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クライアントの皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本資料「 （ 年春号 ） 」は、

ウェルス＆アセットマネジメント業界に関する制度

動向を中心に、関連トピックスやコラム、その他クライ

アントの皆様の御関心のありそうな内容を盛り込んで

おります。

「 」を日々の業務に、また最新のビジ

ネス動向の把握に御役立ていただけますと幸いです。

年 月
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「 年 スチュワードシップ活動報告」を公表



制度動向トピック

金融庁：「金融行政と 」の更新を公表

金融庁は 年 月 日、「金融行政と 」について
現在の取り組み状況を反映し、更新した資料を公表した。

日本政府として推進している持続可能な開発目標（ ）は、

企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の
厚生の増大を目指すという金融行政の目標にも合致するもの
であり、金融庁もその推進に積極的に取り組んでいる。

は、本来的には企業・投資家・金融機関といった各経済

主体が自主的に取り組むべきものであるが、何らかの要因で
そうした動きが妨げられ外部不経済が発生している場合には、
経済全体としての最適な均衡の実現に向け、当局として促す
ことも必要である。

ただし、その場合でも、 推進のために各経済主体や

金融市場における経済合理性が歪められることは適切では
なく、金融庁としては、 や 金融の動きが、中長期的な

投融資リターンや企業価値の向上につながる形で実現される
よう、各経済主体の自主的な対応を引き出すことを基本的な
方向性とする。

金融規制（日本）

金融庁：「 の恒久的な公表停止に備えた対応に
ついて」を更新

金融庁は「 の恒久的な公表停止に備えた対応につい
て」を更新し、 年 月 日に「 公表停止に金融
機関はどう対応すべきか」を、また、 年 月 日に
「 利用状況調査結果の概要及び求められる今後の
主な対応」を公表した。

「 公表停止に金融機関はどう対応すべきか」では、
金融機関が認識すべき基本的事項や金融機関が対応
すべき事項、金融庁の取り組みについて紹介されている。

「 利用状況調査結果の概要及び求められる今後の
主な対応」では、 からの移行には包括的な対応が求め
られることから、経営陣の主体的かつ積極的な関与の下、
顧客対応やシステム対応などについて、具体的な準備を
進める必要があるとされている。

金融庁：金融審議会「市場構造専門グループ」（第 回）
議事録及び（第 回）議事録を公表

金融庁は 年 月 日、金融審議会「市場構造専門
グループ」（第 回）及び（第 回）議事録を公表した。

本グループは、今後の市場構造の在り方について、学識

経験者、経済団体、アナリストなど関係各界の有識者からの
提言を得ることを目的として設置されたものである。

第 回会議及び第 回会議では、これまでの議論を踏まえ、
市場区分やインデックス（ ）といった論点についての
報告書案が提示され、当該報告書案についての議論がなさ
れた。

金融庁：金融審議会「市場ワーキング・グループ」
（第 回）議事録、（第 回）議事録及び（第 回）
議事次第を公表

金融庁は 年 月 日に金融審議会「市場ワーキング・
グループ」（第 回）議事録を、 年 月 日に（第 回）
議事録を、 年 月 日に（第 回）議事次第を公表
した。

第 回会議では、前回会議での委員から質問等に対する
回答の説明、顧客本位の業務運営に関する日本と欧米の
対応について議論がなされている。

また、第 回会議では、顧客本位の業務運営を促進する

環境を整備するという観点から、高齢者など認知・判断能力の
低下した顧客への対応について議論がなされている。

さらに、第 回会議では、主に顧客本位のアドバイスと情報
提供のあり方について議論がなされた。
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金融庁：『「主要行等向けの総合的な監督指針」等の
一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等に
ついて』を公表

金融庁は 年 月 日、『「主要行等向けの総合的な監督

指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等
について』を公表した。

本改正は、近年の情報通信技術等の飛躍的な発展や、
年 月の銀行法等改正を踏まえ、個人データの第三者

提供における本人からの同意取得に関する着眼点を規定
したものである。

金融庁：『「顧客本位の業務運営」の取組成果の公表
状況について（令和元年 月末時点）』及び『「顧客
本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・
自主的な ・共通 を公表した金融事業者のリスト
（令和元年 月末時点）』を公表

金融庁は 年 月 日、『「顧客本位の業務運営」の取組
成果の公表状況について（令和元年 月末時点）』及び

『「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・
自主的な ・共通 を公表した金融事業者のリスト（令和
元年 月末時点）』を公表した。

これらの報告書において、「原則」の採択、 の公表状況と
して、 年 月末までに「顧客本位の業務運営に関する
原則」を採択し、取組方針を公表した金融事業者は 社
（ 年 月末比 社増加）であることを公表した。

業態的には、保険会社等及び金商業者等へ、同一業態内
でも、大手事業者から中小規模事業者へと広がりを見せて
いる。うち 社（同 社増加）が「自主的な 」を、

社（同 社増加）が「投資信託の販売会社における
比較可能な共通 」を公表している。

金融規制（日本）

金融庁 ：監査監督機関国際フォーラムによる
「 年検査指摘事項報告書」を公表

金融庁は 年 月 日、監査監督機関国際フォーラムに
よる「 年検査指摘事項報告書」を公表した。

監査監督機関国際フォーラム（ ）は、 大グローバル

監査法人ネットワークに加盟している監査法人に対して、
メンバー当局が個別に行った検査に基づく 回目の

年次検査指摘事項調査の結果に係る報告書を公表した。
は、法人全体の品質管理態勢に対する検査、及び

個別監査業務に対する検査の 種類の活動に係る情報を収
集している。

年調査への メンバー当局の報告によると、検査を
行った個別監査業務のうち、 つ以上の指摘があったものは
％、 年調査では ％、指摘率を初めて計測した
年調査では ％であった。 は、この減少の

