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金融庁：「IOSCOによる金融のリテラシーに関するコアコ
ンピテンシーのフレームワーク」を公表

• 金融庁は2019年10月7日、「IOSCOによる金融のリテラシー
に関するコアコンピテンシーのフレームワーク」を公表した。

• 当フレームワークの目的は、ますます複雑化している投資
環境のなかで投資家が備える指針を示すことにある。また
フレームワークでは、投資家が、どのように投資を分散し、
リスクを減らし、持続可能な投資を選択するかについて十分
な情報に基づいた決定をすることができるようコアコンピテン
シーを身に着けることが求められている。

• フレームワークの中で、利用者は、「基礎的な投資原則と
概念」「投資商品の属性」「投資商品の購入/販売プロセス」等
の7つの分野に基づく投資家のコンピテンシーを身に着ける
ことが推奨されている。

制度動向トピック

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

金融規制（日本）

金融庁：「IOSCOによる世界投資者週間2019の開幕に
ついて」を公表

• 金融庁は2019年10月7日、「IOSCOによる世界投資者週間
2019の開幕について」を公表した。

• 証券監督者国際機構（IOSCO）は9月30日、第3回世界投資者
週間を開幕した。9月30日から10月6日にかけ、約90の国で、
証券当局者、取引所、国際機構、投資協会、その他の関係
団体が投資者教育及び投資者保護に関する意識を高める
ための多くの活動が行われた。

• 世界投資者週間の主要な目的は、急速なテクノロジーの
進展と金融市場のグローバル化が進む中で、投資者教育
及び投資者保護の重要性に光を当てることに加え、投資者の
学ぶ機会を強化することにある。

金融庁：「国際資本市場協会 グリーンボンド原則及び
ソーシャルボンド原則 諮問委員会への参加について」
を公表

• 金融庁は2019年10月21日、国際資本市場協会（ICMA）が
定めるグリーンボンド原則（GBP）及びソーシャルボンド原則
（SBP）における諮問委員会（Advisory Council）のメンバー
となったことを公表した。

• 当委員会は、GBP及びSBPの執行委員会（Executive
Committee）を補完し、両原則の認知度の向上や、より幅広い
意見を反映させるために新設された組織で、執行委員会の
メンバー及びオブザーバーから選定された40の代表者で
構成されている。

金融庁：「第42回金融審議会総会・第30回金融分科会
合同会合議事録」を公表

• 金融庁は2019年11月1日、「第42回金融審議会総会・第30回
金融分科会合同会合議事録」を公表した。

• 金融庁は本会議で、「諮問事項に対する報告」として、以下の
「市場ワーキング・グループ」の運営及び「市場構造専門
グループ」の審議状況についての説明を行っている。

• 「市場ワーキング・グループ」の運営としては、「市場ワーキン
グ・グループ」を再開する旨の説明があり、また「市場構造
専門グループ」の審議状況としては、「金融制度スタディ・
グループ」において取りまとめられた報告書（『「決済」法制
及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告
《基本的な考え方》』）について、報告がなされた。

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他

金融規制（日本）

金融規制（日本）

金融規制（日本）

金融庁：『「顧客本位の業務運営」の取組成果の公表
状況（令和元年9月末時点）』及び「金融事業者リストの
今後の公表方法及び取組成果の公表に関する留意
事項について」を公表

• 金融庁は2019年11月6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9月末時点）』及び「金融
事業者リストの今後の公表方法及び取組成果の公表に関す
る留意事項について」を公表した。

• 前者は2019年9月末までの各金融事業者の「顧客本位の
業務運営」の取組成果の公表状況を金融庁が取りまとめ、
分析を実施した資料であり、後者は金融事業者リストの今後
の公表方法・取組成果の公表に関する留意事項を公表した
ものである。

（詳細は、9ページをご参照ください）

金融規制（日本）
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金融庁：金融審議会「市場ワーキング・グループ」
（第25回）議事録及び（第26回）議事録」を公表

• 金融庁は2019年11月15日、金融審議会「市場ワーキング・
グループ」第25回議事録を、2020年1月16日に第26回議
事録を公表した。

• 第25回会議では、主に①金融機関における「顧客本位の
業務運営」の浸透・定着状況や、顧客の認知度の現状について
どう評価するか、②顧客本位の業務運営のあり方顧客本位
の業務運営」の更なる定着に向けて、行政として、今後どのよ
うな対応が考えられるか、③その他、「顧客本位の業務運営」
を促進する環境を整備するため、行政や金融機関はどのよう
に対応していくべきか等の「顧客本位の業務運営」のあり方
について議論がなされている。

