計年度の末日までに公表が求めら
れる予定である。

⑵　対応方法
日本企業はそもそも英国での税務のポリシー

を有していないことも多いし，何らかのポリシ
ーがあっても，外部への公表に適さない場合も
多い。したがって，まずは適切なポリシーを定
める必要があるが，英国の税務ポリシーとはい
え，他国の税務戦略にも影響するし，公表され
るものであるので，日本親会社と緊密に連携を
とった上で策定する必要があろう。

英国税務当局は，特にSAO制度適用企業に
対して外部に公表された税務戦略が実体を伴う
か否かを検証していく可能性が高い。したがっ
て，単に形式的に税務戦略を策定するだけでな
く，それに実を伴わせることが重要である。

３　議　論

以上の報告を踏まえ，パネリストの間で議論
がなされた。

加本亘氏（ホーガン・ロヴェルズ法律事務所
パートナー：弁護士・ニューヨーク州弁護士）
からは，英国の新たな開示制度で公開が要求さ
れているのは，英国の税務戦略のみであり，日
本企業にとってあまり負担にはならないのでは

ないかという質問がなされた。この点，山川氏
によれば，今後，英国で実施された場合EU国
でも同様の開示が要求される可能性があるし，
CbCRと同様にグローバルな統一的税務戦略が
なければ，適切な対応ができないと思われ，決
して負担の軽い話ではないということである。

また，村田氏から，英国では基本的に当局が
税務調査を行うことはなく，納税者による自主
的な税務コンプライアンスが重要視されている
点に留意すべきであるという指摘がなされた。

インドにおけるPE認定

続いて，岩品信明氏（TMI総合法律事務所
パートナー：弁護士・税理士）より，前回の国
際税務部会で質問があったインドでのPE課税
の問題について補足がなされた。

１　インドのPEの特徴

前提として，インドのPEには３つの特徴が
ある。１つは，建設PEが認定されるための期
間である。OECDモデル租税条約のもとでは12
か月間存続することが建設PEとなるための要
件とされているが，日印租税条約では６か月と
なっている。

２つ目は，実際に建設工事を行った者だけで
なく，建設の監督活動を行った者についても建
設PEが認められるという点である。

３つ目は，OECDモデル租税条約においては，
代理人PEとなるのは，契約締結権限を有する
者に限られ，在庫保有代理人や注文取得代理人
は代理人PEから除かれているが，インドにお
いてはこれらも代理人PEに含まれる。

２　インドのPE認定の実務上の問題点

インドのPE認定の実務上の問題点を類型的
にまとめると，⑴駐在員事務所のPE認定，⑵
代理人PE，⑶契約の分割によるPE認定の回避
の３つに分類できる。

Ⅱ
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⑴　駐在員事務所のPE認定
周知のとおり，駐在員事務所は本来市場調査

や広告宣伝しかできない。しかしながら，実際
は事業活動まで行っているという指摘をインド
当局から受け，PE認定を受けることがある。

⑵　代理人PE
代理人PEの問題は実務上かなり大きな問題

である。インド国外の親会社がインドの子会社
に一定程度関与している場合，インドの子会社
が国外の親会社の代理人PEと認定される事例
がある。

例えば，国外の親会社がインドの子会社の費
用を一部立替払いした場合や，インドの子会社
から国外の親会社に頻繁に報告がされている場
合，そして，国外の親会社がインドの子会社に
一定程度の指示を行ったなどの場合にPE認定
された例がある。

⑶　契約の分割によるPE認定の回避
前述のとおり，インドでは６か月という短期

間で建設PEが認定されるが，建設工事を行う
際，契約を分割することでPE認定を避けよう
とする場合がある。

例えばインドでプラントを作る際に，トータ
ルで１年かかってしまうとする。この場合，日
本の会社のみが１年間建設作業を行うと日本企

業がPEを有しているという認定がなされるた
め，日本の会社とその支配下のグループ企業２
社とで４か月ずつ建設作業を行うことが考えら
れる。しかしながら，その場合でも，インド当
局は，実質的には日本の会社が１年間建設作業
を行っているものとして，PE認定してくる可
能性がある。