トレンドに勇気づけられている一方、現在も指摘率が引き

続き高いことから、監査業務の改善のための取組を継続する
よう求めるとしている。

金融庁：『「金融サービスの利用者の利便の向上及び

保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等
の一部を改正する法律案」に係る規制影響分析（ ）
について』を公表

金融庁は 年 月 日、『「金融サービスの利用者の
利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に
関する法律等の一部を改正する法律案」に係る規制影響
分析（ ）について』を公表した。

規制の政策評価（ ： ）とは、

規制の導入や修正に際し、実施にあたって想定される費用や
効果といった影響を客観的に分析し公表することにより、
規制の客観性と透明性の向上を目指す手法であり、また、
競争評価は規制の新設又は改廃によって発生する効果や

負担のうち、競争状況に与える影響を予測・評価するもので
ある。

今回は、金融サービス仲介業に係る制度整備、決済に
関する規制の見直しに関する評価書及びチェックリストが
公表されている。
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金融庁：「金融商品取引業等に関する内閣府令及び

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部
を改正する内閣府令（案）」を公表

金融庁は 年 月 日、「金融商品取引業等に関する
内閣府令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行
規則の一部を改正する内閣府令（案）」を公表した。

本改正案は、 年 月に証券監督者国際機構（ ）
が公表した、オープンエンド型集団投資スキームの流動性

リスク管理改善のための提言を受け、投資運用業者における、
オープンエンド型公募投資信託の流動性リスク管理について
の行為規制を整備するものである。

なお、流動性リスク管理体制に関する具体的な内容について
は、自主規制機関である一般社団法人投資信託協会に
おいても、 の提言を踏まえた流動性リスク管理の
あり方を検討の上、投資信託等の運用に関する規則の
改正を予定しており、同協会において、同規則改正案の
パブリックコメントが行われている。

金融庁：「監査基準の改訂について（公開草案）」及び
「中間監査基準の改訂について（公開草案）」を公表

金融庁は 年 月 日、「監査基準の改訂について
（公開草案）」及び「中間監査基準の改訂について（公開
草案）」を公表した。

また、金融庁は同日付けで、本稿の公開草案公表に関する
議事要旨として、「企業会計審議会第 回監査部会 議事
要旨・資料」を公表している。

本改訂は、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該

財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容（その他
の記載内容）について、監査報告書における位置付けや
監査人の手続を明確にするとともに、リスク・アプローチの
強化を図ることを目的としている。

金融庁：『「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算
に関する法律施行規則の一部を改正する命令」（案）等
に関するパブリックコメントの結果等』を公表

金融庁は 年 月 日、『「金融機関等が行う特定金融
取引の一括清算に関する法律施行規則の一部を改正する
命令」（案）等に関するパブリックコメントの結果等』を公表した。

本改正の概要は、以下のとおりである。

① 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する
法律施行規則等の改正等

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する
法律から委任された事項について規定する。

② 金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正

今般の改正により、担保権構成（質権構成）で授受された
証拠金を一括清算適用対象とできることになったことを
受け、金融商品取引業等に関する内閣府令において
証拠金授受の方法として附則で暫定的に認めていた
同方式を本則に規定する。

本件の命令等は、令和元年資金決済法等改正に係る仮想

通貨交換業者等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣
府令の一部等として、 年 月 日に公布され、 年
月 日から施行・適用されている。

金融庁：『「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版
スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて
企業の持続的成長を促すために～（再改訂版）』を公表

金融庁は 年 月 日、『「責任ある機関投資家」の

諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を
通じて企業の持続的成長を促すために～（再改訂版）』を
公表した。

改訂の主なポイントは、以下のとおりである。

① 運用機関における議決権行使に係る賛否の理由や、
対話活動及びその結果や自己評価等に関する説明・
情報提供の充実

② 要素等を含むサステナビリティを巡る課題に関する
対話における目的の意識

③ 企業年金のスチュワードシップ活動の後押し

④ 議決権行使助言会社における体制整備、それを含む

助言策定プロセスの具体的公表、企業との積極的な意見
交換

⑤ 年金運用コンサルタントにおける利益相反管理体制の

整備やその取組状況についての説明等を盛り込んだこと
である。
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、 、 ：「金融市場の参加者、
アドバイザー、および製品に関する環境、社会、
ガバナンス（ ）の開示基準案に関する意見を求める
諮問文書」を発行

基準草案は、金融サービス部門（ ）のサステナビリティ
（持続可能性）関連の開示に関する 規則に基づいて開発
され、次の 点を目的とする。①最終投資家の保護強化、
②幅広い金融市場参加者および金融アドバイザーによる
投資家への開示の改善、③金融商品に関する投資家への
開示の改善