• また、第26回会議では、第25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の議論がなされている。

金融規制（日本）

金融庁：「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部
を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（案）
に関するパブリックコメントの結果等を公表

• 金融庁は2019年11月29日、「金融商品取引業等に関する
内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣
府令」（案）に関するパブリックコメントの結果等を公表した。

• 2016年9月1日から施行されている本邦の証拠金規制の
適用に関しては、経過規定が設けられているが、今回の改正
は、非清算店頭デリバティブ取引の規模に応じて、経過措置
を新設・改定するものである。

• 本件の内閣府令は2019年11月15日に公布され、同日から
施行・適用されている。

金融規制（日本）

金融規制（日本）

金融庁：「アジア地域ファンドパスポート第7回合同
委員会対面会合に係るプレスリリース」を公表

• 金融庁は2019年12月3日、「アジア地域ファンドパスポート
第7回合同委員会対面会合に係るプレスリリース」を公表した。

• 第7回合同委員会対面会合は、2019年10月21日から22日
にかけてシンガポールにて行われ、今回の会合では、パス
ポート参加国である日本を含めた5カ国（日本、オーストラリア、
韓国、ニュージーランド、タイ）に加えて、シンガポール、
マレーシア、台湾、香港及びフィリピンがオブザーバーとして
参加している。

• 合同委員会では、業界との連携やいかにパスポートの
認知度を高めつつその利用を業界に促すことができるか、
他のパスポート協定との相互運用性の検討を含めた、パス
ポートの将来の方向性等について議論が行われた。

金融庁：「経済協力開発機構（OECD）による「OECD
アジア資本市場レビュー2019」を公表

• 金融庁は2019年12月11日、「経済協力開発機構（OECD）
による「OECDアジア資本市場レビュー2019」を公表した。

• 本レポートでは、アジアは世界最大の株式市場へと急速に
成長しつつあり、2018年にIPOによって調達された資金の
51％がアジアの企業に向かったこと、現在、世界の上場企業
の半数以上がアジアの企業であること、OECDの新たな
レポートによれば、この変化は世界の株式市場に変容をもた
らしつつあり、年金基金や投資信託等を通じて、アジア地域
以外の家計（資産）がアジアへの投資を増加させていること
が説明されている。

金融規制（日本）

金融庁：金融審議会「市場構造専門グループ」（第4回）
議事録及び（第5回）議事次第を公表

• 金融庁は2019年11月12日、金融審議会「市場構造専門
グループ」第4回の議事録を公表した。また、2019年11月
20日に同グループ第5回の議事次第を公表した。

• 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
提言を得ることを目的として設置されたものである。

• 第4回会合では、市場構造の在り方について、PBR等を中心
とした各種の議論がなされた。また、第5回会合では、市場
構造の見直しに関する論点を踏まえ、市場構造の在り方へ
の意見が述べられた。

金融規制（日本）
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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～（案）』を公表

• 金融庁は2019年12月20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～（案）』を公表した。

• 当公表は、2019年4月24日に金融庁・東京証券取引所に
設置された「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバ
ナンス・コードのフォローアップ会議」において公表された
「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の
方向性」と題する意見書の中で提言された、スチュワード
シップ・コードの更なる改訂を有識者検討会での議論を踏ま
えたものである。

（詳細は、13ページをご参照ください）

金融庁：「記述情報の開示の好事例集」を更新

• 金融庁は2019年12月20日、「記述情報の開示の好事例集」
を更新した。

• ｢記述情報の開示の好事例集｣は、「金融審議会ディスクロー
ジャーワーキング・グループ報告」における提言を踏まえ、
ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向け
た企業の取組みを促し、開示の充実を図ることを目的として
2019年3月に公表されたものである。

• 今回の更新では、「役員の報酬等」の開示の好事例の追加
及び「政策保有株式：投資家が期待する好開示のポイント
（例）」が公表されている。

制度動向トピック
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金融規制（日本）
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金融庁：「LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応に
ついて」を公表

• 金融庁は2019年12月25日、「LIBORの恒久的な公表停止
に備えた対応について」を公表した。

• LIBORの公表が2021年末以降恒久的に停止する可能性が
高まっている中、備えのない状態でLIBORの公表が停止され
た場合の利用者への影響への懸念を踏まえ、金融機関、
事業法人及び機関投資家に、LIBOR公表停止に備えた対応
の必要性について理解を深めてもらうことを目的として関連
資料を掲載するとともに、LIBORからの円滑な移行を図る
ため、市場全体の取組みを支援していくことを目的として本件
情報が公表された。