連結実効税率の改善

最後に，連結実効税率の改善をテーマにして，
実際の企業の財務諸表をもとに，グループディ
スカッションが行われた。

１　連結実効税率改善のための基礎知識

まず，ディスカッションの前提として，村田
氏から，連結実効税率の改善のプランニングの
ための基礎知識の説明がなされた。

⑴　海外事業の採算性
日本企業は，海外に進出する際，海外事業は

赤字でも，日本事業が黒字で連結損益計算書上
黒字になっていれば問題がないと考えているケ
ースが多い。

このように海外事業が不採算である場合，連
結実効税率に悪影響を及ぼすことがある。すな
わち，連結損益計算書上では，海外子会社の赤

Ⅲ

親会社 海外子会社 相殺仕訳 連結決算
売上 500,000 500,000 1,000,000
海外子会社売上 500,000 0 △500,000
売上原価 △700,000 0 △700,000
親会社仕入 0 △500,000 500,000
売上総利益 300,000 0 300,000
販売費及び一般管理費 △50,000 △25,000 △75,000
税引き前利益 250,000 △25,000 225,000
税金 △87,500 0 △87,500
税率（％） 35％ 赤字 39％
当期純利益 162,500 △25,000 137,500

【資料１】海外事業の採算性―海外事業が赤字の場合
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字と日本親会社の黒字とは相殺される。例えば，
親会社の黒字が25万，子会社の赤字が２万
5,000とすると，連結会計上の利益は22万5,000
である（148頁資料１参照）。

しかしながら，税金は国ごとに課税されるた
め，親会社の利益である25万に対して日本で課
税がなされる。親会社の実効税率を35％とする
と，日本での課税額は８万7,500ということに
なる。海外子会社は赤字であるので，税金はゼ
ロである。とすれば，連結会計上の税引前利益
の22万5,000に対して，税額は８万7,500となり，
連結実効税率は39％となってしまう。

他方，海外では日本より実効税率が低い場合
が多いので，海外事業が好調である場合，むし
ろ連結実効税率は改善する。例えば，日本親会
社の黒字が10万，海外子会社の黒字が12万
5,000とし，海外子会社の実効税率を20％とす
ると，日本と海外での税額の合計は６万となる。
したがって，連結実効税率は27％となり，日本
の法定実効税率より随分と低くなる（資料２参
照）。

以上のとおり，海外事業の継続的な赤字を容
認することは連結実効税率の悪化につながって
しまう。逆に，海外子会社で赤字を出さずに利
益を上げることで，連結実効税率は低下し，
ROEの向上につながる。したがって，細かな
タックス・プランニングを実行する前に，海外

事業の収益力を向上させることで連結実効税率
を改善させられる可能性がある。

⑵　税効果会計
有価証券報告書では，繰延税金資産について，

発生原因別に内訳が記載されている（次頁資料
３参照）。さらに，法定実効税率と税効果会計
適用後の法人税等の負担率に重要な差異がある
場合，当該差異の原因となった主要な項目別の
内訳が表示されている（資料３）。

交際費や寄附金は税務上永久に損金算入がで
きない永久差異に該当するため，繰延税金資産
は計上されず，法人税等調整額による調整もな
されないので，法定実効税率と税効果会計適用
後の法人税等の負担率に常に差異を生じさせる。

他方，一時差異について繰延税金資産が適切
に計上されると，連結実効税率（税効果会計適
用後の法人税等の負担率）が法定実効税率に近
づいていくことになるので，繰延税金資産を適
切に計上していくことは，連結実効税率を悪化
させないという意味で，重要である。