開示基準草案は、事業体レベルと製品レベルの開示の提案
がされている。

事業体レベルの主要な悪影響の開示：投資決定がサステナ
ビリティ（持続可能性）に及ぼす主要な悪影響を、企業の

ウェブサイトで開示することを求めている。投資決定が、気候
と環境、腐敗防止及び反贈収賄を尊重した社会及び従業員
の問題に関連する指標にどのような悪影響を及ぼすか、
についてデューデリジェンスの方針に関する声明の形式で
開示されることを提案している。

製品レベルの 開示：金融商品のサステナビリティ（持続
可能性）の特徴又は目的は、契約締結前書面、継続開示
書面、さらにウェブサイトにて開示することを求めている。

提案は、この開示の実行面でのルールを含んでおり、製品が
サステナビリティ（持続可能性）の特徴又は目的をどのように
達成するかについて、透明性を確保することを目的としている。

により構成される

：欧州委員会に対して報奨金と経費及び手数料
の開示を提案

欧州証券市場監督局（ ）は 年 月 日、欧州委員
会（ ）に対して、 の下での報奨金と経費及び手数
料の開示を提案していることを公表した。

は、 に対して、投資家保護の鍵となる報奨金の

トピックについて分析し、主にクライアントの報奨金の理解を
向上させることを目的とした体制の変更を提案している。

経費及び手数料の開示では、 は、 開示制度が

一般的にうまく機能し、投資家が情報に基づいた投資決定を
行うのに役立っていると評価した。一方で、適格カウンター
パーティー及びプロ投資家に対するいくつかの開示義務を
縮小することを提案している。

金融庁：「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を
踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長に
ついて」を公表

金融庁は 年 月 日、「新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の
延長について」を公表した。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、 年 月
日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言が発令された。これに伴い、今後、 月決算企業を
はじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を
例年どおりに進めることが困難になることが想定される。

こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査
業務のために十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に
基づく有価証券報告書等の提出期限について、「企業内容等
の開示に関する内閣府令」等を改正し、企業側が個別の
申請を行わなくとも、一律に 年 月末まで延長している。

：「投資ファンドの成功報酬に関する最終ガイ
ダンス」を公表

欧州証券市場監督局（ ）は 年 月 日、投資ファンド
の成功報酬に関する最終的なガイダンスを公開した。

当ガイドラインは、ファンドマネージャーに対して、運用ファンド
の成功報酬体系を設計する際に、成功報酬体系とファンドの
投資目的、方針、戦略との整合性の評価を求めることを
含んだ包括的なガイダンスを提供している。

当ガイドラインは、 及び の一部に適用され、
内各監督当局間が共通の視点で成功報酬体系と開示を

監督下に置くことを可能とすることが期待されている。

金融規制（国際）
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日本公認会計士協会：保証業務実務指針
『「 年版グローバル投資パフォーマンス基準
準拠の検証」の保証業務に関する実務指針』及び
「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表

日本公認会計士協会（業種別委員会）は 年 月 日、
保証業務実務指針 『「 年版グローバル投資
パフォーマンス基準準拠の検証」の保証業務に関する実務
指針』を公表した。

本実務指針は、業務実施者である公認会計士又は監査法人
が、 協会（ ）が策定した

（ 年版 基準
検証者編）における「検証（ ）」に基づく保証業務
を実施する際の、実務上の指針を提供するものである。

本実務指針は、会社が 年版グローバル投資パフォー
マンス基準（ 年６月 日発行）に基づいて準拠を表明した
期間に係る保証報告書から適用される。なお、 年版
グローバル投資パフォーマンス基準（ 年 月 日発行）に

基づいて準拠を表明した期間に係る保証報告書については、
業種別委員会実務指針第 号「グローバル投資パフォー
マンス基準準拠の検証に関する実務指針」が適用される。

制度動向トピック

：ファンドの公正価値評価実務フレームワークの
近代化を提案

米国証券取引委員会（ ）は 年 月 日、ファンドの

評価実務のフレームワークを確立するための新しいルールを
提案するために評決したことを公表した。

当該提案は、 年投資会社法に基づいて 年に公表
された包括的評価実務を近代化するためのものである。

公正価値評価の実務を投資アドバイザーや第三者に委託する
場合にも、ファンドの取締役会（信託型の場合はトラスティ）が
公正価値評価の監督責任を負うことを規定している。

また、公正価値の評価には、公正価値の決定に関連する
重要なリスク（重要な利益相反の有無を含む）の定期的な
評価、評価手法の選択、適用及びテスト、価格ベンダー
サービスの監督と評価、といった機能を含めることを求めて
いる。

さらに、市場相場が容易に入手できない投資銘柄についても
公正価値で評価することを求めている。

本提案は、 のウェブサイト及び米国連邦政府官報で公表
される予定である。また、本提案へのコメント期間は 年
月 日までとなっている。

金融規制（国際）

日本公認会計士協会：業種別委員会実務指針第 号

「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」を
改正

日本公認会計士協会（業種別委員会）は 年 月 日、
『業種別委員会実務指針第 号「投資信託及び投資法人に
おける監査上の取扱い」の改正について』を公表した。

今回の改正は、 年 月 日付けで公表された監査基準
委員会報告書 「特別目的の財務報告の枠組みに準拠
して作成された財務諸表に対する監査」の改正を踏まえ、

特別目的の財務報告の枠組みかつ準拠性の枠組みである
財務諸表に対する任意監査の監査報告書の文例について、
所要の見直しを行ったものである。

本改正は、 年 月 日以後終了する営業期間に係る
監査から適用される。

日本公認会計士協会：業種別委員会実務指針第 号
「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務
指針」の改正を公表