金融庁：金融審議会「市場構造専門グループ」（第6回）
議事次第及び金融審議会市場ワーキング・グループ
「市場構造専門グループ」報告書を公表

• 金融庁は2019年12月24日、金融審議会「市場構造専門
グループ」第6回議事次第を、同12月27日に「市場構造専門
グループ」報告書を公表した。

• 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。12月25日に
開催された第6回会合では、これまでの会合を踏まえ、市場
区分やインデックス（TOPIX）といった論点について検討され
た「市場構造専門グループ報告書（案）―令和時代における
企業と投資家のための新たな市場に向けて―」について議論
がなされた。

• 「市場構造専門グループ」報告書は12月27日に公表されて
いる。

金融規制（日本）

金融規制（日本）
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ESMA：「証券市場における過度の短期志向的な
プレッシャーに対処するための強化規則」を提案

• 欧州証券市場監督局（ESMA）は2019年12月18日、持続
可能な成長と資金調達に係るアクションプランの一環として、
証券市場における潜在的な過度の短期志向的なプレッ
シャーに関する調査結果を公表した。

• 欧州委員会は、欧州金融監督機構（ESAs）を構成するESMA、
欧州銀行監督局（EBA ）、欧州保険・企業年金監督局
（EIOPA）に対し、企業に対する過度の短期志向の潜在的な
原因を調査し、対処すべき領域に関する助言を提供するよう
求めていた。

• 報告書では、ESGの観点から、非財務報告指令（NFRD）の
改正、国際的な単一のESG開示基準の適用促進、年次財務
諸表に非財務諸表を含めることをECに対して提言している。

• 機関投資家の関与では、買収入札指令（Takeover Bids
Directive）に基づくホワイトリストの見直し、非財務報告書に
対する潜在的な株主投票、株主権利指令（SRD II ：
Shareholder Rights Directive）の適用を監視することを
提言している。

金融規制（国際）

ESAs：「AML/CFTの問題に関する協力と情報交換に
関する共同ガイドライン」を公表

• 欧州金融監督機構（ESAs）を構成する欧州証券市場監督局
（ESMA）、欧州銀行監督局（EBA）、欧州保険・企業年金監督
局（EIOPA）は、欧州のAML*/CFT**の取組強化の観点から、
管轄当局間の効果的な協力と情報交換関係を構築するため、
AML/CFTカレッジを設立することを主たる内容とする、協力と
情報交換に関する共同ガイドラインを公表した。

• AML/CFTの直近事例では、企業が異なる国で事業を行って
いる際に、各国のAML/CFT当局が公式に協力関係を築く
方法の欠如、当局間コミュニケーション不足がリスクを増大
させている可能性を示唆している背景があった。

• 本ガイドラインでは、企業が3つ以上の加盟国で事業を展開
している場合、監督者はAML/CFTカレッジを設立するように
要求しており、AML/CFTカレッジの設立と運営を管理する
規則が定められている。カレッジには、当事国当局のほか、
第三国からもオブザーバーとして参加することが可能となって
いる。

* AML : Anti-Money Laundering
** CFT: Countering the Financing of Terrorism

金融規制（国際）

ESAs：「CCPで決済されない証拠金要件の様々な修正
に係るEMIR RTS及び国際的な枠組みを考慮した
フォールバックに関する共同声明」を公表

• 欧州金融監督機構（ESAs）は2019年12月20日、OTC
デリバティブについて明確にされていなかったリスク軽減手法
に関する規制を修正する共同ドラフトであるRTS*に係る報告
書とOTCデリバティブ契約と証拠金の交換要件に係るフォー
ルバックの導入に関する共同声明を公表した。

• EMIR RTSの報告書及び関連するRTSは、バーゼル銀行監督
委員会（BCBS）とIOSCOによる国際的なフレームワーク（EU
委任規則（Commission Delegated Regulation）を含む）の
履行に向けた国際的な進展との整合性を考慮して、中央清算
機関（CCP）で決済されないデリバティブ取引のうち、FX先渡
契約、スワップ契約、グループ内契約、株式オプション契約の
取扱に関して様々な修正を含んでいる。

• フォールバックに関する共同声明では、OTCデリバティブ契約
に係るフォールバック条項を導入する市場参加者の動きに
関して、フォールバックを導入することのみを目的とした修正
は、旧契約に対して新たな義務、特に証拠金に係る追加義務
を生じさせるべきではないとの見解を明確にしている。