⑶　外国子会社配当益金不算入制度
外国子会社配当益金不算入制度も重要である。

これは，周知のとおり，一定の外国会社から受
けた配当の95％を益金に算入しないという制度
である。したがって，海外子会社に生じた利益は，

親会社 海外子会社 相殺仕訳 連結決算
売上 500,000 500,000 1,000,000
海外子会社売上 350,000 0 △350,000
売上原価 △700,000 0 △700,000
親会社仕入 0 △350,000 350,000
売上総利益 150,000 150,000 300,000
販売費及び一般管理費 △50,000 △25,000 △75,000
税引き前利益 100,000 125,000 225,000
税金 △35,000 △25,000 △60,000
税率（％） 35％ 20％ 27％
当期純利益 65,000 100,000 165,000

【資料２】海外事業の採算性―海外事業が黒字の場合
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（出典）村田守弘『公認会計士USCPAのための租税法』（千倉書房，2011年）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳の注記例

X0年３月31日現在 X1年３月31日現在
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 2,800 2,000
退職給付引当金 1,200 1,300
貸倒引当金 600 800
未払事業税 600 650
連結会社間内部利益消去 500 600
賞与引当金 140 150
その他有価証券評価差額金 260 350
繰延税金資産小計 6,100 5,850
評価性引当金 △2,800 △2,000
繰延税金資産合計 3,300 3,850
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △800 △1,000
子会社の留保利益金 △50 0
固定資産圧縮積立金 △50 △350
繰延税金負債合計 900 △1,350
繰延税金資産（負債）の純額 2,400 2,500

X0年３月31日及びX1年３月31日現在の繰延税金資産の純額は，連結貸借対照表の以下の項目に
含まれている。

X0年３月31日現在 X1年３月31日現在
流動資産—繰延税金資産 1,840 2,200
固定資産—繰延税金資産 610 350
流動負債—繰延税金負債 △50 —
固定負債—繰延税金負債 — △50

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの，当該
差異の原因となった主要な項目別の内訳の注記例

X0年３月31日現在 X1年３月31日現在
法定実効税率 46.0％ 41.0％
（調整）
欠損金子会社の未認識税務利益 2.5 5.0
損金不算入の営業権償却額 1.5 1.0
税務上の繰越欠損金の利用 — △5.0
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 0.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.2 △1.0
税率変更による期末繰越税金資産の減額修正 0.5 —
その他 0.7 1.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.5％ 43.5％

（注）税率はX0年１月１日の公布により，X0年４月１日以後開始する事業年度から41％を適用
する。

【資料３】税効果会計の項目別分析と連結実効税率悪化の要因分析
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海外で課税を受けた後，ほぼ課税を受けること
なく日本親会社に配当として還流できることとな
る。

もっとも，厳密に言うと，外国子会社配当益
金不算入制度のもとでは，配当金額の５％は益
金に算入されることになるし，また，配当がな
される場合に源泉徴収税が課される場合がある。
したがって，その分繰延税金負債が計上されて，
連結実効税率を押し上げるということになる。

⑷　その他
その他にも，取引を適格とすることで課税を

繰り延べたり，租税条約の適用を受けて税額を
減らすなどの工夫をすることで，連結実効税率
を軽減することができる。

２　ディスカッション

以上の説明を踏まえて，具体的な事例につい
て，参加者によるグループ・ディスカッション

が行われた。事例はトヨタ自動車株式会社の
2015年３月期の有価証券報告書とキリンホール
ディングス株式会社の2015年12月期の有価証券
報告書を題材としており，連結実効税率が約30
％というトヨタ（資料４参照）の税務部長がキ
リンのCFOに就任したという設定のもと，連
結実効税率が約263％（資料５参照）というキ
リンの連結実効税率を改善するために，⑴キリ
ンのCFOのKPI（重要業績評価指標）はどのよ
うにすべきか，⑵KPIを向上させるためにはど
のようなアクションをとるべきかについて議論
がなされた。
⑴　KPIについて