日本公認会計士協会（業種別委員会）は 年 月 日、
業種別委員会実務指針第 号「年金基金の財務諸表に
対する監査に関する実務指針」の改正を公表した。

本改正は、以下の監査基準委員会報告書の改正を踏まえ、
監査報告書の文例を中心に所要の見直しを行ったもので
ある。

監査基準委員会報告書 「特別目的の財務報告の

枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の
改正（ 年 月 日）

監査基準委員会報告書 「個別の財務表又は財務
諸表項目等に対する監査」の改正（ 年 月 日）

監査基準委員会報告書 「経営者確認書」の改正
（ 年 月 日）

本改正は、 年 月 日以後終了する事業年度に係る
監査から適用される。

監 査

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他監 査
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金融規制
（日本）

金融規制
（国際） 監査 会計 税制 その他

日本公認会計士協会：業種別委員会実務指針第 号

「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の
取扱い」の改正を公表

日本公認会計士協会（業種別委員会）は 年 月 日、
業種別委員会実務指針第 号「投資事業有限責任組合に
おける会計上及び監査上の取扱い」の改正を公表した。

本改正は、以下の監査基準委員会報告書及び監査・保証

実務委員会実務指針の改正等を踏まえ、所要の見直しを
行ったものである。

監査基準委員会報告書 「財務諸表に対する意見の
形成と監査報告」の改正（ 年 月 日）

監査基準委員会報告書 「特別目的の財務報告の

枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の
改正（ 年 月 日）

監査・保証実務委員会実務指針第 号「監査報告書の
文例」の改正（ 年 月 日）

本改正は、 年 月 日以後終了する事業年度又は
会計期間に係る監査から適用される。

企業会計基準委員会：「連結納税制度からグループ

通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する
取扱い」を公表

企業会計基準委員会は 年 月 日、「連結納税制度

からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」（以下「本実務対応報告」という。）を公表した。

令和 年度税制改正において従来の連結納税制度が
見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法
（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和 年法律
第 号））（以下「改正法人税法」という。）が 年 月 日

に成立しており、これにより、グループ通算制度の適用対象と
なる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する事業
年度の決算（四半期決算を含む）において、グループ通算
制度の適用を前提として繰延税金資産の回収可能性の
判断を行う必要があった。

しかし、当該判断を行うことについて、実務上対応が困難で

あるとの意見が聞かれたことから、企業会計基準委員会では、
必要と考えられる取扱いを検討し、本実務対応報告を公表
した。

： の詳細及び「第 の柱」と「第 の柱」の
課題を特定する文書を公表

経済協力開発機構（ ）は 年 月 日、 に

関する包摂的枠組みによる「経済の電子化に伴う課税上の
課題に対する 本柱アプローチに関する声明」を発表した。

本声明によると、包摂的枠組みのメンバー（現在 の国
地域）は、 年末までに新しい国際課税ルールについて
合意に達するという公約が再認識されている。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

米国： アップデート 米国源泉制度に係る
最終規則を公表

米国歳入庁（ ）は米国外金融機関（ ）を含む源泉徴収
義務者に適用される顧客の特定手続及び報告要件に係る
最終規則（ ）を公表した。

本規則は、 年 月 日に公表された暫定規則や追加
ガイダンスを一部修正・明確化の上、最終化されたもので
ある。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

税 制
税 制

会 計監 査



英国： 年度予算を発表

年 月 日、英国の新政権における最初の予算が
発表された。

税制上の措置として、 年 月からデジタルサービス税
（ ）の導入、研究開発費控除割合の引き上げ及びキャピ
タルロスの利用制限などの規定が追加される。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

インド： 年度の予算案を発表

インドの財務大臣は 年 月 日、 課税年度の
予算案を提出した。

この予算案では、配当分配税（ ）
を撤廃し、株主に対する源泉徴収税に置き換えること、

非居住者向けの特定の負債証券により低い源泉徴収税率を
導入すること等が提案されている。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

米国：新型コロナウイルス対策法可決

有給休暇の拡充等を規定する 「
」（以下「新型コロナウイルス

対策法」という。）が、 年 月 日に米国で成立した。

この新型コロナウイルス対策法では、原則、従業員数が
人以上 人未満の雇用者を対象に、一定要件下で有給

休暇を義務付ける一方、有給休暇にかかわる給与コストを
税額控除という形で連邦政府が負担する措置が講じられて
いる。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

制度動向トピック

税 制

税 制

税 制

：金融取引に関する移転価格ガイダンスの
最終版を公表

経済協力開発機構（ ）は 年 月 日、金融取引

に関する移転価格ガイダンスを盛り込んだ最終報告書を公表
した。

この最終報告書では、多国籍企業の資本構成との関連に

おいて金融取引の正確な描写を取り上げ、また、財務機能、
グループ内融資、キャッシュプーリング、ヘッジ、保証、キャプ
ティブ保険などの金融取引の価格設定、並びに関連会社が
享受するリスクフリー収益率とリスク調整後収益率の決定に
関するガイダンスを提供している。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他監 査
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金融規制
（日本）