• ESAsは現在、RTSのドラフトを欧州委員会に提出している。
当ドラフトは承認後、欧州議会及び理事会による審議の対象
となる。

* RTS: Regulatory Technical Standards

金融規制（国際）

ESMA：「APMの使用の概要及びAPMガイドラインの
準拠に係る報告書」を公表

• 欧州証券市場監督局（ESMA）は2019年12月20日、「APM*
の使用の概要及びAPMガイドラインの準拠に係る報告書」を
公表した。

• ESMAは、EUの財務諸表発行体にAPMの開示の改善を
要望し、年間収益報告（財務報告）、マネジメントレポート、
目論見書等におけるAPMガイドラインの遵守状況に関して、
改善の余地があるというレビュー結果を示した。

• EBIT（支払金利前税引前利益）、EBITDA（利払前・税引前・
減価償却前利益）といった指標は業種や文書の種類を問わ
ず、広く利用されていることを示している。

• また、報告書においては、財務諸表で使用される全てのAPM
に関する認識、定義、説明に関する開示が強化されるべきで
あると結論づけている。また、財務諸表内に含まれる比率や
小計もAPMに含まれるため、APMガイドラインに準拠する必
要があると示した。

• 報告書は、一般的な財務報告基準に係る改善にも利用され
るようInternational Accounting Standards Board（IASB）
に提出されている。

* APM: Alternative Performance Measures

金融規制（国際）
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制度動向トピック

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他

企業会計基準委員会：企業会計基準公開草案第69号
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に
関する会計基準（案）」を公表

• 企業会計基準委員会は2019年10月30日、企業会計基準
公開草案第69号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬
の訂正に関する会計基準（案）」を公表した。

• 本公開草案は、主に「関連する会計基準等の定めが明らか
でない場合」の注記情報の充実についての説明がなされてい
る。また、重要な会計方針に関する注記の開示目的は、財務
諸表を作成するための基礎となる事項を財務諸表利用者が
理解するために、採用した会計処理の原則及び手続の概要
を示すことにあるとされた。

• 本公開草案は、原則として2021年3月31日以後終了する
事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することが提案
されている。

企業会計基準委員会：企業会計基準公開草案第68号
「会計上の見積りの開示に関する会計基準（案）」を
公表

• 企業会計基準委員会は2019年10月30日、企業会計基準
公開草案第68号「会計上の見積りの開示に関する会計基準
（案）」を公表した。

• 本公開草案は、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上
の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響
を及ぼす可能性が高い項目における会計上の見積りの内容
について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示する
ことを目的としている。

• 本公開草案では、原則として2021年3月31日以後終了する
連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表
及び個別財務諸表から適用することが提案されている。

会 計 会 計

企業会計基準委員会：企業会計基準公開草案第66号
「収益認識に関する会計基準（案）」等を公表

• 企業会計基準委員会は2019年10月30日、企業会計基準
公開草案第66号「収益認識に関する会計基準（案）」及び
企業会計基準適用指針公開草案第66号「収益認識に関する
会計基準の適用指針（案）」等を公表した。

• 2018年3月30日に公表された企業会計基準第29号「収益
認識に関する会計基準」（以下「2018年会計基準」という。）
においては、早期適用する場合の必要最低限の注記のみが
定められ、注記事項の定めは2018年会計基準が適用される
時までに検討することとされていたが、同様に検討事項とされ
ていた「収益の表示科目」等の表示に関する事項も含め、
これらの検討内容を踏まえたうえで、本公開草案が公表され
たものである

（詳細は、21ページをご参照ください）

会 計
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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

OECD：OECD市場国に課税権を再配分するための

「統合的アプローチ」に係るパブリックコンサルテーション
ペーパーを公表

• 経済協力開発機構（OECD）は2019年10月9日、「経済の
電子化における課税上の課題への対処」プロジェクトについ
て、第1の柱における「統合的アプローチ」に係るOECD事務
局の提案を概説したパブリックコンサルテーションペーパーを
公表した。

• この事務局案には、第1の柱の下で策定中の新ルールの
対象範囲に関するハイレベルの提案、新たなネクサスの概念、
並びに新たな利益配分ルールの見直しが盛り込まれており、
2020年上半期までに包摂的枠組みの参加国間における
政治的合意を達成するために、各国間の交渉を促進すること
を意図している。

• 主な内容は、EY税理士法人の以下のアラートを参照。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-
tax-alert-20191031-01.html