KPIについては，連結実効税率をKPIに含め
るか，また，含めるとして数値目標をどうすべ
きかが議論となった。

この点，参加者の間では連結実効税率をKPI
に含めるべきという意見が多かったが，以下の
ような点を理由として，連結実効税率はKPIに

トヨタは，所得に対して種々の税金を課せられていますが，これらを総合すると，日本国内にお
ける法定税率は，2014年３月31日および2015年３月31日に終了した各１年間において，それ
ぞれ約37.6％および約35.2％です。翌連結会計年度以降に解消することが予想される一時差異に
係る税務効果の計算においては将来の法定税率が使用されています。法定税率と実効税率との差は，
次のとおり分析されます。

３月31日に終了した１年間
2014年 2015年

法定税率 37.5％ 35.2％
税率増加・減少（△）要因：
損金に算入されない費用項目 2.2 1.5
海外子会社の未分配利益に係る繰延税金負債 1.5 1.0
持分法適用関連会社の未分配利益に係る繰延税
金負債 3.0 2.5

評価性引当金 △4.3 △0.5
控除税額 △6.5 △5.3
海外子会社との法定税率の差 △3.2 △2.4
未認識税務ベネフィット調整 0.0 3.2
税率変更による期末繰延税金資産・負債の減額
修正 0.9 △1.9

その他 0.3 △2.4
実効税率 31.5％ 30.9％

2015年３月31日に終了した１年間における「未認識税務ベネフィット調整」には，海外にお
ける2012年以前の税務ポジションの解決による影響が含まれています。

【資料４】2015年３月期のトヨタ自動車株式会社有価証券報告書より
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含める必要はないという意見も聞かれた。

・連結実効税率は数字の変動が大きいことなど
から，目標値を設定することが難しい。
・結局，税引後利益をKPIに含めるのであれば，
税引後利益に至るまでの過程に過ぎない連結
実効税率はKPIに含める必要がない。
・連結実効税率は，地域別の損益配分に大きな
影響を受けることになるが，各地域の売上は
CFOがコントロールできない部分がある。
・あまり低い連結実効税率をKPIとしてしまうと，
当局等から問題視される可能性もあるし，
CFOが違法な脱税取引を図るリスクも生じる。

なお，最後の理由に対しては，CFOのKPIは
公開されるものでもないし，税務調査で開示す
るものでもないという反論があった。

そして，連結実効税率をKPIに含める場合の
具体的な数値目標であるが，各国の実効税率の
加重平均を最低限の目標数値とした上で，設定
すべきという意見が多かった。そのように最低

限の目標数値を設定した上で，競合他社の連結
実効税率を目標とすべきという声が聴かれた。

⑵　アクションについて
続いて，設定したKPIを向上させるための具

体的なアクションであるが，連結実効税率を
KPIに含めるという立場からは以下のようなア
クションが考えられる。

まずは，利益を可能な限り海外に移転してい
くという方法である。村田氏の説明にもあった
とおり，海外で利益を上げることが連結実効税
率の向上につながることを考慮すると，利益を
海外子会社に移転することにより連結実効税率
は改善される可能性がある。移転価格税制によ
る限界はあるが，その範囲で利益を海外にシフ
トすることが考えられる。海外子会社に利益を
移転すべきという見解からさらに一歩進んで，
軽課税国を活用すべきという意見も聞かれた。

また，本件では，のれんの減損が生じたのは
子会社株式の価値の低下によるものと考えられ
ることから，子会社株式を譲渡等することによ

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの，当該
差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度
（平成26年12月31日）

当連結会計年度
（平成27年12月31日）

法定実効税率 38.0％ 35.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 11.1 18.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項
目 △2.6 △3.4

無形固定資産償却比 26.3 53.9
のれんの減損損失 — 138.5
持分法による投資損益 △1.2 △33.5
評価性引当額 △4.9 118.0
在外子会社税制優遇 △10.6 △30.4
連結子会社との税率差異 △4.4 12.6
税率変更による期末繰延税金資産の減額修
正 2.1 16.4