金融規制
（国際） 監査 会計 税制 その他

米国： の成立

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により冷え込む米国
景気に対する刺激策の一環として、「

（ ）」が
年 月 日に成立した。

に規定される主な税制関連規定には、雇用者

負担分の社会保障税に係る税額控除や支払繰延措置、繰越
欠損金の繰戻容認と使用制限緩和及び過年度代替ミニマム
税税額控除による還付といった措置が含まれている。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

国税庁：「新型コロナウイルス感染症に関する対応等に
ついて」を公表

国税庁は 年 月 日、「新型コロナウイルス感染症に
関する対応等について」を公表した。

新型コロナウイルス感染症に伴う申告手続や納付手続に

関する問い合わせとその一般的な回答（新型コロナウイルス
感感染症に関する ）や、新型コロナウイルス感染症緊急
経済対策における税制上の措置に関するに関する情報を
掲載している。

上記の情報掲載の内容は、国税庁の以下のサイトを参照。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関連して、 税理士
法人の以下のサイトでは、一時帰国中の海外赴任者に

関する税務上の留意点や不動産賃貸事業関連の税務上の
措置について解説している。

一時帰国中の海外赴任者に関する税務上の留意点

不動産賃貸事業関連の税務上の措置

総務省：「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
地方税における対応について」を公表

総務省は「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税に
おける対応について」とするお知らせを公表し、 年 月

以降、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合の
特例制度、申告・納付期限の延長申請及び新型コロナウイルス
感染症対策における税制上の措置に関する情報を掲載して
いる。

上記の情報掲載の内容は、総務省の以下のサイトを参照。
財務省・国会：「令和２年度税制改正に係る法律・
政省令の公告」を公表

年 月 日に自由民主党・公明党より公表された、
令和 年度税制改正大綱に基づく「所得税法等の一部を
改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する
法律案」が 年 月 日に成立し、 月 日に公布、
月 日より施行された。

同時に上記法律の施行に伴い、「所得税法施行令の一部を
改正する政令」等各政令の一部を改正する政令、並びに

「所得税法施行規則の一部を改正する省令等」の各省令の
一部を改正する省令も 月 日に公布され、 月 日より
施行された。

税 制

税 制

税 制

税 制



英国：新型コロナウイルス対策措置のパッケージを公表

英国政府は新型コロナウイルス感染症に伴う混乱に対応

するため、公共サービス、国民、ビジネスを支援する「適時で、
的を絞った緊急対策措置 （

）」のパッケージを公表した。

このパッケージで規定される主な税制関連規定には、納税
期限の延期、事業用資産税（ ）の 年間の
停止及び居住者判定における特例措置が含まれている。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

：「 年 スチュワードシップ活動報告」を
公表

年金積立金管理運用独立行政法人（ ）は 年 月
日、「 年 スチュワードシップ活動報告」を公表

した。

本活動報告によると、 のスチュワードシップ責任に
対する考え方として、長期的な投資収益の拡大を図る観点

から、投資先及び市場全体の長期志向と持続的成長を促す
様々な活動を進め、スチュワードシップ責任を果たしていくと
している。

（詳細は、 ページをご参照ください）

財務省：「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に
おける税制上の措置」を公表

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税
関係法律の臨時特例に関する法律案」が 年 月 日に
国会へ提出され、 月 日に成立した。

これを受けて、財務省は「新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策における税制上の措置」を公表し、納税猶予制度の
特例、欠損金の繰戻しによる還付の特例、テレワーク等の
ための中小企業の設備投資税制等の国税における措置を
掲載している。

上記の情報掲載の内容は、国税庁の以下のサイトを参照。

：「租税条約の分析と の影響」を発表

経済協力開発機構（ ）事務局は 年 月 日、
「 の租税条約と課税に与える影響に関する分析」
を発表した。

この分析では、恒久的施設（ ）、企業と個人の居住性、
居住している国から別の国へ勤務する従業員の給与所得
課税といった論点を幅広くカバーしている。

主な内容は、 税理士法人の以下のサイトを参照。

制度動向トピック
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【概要】

年金積立金管理運用独立行政法人（ ）は 年 月 日、「 年 スチュワードシップ活動報告」

（以下「当スチュワードシップ活動報告」という。）を公表した。

当スチュワードシップ活動報告によると、 のスチュワードシップ責任に対する考え方として、長期的な投資収益の

拡大を図る観点から、投資先及び市場全体の長期志向と持続的成長を促す様々な活動を進め、スチュワードシップ

責任を果たしていくとしている。

当スチュワードシップ活動報告から抜粋して、以下にまとめる。

【 の取組】

にとってのスチュワードシップ活動の意義

は一部の資産を除き、運用受託機関を通じて日々の売買や株式における議決権行使を実施しているため、

運用受託機関と投資先との間で、持続的な成長に資する も考慮に入れた「建設的な対話」（エンゲージメント）を

促進することで、「長期的な企業価値向上」が「経済全体の成長」につながり、最終的に「長期的なリターン向上」と

いうインベストメントチェーンにおける 環境の構築を目指すことにより、スチュワードシップ責任を果たして

いくとしている。

スチュワードシップ活動に関するこれまでの主な取組

のスチュワードシップ活動に関するこれまで主な取組は下記のとおりである。

その他

【 】「 年 スチュワードシップ活動報告」を公表

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他監 査
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方針・原則の変更