OECD：「2つ目の柱」に関するコンサルテーション
ペーパーを公表

• 経済協力開発機構（OECD）は2019年11月8日、進行中の
「経済の電子化における課税上の課題への対処」プロジェクト
における2つ目の柱の下で、グローバルな税源浸食防止措置
（GloBE）提案に関するパブリックコンサルテーションペーパー
を発表した。

• このコンサルテーションペーパーにおける設計案は、OECD
事務局によって作成されたものであり、包摂的枠組みの参加
国により合意された見解を示すものではなく、OECDは、2つ
目の柱の作業計画全体について、特にGloBE提案における
技術的な側面に関するコメントを求めている。

• 主な内容は、EY税理士法人の以下のアラートを参照。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-
tax-alert-20191205-02.html

自由民主党・公明党：「令和2年度税制改正大網」を
公表

• 自由民主党・公明党は2019年12月12日、「令和2年度税制
改正大綱」を公表した。

• 令和2年度税制改正大綱のうち、金融関連税制と金融機関に
特有の主な改正点は、NISA制度の拡充及びジュニアNISA
の終了、連結納税制度の見直し（グループ通算制度への
移行）、オープンイノベーション促進税制の創設等となって
いる。

（詳細は、25ページをご参照ください）

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

税 制

税 制

税 制

国税庁：「仮想通貨関係FAQ」を更新

• 国税庁は2019年12月20日、「仮想通貨に関する税務上の
取扱いについて（情報）」を改訂した。

• 今回の改訂では、主に、令和元年度税制改正を受けて、所得
税における仮想通貨の譲渡原価や評価方法の届出等の
Q&Aや、法人税関係のQ＆A（譲渡損益の計上時期・計算
及び期末時価評価等）を中心に追加・更新されている。

税 制

国税庁：試験研究費特別控除の適用に係る文書回答
事例を公表

• 国税庁は2020年1月14日、文書回答事例「AIを利用して
行った新たなサービスの開発における租税特別措置法
第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》
の適用について」を公表した。

• この文書回答事例では、新たにビックデータ等を活用した
サービスの開発に際して、AIを組み込んだソフトウェアによる
データの収集及び整形機能が、試験研究費税額控除制度上
の要件の1つである「大量の情報を収集する機能を有し、
その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている
機器若しくは技術を用いる方法によって行われた情報の収集
又はその方法によつて収集された情報の取得」に該当するか
どうかについての照会及び回答が掲載されている。

税 制

GPIF関連：「次期中期目標について（これまでの議論の
整理）」を公表

• 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の次期中期目標

（2020～2024年度）について、厚生労働省の社会保障審議

会資金運用部会で審議が行われている。

• 厚生労働省のホームページ上で、「次期中期目標について

（これまでの議論の整理）」（2019年12月19日）を公開して

いる。

（詳細は、27ページをご参照ください）

その他

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20191031-01.html
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20191205-02.html
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【概要】

• 金融庁は2019年11月6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9月末時点）』

及び「金融事業者リストの今後の公表方法及び取組成果の公表に関する留意事項について」を公表した。

• 前者は2019年9月末までの「顧客本位の業務運営」の取組成果の公表状況を金融庁が取りまとめ、分析を実施

した資料であり、後者は金融事業者リストの今後の公表方法・取組成果の公表に関する留意事項を公表するもの

である。

【主な内容】

1. 「顧客本位の業務運営」の取組成果の公表状況

（1） 「原則」の採択・KPIの公表状況

• 2019年9月末までに「顧客本位の業務運営に関する原則」（以下「原則」という。）を採択し取組方針を公表

した金融事業者（以下「事業者」という。）は1,729社（2018年9月末比241社増加）。業態的には、保険

会社等・金商業者等へ、同一業態内でも、大手から中小規模事業者へ、と広がりを見せている。

• また、そのうち836社（同420社増加）が「自主的なKPI」を、357社（同318社増加）が「投資信託の販売

会社における比較可能な共通KPI」（以下「共通KPI」という。）を公表している。

• KPI（取組成果）については、取組方針上は、取組成果を「定期的に公表する」と記載しているにも係らず、

未公表な先が見られ、採択事業者には、「原則」に則り、取組成果（自主的なKPIや共通KPI）の公表が望ま

れる。

• このほか、取組成果として、投資信託の共通KPIのみの公表に止まり、その他の取組成果が未公表で

あったり、定性情報のみで定量情報がなく、進捗状況がわかりにくい事例も見られる。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【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9月末時点）』及び「金融
事業者リストの今後の公表方法及び取組成果の公表に関する留意事項について」を公表