税額控除 △5.9 △36.2
連結固有の仕訳による影響 △5.5 △34.6
その他 0.0 △2.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.4 263.5

【資料５】2015年12月期のキリンホールディングス株式会社有価証券報告書より
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り，含み損を税務上実現させるべきという意見
もあった。そして，本件では海外子会社に繰越
欠損金が生じていると予測されるため，Ｍ&Ａ
によって，繰越欠損金を活用すべきという声も
多かった。

私　見

BEPSプロジェクトにおいて，移転価格の文
書化の制度が強化されたため，今後は日本企業
も統一的な移転価格ポリシーを策定した上で，
対応することが必要になる。本日の山川氏の報
告にあるとおり，EUや英国で税務情報の開示
制度が導入されると，多くの市民の批判に耐え
うるような，より説得的で整合性のある移転価
格ポリシーの制定が必要となる。

世界的には，このように，移転価格の文書化
を始めとして，欧米企業のように税務部門に多
数の人員がいることを前提とした制度が導入さ
れており，日本企業も外部アドバイザーを一時
的に利用するだけではなく，税務部門自体を拡
大・強化することも検討する必要がある。税務
部門が脆弱な場合，アグレッシブなタックス・
プランニングを行っていなくても，コンプライ
アンスリスクが高まってしまう。

＊　　　＊　　　＊
また，今回は連結実効税率の向上についてデ

ィスカッションがなされたが，題材とされたキ
リンホールディングスにおいて，実効税率の上
昇を招いている要因は，永久差異ではなくて，
のれんの減損といった一時差異である。一時差
異にもかかわらず繰延税金資産が計上されない
のは，企業の収益力が十分ではなく，繰延税金
資産の回収可能性に問題があるからであり，企
業の収益力を高めることで，連結実効税率は改
善することとなる。

村田氏の指摘するように，海外事業で利益が
上がれば連結実効税率は向上する可能性が高い。
このように，タックス・プランニングに消極的

な日本企業であっても，事業の収益性，特に海
外子会社の収益性を向上させることで連結実効
税率を改善できる可能性がある。

＊　　　＊　　　＊
なお，キリンホールディングスは，平成23年

に買収したブラジル子会社で想定した収益が上
がらないために減損損失を計上することになっ
たようであるが，日本企業が海外Ｍ&Ａで失敗
する例は少なくない。

国内市場の縮小とともに，日本企業による海
外進出はさらに盛んになると予測され，Ｍ&Ａ
は海外で事業を立ち上げる時間を節約するとい
う意味で，有用な手段ではある。筆者も，日本
企業による海外Ｍ&Ａをサポートする機会もし
ばしばある。しかしながら，Ｍ&Ａでは，他社
とのビッドで入札価格が跳ね上がるなど，高値
づかみのリスクも大きい。特に海外Ｍ&Ａでは，
対象会社やその所在国の事情が十分に理解でき
ていなかったり，成長が見込まれる海外市場に
進出しなければいけないというプレッシャーも
あって，そのリスクがより大きい。

また，買収後も文化等が違うためにPMI（Post 
Merger Integration）がうまく進まない場合も
ある。買収価格はPMIに成功して多くのシナジ
ーが生まれることを前提として算定されている
ことも多いが，PMIに失敗すれば，やはり高値
づかみだったということになりかねない。

日本企業としては，対象会社に対する十分な
デューディリジェンスを行った上，買収価額の
適正性の検証を慎重に行う必要があるし，買収
後も，予定した収益が上がるよう，適切な管理
を行う必要がある。多くの企業にとってはＭ&
Ａは日常的に行われるものではないので，経験
豊富な外部アドバイザーの有効的な活用が重要
であろう。

（注）　加盟国数の55％以上の国の賛成があること
かつ賛成国の人口がEUの全人口の65％以上であ
ることをもって，決議が成立する方式。

Ⅳ
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