は、ユニサーバル・オーナーかつ超長期投資家として、長期志向を明確に、全ての資産において の考慮を

含むスチュワードシップ活動を推進していくことを、改めて方針や各種原則に明記した。

＜スチュワードシップ責任を果たすための方針の一部改訂＞（ 年 月）

ユニサーバル・オーナーかつ超長期投資家である が長期にわたって投資リターンを獲得するためには、

企業の長期的な成長を阻害する活動を防ぎ、市場全体が持続的に成長することが不可欠であること、

そのため、市場の持続的な成長に貢献していくことを明記

＜スチュワードシップ活動原則および議決権行使原則の一部改定＞（ 年 月）

対象を株式から全資産に拡大。 の全ての運用受託機関に対して、原則の遵守を求め、運用資産の特性や

運用スタイル等の個別事情に照らして実施することが適切でないと考える事項があれば、その実施しない

理由の説明を求める

スチュワードシップ活動方針および の考慮の箇所について記載の追加。スチュワードシップ活動と運用の

連携や企業だけでなくインデックス会社など関係者と幅広くエンゲージメントを行うこと、 に関する様々な

イニシアティブへの積極的な参加を求める

議決権行使は年間を通じたエンゲージメントの一環として行うこと、少数株主の権利を守る議案への言及に

加え、企業アンケート等を通じて、企業から行使判断理由説明を要請したものの回答してもらえないケースが

あるという意見も踏まえ、企業から要請があった場合に議決権行使の判断理由を詳細に説明することという

記載を追加

市場の持続的な成長に向けた取組

は、長期にわたって投資リターンを獲得するためには、企業の長期的な成長を阻害する活動を防ぎ、市場全体が

持続的に成長することが不可欠と考えている。このような考えをもとにしている が、貸株について問題意識を

持ち、法人内で議論を重ねた結果、貸株の停止を行うこととなった。

運用受託機関との長期志向のアラインメント強化のための取組

は、アクティブ運用における安定的な超過収益確保には、運用受託機関とのアラインメントの強化と の

長期のコミットメントが必要ではないかという問題意識から、 年より、アクティブ運用受託機関との間で新たな

実績連動報酬を導入した。同時に、より中長期で運用目標を達成できるよう複数年契約を導入した。現状、複数年

契約先はアクティブ運用受託機関の一部にとどまっているが、原則、複数年契約に移行する予定である。

＜アクティブ運用における実績連動報酬の特徴＞

と運用受託機関のアラインメント（利益の一致）強化の目的で、運用成果と報酬の連動性を強めるべく、

基本報酬率をパッシブ運用の一般的な報酬率まで引き下げる一方、実績連動報酬の上限を撤廃

報酬が中長期的な運用成果に連動するよう、成功報酬は一部キャリーオーバーして、超過収益率のブレを

平準化

＜複数年契約の導入＞

上記の実績連動報酬導入にあたり、運用受託機関による中長期的な運用目標の達成を可能とするため、

原則として運用受託機関と複数年契約（コミットメント）を導入

実績連動報酬及び複数年契約の導入により、アクティブ運用における安定的な超過収益を確保



活動の推進

は、投資先及び市場全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必要であるとの考え方を

踏まえ、 を考慮した取組を進めている。それにより期待されるリスク低減効果については、投資期間が長期で

あればあるほど、リスク調整後のリターンを改善する効果が期待される。

関係機関とのエンゲージメント強化

＜株式運用受託機関の「スチュワードシップ責任に係る取組」の評価＞

運用受託機関の総合評価は定量的な実績を勘案した定性評価によって行われる

の株式運用のうち約 割がパッシブ運用であり、上場企業に幅広く投資を行っている。よって、市場全体の

長期的な成長がリターン向上には欠かせないことから、パッシブ運用については長期的な観点から投資先

企業の企業価値の向上や市場全体の持続的成長を促すためのエンゲージメント活動に取り組むことが重要と

考えている

また、 年 月に改訂された日本版スチュワードシップ・コードでは、パッシブ運用における対話等の

重要性が明確になった他、対話手法として協働エンゲージメントの可能性にも言及された。さらに現在、

パブリックコメントの中の再改定案においては、スチュワードシップ責任の定義において、 への言及が

新たになされ、その重要性はさらに高まっているといえる。これらのことから、スチュワードシップ活動への期待、

特にパッシブ運用における重要性は明確であり、条件が同じであれば、よりスチュワードシップ責任を果たして

いる運用受託機関を高く評価する

スチュワードシップ責任に係る取組については、パッシブ運用は市場の持続的な成長に資するか、アクティブ