金融規制
Financial Regulation Update ―日本

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他
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（2） 共通KPI

①運用損益別顧客比率＊

* 投資信託を保有している顧客に投資信託を保有している顧客について、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用

損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標

• 下記表の通り、19年9月末時点で、19年3月末基準の運用損益率0％以上顧客比率（単純平均）は、全業

態平均で66％（274社平均）と、前年比12％上昇。ボリュームゾーンは、-10％以上0％未満（18年3月末

基準）から、0％以上+10％未満（19年3月末基準）へシフト。（前回報告時と同様）業態別では、対面証券

や地域銀行対比、投資運用会社や協同金融が良好な水準にある。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

■投資信託の運用損益別顧客比率（全公表事業者の単純平均）

（注1） 18年３月末基準は、19年９月末までに金融庁に報告があった金融事業者（137先）の
公表データを集計（単純平均）

19年３月末基準は、19年９月末までに金融庁に報告があった金融事業者（274先）の
公表データを集計（単純平均）

（注2） JAバンクは全国ベースの数値を計上

（資料）金融庁

■投資信託の運用損益別顧客比率（業態別の単純平均）

（注1） 基準日19年３月末。19年９月末までに金融庁に報告があった金融事業者
（274先）の公表データを集計（単純平均）

（注2） 各業態の右端のパーセンテージは、運用損益率0％以上の顧客割合（小数点
以下四捨五入）

（注3） 各業態の右側の（）内数値は、公表先数、（注4）協同金融にＪＡバンクを含む

（資料）金融庁

（出典：金融庁）
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• 運用損益別顧客比率については、下記のとおり。128社（19年6月末対比20社増加）が、時系列公表。主要

行等や地域銀行で、運用損益率0％以上顧客比率が上昇した先が多い一方、対面証券では、下落先が多い。

• 各社の顧客数を加味（保有顧客数加重平均化）したところ、運用損益率0％以上の顧客比率は、単純平均

に比して、18年3月末値が6％上昇（54→60％）、19年３月末基準値では1％低下（66→65％）し、上昇幅

は5％となった。投資信託保有顧客の約2/3が運用収益である状況は変わらず（19年3月末基準）。一方、

加重平均化により19年3月末基準の運用損益率0％以上顧客比率に変化が見られた業態は、対面証券

（14％上昇）、ネット証券（6％上昇）、投資運用業者（6％低下）。

②投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

• コスト・リターン/リスク・リターンの業態別傾向は前回報告時から変わらず。ネット系証券や投信会社では、

低コスト・高リスクで高リターンを、協同金融では、低コスト・低リスクで全業態平均的なリターンを確保。

（3） 共通KPIに関連する公表状況

• 2018年3月末基準の共通KPIを公表しているにも係らず、19年3月末基準を公表していない事業者も散見

される。

• 一方で、共通KPIに加え、関連する自主的なKPIもあわせて公表する販売会社も一部に見られる。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

■投資信託の運用損益率０％以上顧客比率の時系列
変化の状況（単純平均；業態別）

■投資信託の運用損益率区分別の時系列変化（単純平均；全業態）

（注1） 運用損益別顧客比率を、18年３月末基準・19年３月末基準いずれに
関しても公表（時系列公表）し、19年９月末までに金融庁に報告があっ
た事業者（128社）を集計（保険は該当なし）。（ ）内の数字は、該当事
業者数

（注2） 協同金融は信金・信組・労金。JAバンクは該当なし

（資料）金融庁

（注1） 19年９月末までに金融庁に報告があった金融事業者（128先）

（注2） 今回、協同金融は信金・信組・労金。JAバンクは該当なし。

（資料）金融庁
（出典：金融庁）
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2. 金融事業者リストの今後の公表方法