運用は投資先の長期的な株主価値増大に資するかという観点で評価している

＜その他資産の「スチュワードシップ責任に係る取組」の評価＞

（債券）

年は活動状況のヒアリングを行い、 年以降に評価の対象に含める予定である

（オルタナティブ資産）

オルタナティブ投資では、現在ファンド・オブ・ファンズ形式を採用しているため、ゲートキーパー及びファンド・

オブ・ファンズ・マネジャーがどのようにスチュワードシップ活動に取り組んでいるかについて意見交換を行う。

今後は、外部の 評価情報（ 等）も使用する

（出典） 「 年 スチュワードシップ活動報告」 頁



の運用においては、約 割がパッシブ運用となっている。インデックスは、運用成果に直結する重要な要素であるにも

かかわらず、 も含めてインベストメントチェーンの参加者は、その選択に十分なリソースを割いてこなかったという

問題意識から、 は、インデックス会社のガバナンス体制の改善、インデックスの直接契約などの取組を進めている。

＜指数会社とのエンゲージメント＞

の運用においては、約 割がパッシブ運用となっている。インデックスは、運用成果に直結する重要な

要素であるにもかかわらず、 も含めてインベストメントチェーンの参加者は、その選択に十分なリソースを

割いてこなかったという問題意識から、 は、インデックス会社のガバナンス体制の改善、インデックスの

直接契約などの取り組みを進めている

パッシブ運用においては、運用の巧拙以上にベンチマークの選択が運用の成否を左右する重要な要素であるが、

従来、 を含めてアセットオーナーは、ベンチマークの重要性ほどには、その選択に労力を割いていなかった。

インベストメントチェーンの中で、ベンチマークの選択やクオリティの改善が運用成果や評価に最も影響するのは、

アセットオーナーである。そのような問題意識のもと、様々なインデックスの情報収集を効率的に行い、運用の

高度化に繋げることを目的に、 は、「インデックス・ポスティング」を 年に一部導入した

指数の選定など、ベンチマークの選定に多くの労力を割く中で、 では、インデックス会社の組織や

ガバナンス体制の評価の重要性を強く認識するに至り、デューデリジェンスやエンゲージメントを行っている。

具体的には、 評価会社及びインデックス会社のステークホルダー（株主・主要顧客）との関係、意思決定

プロセス（独立委員会の有無や過去の議論など）、企業向けコンサルティングのような利益相反につながる可能性の

ある業務の有無などを厳しくチェックしている。しっかりとしたガバナンス体制を確立し、投資家の立場に立った意思

決定を行うことが、インベストメントチェーンの中で、年々存在感を高めているインデックス会社の責務と考えている

また、インデックス会社や 評価会社が指数のメソドロジーや 評価手法の変更を検討する際に行うコンサル

テーションについて、 では、アセットオーナーとしての立場から積極的に参加し、意見を表明しており、運用

会社に対しても同様の対応を求めている

さらに、 は、インデックスへのコミットメントを強める中、インデックス会社との契約形態の見直しを検討して

いる。指数ライセンス料を が直接負担することは、インデックス会社に対してだけでなく、パッシブ運用会社

とのアラインメント強化にもつながると考えている

インデックス・ポスティングは、インデックスに関する情報を常時受け付ける仕組みで、 年度中の本格
導入が予定されている

また、ポスティングされたインデックスの情報を効率的に蓄積し、 情報を含む非財務情報や財務情報
などと統合して、分析するための基盤（ ： ）の整備も進めら
れている

インデックス等データ活用基盤（ ）のイメージ

（出典）
「 ワーキングペーパー パッシブ運用の

機能分化と付加価値向上策～指数会社・運用
会社とのアラインメント強化策を中心に～」 頁



運用受託機関と企業の対話の促進に向けた取組

は、運用受託機関のスチュワードシップ活動に関する評価と、「目的を持った建設的な対話」（エンゲージメント）の

実態把握を目的として、上場企業向けアンケートを実施している。第 回アンケートは 年 月に実施された。

統合報告書は、企業価値向上のための建設的な対話のための重要なツールであり、運用受託機関と投資先企業

双方向でのエンゲージメントに有益と考えられている。そのため、企業には同報告書の作成や充実を促し、投資家には

その活用を働き掛けることを目的に、 年より の国内株式運用受託機関に対して、「優れた統合報告書」の

選定を依頼している。 年 月には第 回を実施し、「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」それ