• 本年12月時点の取りまとめ時からは、取組方針を公表の上、取組成果（自主的なKPI・共通KPIのいずれか

又は両方）を公表している事業者のみ、事業者リストに記載する。

3. 「顧客本位の業務運営」の取組成果の公表に関する留意事項

必須事項

• 自主的なKPIについて

• 共通KPI以外に定量的な取組成果を公表した場合に、自主的なKPIを公表した事業者として集計する。

• 自主的なKPIの指標を策定し、自主的なKPIを未公表の場合、又は定性的な取組成果のみを公表された

場合、共通KPI以外に定量的な取組成果を公表していない場合には自主的なKPIを公表したと認められない。

• 共有KPIについて

• 共通KPIを公表する際は、時系列で公表することと（初年度は1年分、次年度は過去2年分、3年度以降は、

過去3年分を公表）定めている（共通KPIの定義参照）ことから、すでに平成30年3月末基準の共通KPI公表

事業者で、平成31年3月末基準を新たに公表する場合には、平成30年3月末基準についても併せて掲載

する。

任意事項

• 共通KPIについて、運用損益別顧客比率について、小数点第1位まで（第2位を四捨五入）を公表する。

• 報告フォーマット提出する際には、運用損益別顧客比率の割合の基礎となる顧客数を報告フォーマットに記入

する。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【EY Viewpoint】

• 金融庁は、原則の採択・取組方針の公表事例は増加しているものの、依然として「原則の文言を過度に簡略した

り若干変えた程度のものが散見される」としており、「原則の趣旨・精神を自ら咀嚼し、具体的に実践する姿勢が

欠如している」と指摘している。

• さらに、「自主的なKPIの中には、顧客の関心度が低い指標もある」としており、顧客にとって真に必要な情報が

何かの観点で、現行指標を精査した上で、必要に応じて、現行指標の見直しや新たな指標の設定を求めている

ものと考えられる。

• 共通KPIに合わせて自主的なKPIも公表する販売会社については、「自社の取組成果の明瞭化や「長期・積立・

分散」の有効性評価といった各事業者の着意を示すものであり、金融庁としてはこうした分析方法や公表先の

拡がりを共通KPIの見直し（改善）を検討する際の参考としたい」としている。

• 今後は、現行指標の見直しや新たな指標の設定が進むとともに、各社の取り組みが共通KPIにも反映されていく

ものと考えられる。
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【概要】

• 2019年4月24日、金融庁・東京証券取引所に設置された「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・

コードのフォローアップ会議」において、「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性」と題する

意見書が公表された。その中で、スチュワードシップ・コードの更なる改訂が提言された。

• 金融庁はスチュワードシップ・コードに関する論点について、有識者検討会の第1回目を2019年10月2日に開催し、

2019年12月11日の第3回目まで開催されたところである。

• 第3回目の「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」において、従前の議論を踏まえてスチュワードシップ・

コードの改訂案が取りまとめられ、2019年12月20日に公表された。

• 今回は、スチュワードシップ・コードの主な改訂案及び改訂案についての検討会における議論の内容等を示す。

【スチュワードシップ・コードの受入機関数の推移】

• 2014年2月のスチュワードシップ・コード策定以降、受入機関数は継続的に増加し、2019年9月30日時点で269

機関が受入を表明している。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【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～（案）』を公表

金融規制
Financial Regulation Update ―日本

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他

（出典：金融庁「スチュワードシップ・コードをめぐる状況と論点等について」
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【スチュワードシップ・コードの改訂の方向性】

• フォローアップ会議にて、以下の足元の課題を踏まえたスチュワードシップ・コードの改訂の方向性が示されていた。

認識された課題は下記のとおり。

課題① 運用機関：議決権行使の理由の説明など対話の活動についての開示が不十分

課題② アセットオーナー：企業年金のスチュワードシップ活動の範囲の理解が不十分

助言会社：助言の策定に必要な体制整備や企業との意見交換が不十分

【スチュワードシップ・コードの改訂案の主な内容】

• フォローアップ会議を踏まえて、有識者検討会において議論がなされ、改訂案が示された。

改訂案の主な内容は下記のとおり。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

前文における主な改訂項目等 内容等

スチュワードシップ責任の定義 • 建設的な対話等を通じ、企業価値の向上や企業の持続的成長を促すことで、顧客・
益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ると定義されていたところ、建設的な対話
等に関して、運用資戦略に応じたサステナビリティの考慮等に基づくことも想定した
記載とした。

機関投資家向けサービス提供者 • 議決権行使助言会社及び年金運用コンサルタントを念頭に置きつつ、当該サービス
提供者の定義は、機能に着目し「機関投資家から業務の委託等を受け、機関投資家
が実効的なスチュワードシップ活動を行うことに資するサービスを提供している主体」
とした。

• 機関投資家向けサービス提供者のみに該当するスチュワードシップ・コード原則8を
新設した。

日本の上場株式以外の債券等の
資産へのコードの適用

• 改訂案においては、引き続き、日本の上場株式への投資を行う場合を念頭におきつ
つ、スチュワードシップ責任の遂行に資する限りにおいて、他の資産に投資を行う
場合にも適用可能と明記。