ぞれ最大 社ずつ選定依頼した。 で結果を集計し、 年 月に公表している。

ステークホルダーおよび関係機関との連携強化

意見交換などによるステークホルダーとの連携、省庁主催会議への参加、各種セミナー、国際会議での主な講演等に

より、ステークホルダーおよび関係機関との連携を強化している。

【 の運用受託機関のスチュワードシップ活動の取組と課題】

概要

株式のスチュワードシップ活動において、全体的なレベルは上がっており、過去数年と比べても、取り組み内容、

スピードともに進んでいる。全社的なコミットメントに加えて、金融グループに属している場合、グループ全体でも

スチュワードシップや に関する取組へのコミットがなされるようになり、ビジネス上の注力ポイントになりつつある

ことが窺える。

パッシブ運用におけるエンゲージメント・適切な議決権行使

国内株式パッシブ運用受託機関において、エンゲージメント拡大の計画や方針に従い対話を進めており、 に

関する外部データ、独自データも活用し、自社で レーティングを付し、幅広いテーマでエンゲージメントを行って

いるケースも見られるようになった。

国内株式パッシブ運用では インテグレーションの提案があり既に運用を開始しているファンドもごく一部あるが、

現状ではまだ限定的である。パッシブ運用受託機関には、 インテグレーション等を含め、引き続き、積極的な

提案を期待している。

重大な 課題

は、スチュワードシップ活動原則で、重大な 課題について積極的なエンゲージメントを求めている。

パッシブ運用機関においては、全運用受託機関が、「気候変動」を重大な課題として挙げている他、 （環境）や

（社会）といった長期的な課題を特に重大な 課題と認識していることが確認できた。

一方、アクティブ運用機関は、国内と外国株式で認識している重大な 課題が分かれている。外国株式においては、

全ての期間が「気候変動」を重大な課題と考え、 の各課題が続く一方、国内株式においては、全機関が

挙げた「取締役会構成・評価」、「少数株主保護（政策保有等）」に「資本効率」が続き、 （ガバナンス）の課題を

より重大な 課題と認識している。ただし、前年からの変化として昨年も上位に入った「サプライチェーン」の他、

「環境市場機会」も上位にランクしてきている。

（出典） 「 年 スチュワードシップ活動報告」 頁



【運用受託機関への期待と課題】

のスチュワードシップ活動原則、議決権行使原則を踏まえた対応と従来から課題として挙げてきた事項に加えて、

今年は、以下への対応も特に期待している。

スチュワードシップを重視したパッシブ運用モデルの提案

運用とスチュワードシップの連携

議決権行使方針への 課題の反映

投資先に対するメッセージと一貫した取り組み

【 の今後の対応】

は以下の取り組みを今後進めていくとしている。

【 】

当スチュワードシップ活動報告は、 が推進するスチュワードシップ活動を総括したものである。 は、

企業経営等に直接影響を与えることを避ける趣旨から、株主議決権の行使は直接行わず、運用を委託した運用

会社等の判断に委ねている。 のスチュワードシップ活動の効果の評価については、 と運用受託機関との

双方向のコミュニケーションによるエンゲージメント等を通じながら検討することとされている。運用会社等は

当報告の の取り組み及び調査結果を踏まえたうえで、自己の課題を認識し、今後の方向性を導き施策に反映

していくことが期待されている。

双方向のコミュニケーションを重視した運用受託機関や指数会社との「エンゲージメントの強化」

• スチュワードシップ活動原則の遵守状況の評価への反映

• 運用会社のガバナンス体制、役職員報酬体系とアセットオーナーとの利益のアラインメントの確認

• テーマに応じて、トップから担当まで各層との対話

• 運用及びスチュワードシップ担当間でのエンゲージメント対象企業に関する課題認識や評価の共有

スチュワードシップを重視したパッシブ運用モデルの採用の拡大

を含むエンゲージメントの成果や効果測定に関する外部との共同研究

インテグレーションの評価手法を含む運用手法の可能性

• パッシブ運用における インテグレーションを含む運用手法の可能性

債券投資におけるスチュワードシップ責任の評価基準・手法の検討

• 運用受託機関の債券におけるエンゲージメントの実態確認

「アセットオーナーによる行動ステートメント」を通じたアセットオーナー間での問題意識の共有と賛同者の拡大
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バル・ネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファーム

を指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンス

ト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任

会社であり、顧客サービスは提供していません。詳しくは、

をご覧ください。

について

は、 の日本におけるメンバーファーム

の総称です。新日本有限責任監査法人、 税理士

法人、 トランザクション・アドバイザリー・サービス

株式会社、 アドバイザリー・アンド・コンサルティン

グ株式会社などから構成されており、各メンバー

ファームは法的に独立した法人です。詳しくは

をご覧ください。

本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会

計、税務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありま

せん。新日本有限責任監査法人および他の メンバーファームは、

皆様が本書を利用したことにより被ったいかなる損害についても、

一切の責任を負いません。具体的なアドバイスが必要な場合は、

個別に専門家にご相談ください。
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ウェルスマネージャーは、既存のクライアントを維持し、
新しいクライアントを引き付けるためには、古い

ビジネスモデルを捨て、デジタル及び投資家の声を
収集するテクノロジーを活用していく必要があります。

これは、 では カ国の超富裕者層を含めた多種
多様な を超える投資家を対象とした最近の
調査から明らかになりました。本記事では、我々の

調査で見えてきた、ウェルスマネージャーが取り組む
べき つの対応事項を挙げていますので、是非
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について

は、アシュアランス、税務、トランザクションおよび

アドバイザリーなどの分野における世界的なリー

ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、

世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。

私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応え

るチームを率いるリーダーを生み出していきます。

そうすることで、構成員、クライアント、そして地域

社会のために、より良い社会の構築に貢献します。

とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグロー

バル・ネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファーム

を指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンス

ト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任

会社であり、顧客サービスは提供していません。詳しくは、

をご覧ください。

について

は、 の日本におけるメンバーファーム

の総称です。 新日本有限責任監査法人、 税理

士法人、 トランザクション・アドバイザリー・サービ

ス株式会社、 アドバイザリー・アンド・コンサルティ

ング株式会社などから構成されています。なお、各

メンバーファームは法的に独立した法人です。詳しく

は をご覧ください。

本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、

会計、税務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではあり

ません。法人名および他の メンバーファームは、皆様が本書を

利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を

負いません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家

にご相談ください。

では、各種 でサービスや最新の知見などについて情報を
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