（出典：金融庁「スチュワードシップ・コードをめぐる状況と論点等について」

課題① 運用機関：議決権行使の理由の説明など対話の活動についての開示が不十分

課題② アセットオーナー：企業年金のスチュワードシップ活動の範囲の理解が不十分

課題③ 議決権行使助言会社：助言の策定に必要な体制整備や企業との意見交換が不十分
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原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

指針 議論の内容等

• 指針1－1

機関投資家は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に
応じたサステナビリティ（ESG要素を含む中長期的な持続可能性）の考慮*に基づく
建設的な「目的を持った対話」などを通じて、当該企業の企業価値の向上やその持続
的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るべきで
ある。

• サステナビリティ（ESG要素を含む
中長期的な持続可能性）を定義す
る旨を記載。

• 指針1－2

機関投資家は、こうした認識の下、スチュワードシップ責任を果たすための方針、すな
わち、スチュワードシップ責任をどのように考え、その考えに則って当該責任をどのよう
に果たしていくのか、また、顧客・受益者から投資先企業へと向かう投資資金の流れ
（インベストメント・チェーン）の中での自らの置かれた位置を踏まえ、どのような役割を
果たすのかについての明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

その際、運用戦略に応じて、サステナビリティに関する課題を考慮するか、考慮する場
合にはどのように考慮するかについて、検討を行った上で当該方針において明確に示
すべきである。

• 各主体の運用戦略によって、サス
テナビリティの考慮の仕方はさまざ
まになる点を記載。

• 指針1－3

アセットオーナーは、最終受益者の利益の確保のため、可能な限り自らの規模や能力
等に応じ、運用機関において実効的なスチュワードシップ活動が行われるよう、運用機
関に促すべきである。アセットオーナーが直接、議決権行使を伴う資金の運用を行う場
合には、自らの規模や能力等に応じ、自ら投資先企業との対話等のスチュワードシップ
活動に取り組むべきである。また、自ら直接的に議決権行使を含むスチュワードシップ
活動を行わない場合には、運用機関に、実効的なスチュワードシップ活動を行うよう求
めるべきである。

• プリンシプルベースを維持しながら
も、アセットオーナーのスチュワード
シップ活動の範囲等の明確化を
図った記載。

• コードは、直接、資金の運用を行っ
ていないアセットオーナーについて
は、運用機関に実効的なスチュ
ワードシップ活動を促すということ
を求めており、必ずしも企業との対
話とか、議決権行使等を自ら行うこ
とまでは想定していないという点を
明確化。

• 指針1－4

アセットオーナーは、自らの規模や能力等に応じ、運用機関による実効的なスチュワー
ドシップ活動が行われるよう、運用機関の選定や運用委託契約の締結に際して、議決
権行使を含め、スチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を運用機関に対し
て明確に示すべきである。特に大規模なアセットオーナーにおいては、インベストメント・
チェーンの中での自らの置かれている位置・役割を踏まえ、運用機関の方針を検証なく
単に採択するのではなく、スチュワードシップ責任を果たす観点から、自ら主体的に検
討を行った上で、運用機関に対して議決権行使を含むスチュワードシップ活動に関して
求める事項や原則を明確に示すべきである。

• プリンシプルベースの枠組みの中
で、自らの置かれた状況に応じて、
コードの趣旨に鑑みて、スチュワー
ドシップ活動を行う点を記載。

• 指針1－5

アセットオーナーは、自らの規模や能力等に応じ、運用機関のスチュワードシップ活動
が自らの方針と整合的なものとなっているかについて、運用機関の自己評価なども活
用しながら、実効的に運用機関に対するモニタリングを行うべきである。このモニタリン
グに際しては、運用機関と投資先企業との間の対話等のスチュワードシップ活動の
「質」に重点を置くべきであり、運用機関と投資先企業との面談回数、・面談時間や議決
権行使の賛否の比率等の形式的な確認に終始すべきではない。

• プリンシプルベースの枠組みの中
で、自らの置かれた状況に応じて、
コードの趣旨に鑑みて、スチュワー
ドシップ活動を行う点を記載。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

* 太字下線は改訂版での追加項目。取消線は、改訂版での削除項目。以下、同様。
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原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきで
ある。

指針 議論の内容等

• 指針2－3

運用機関は、顧客・受益者の利益の確保や利益相反防止のため、例えば、独立した
取締役会や、議決権行使の意思決定や監督のための第三者委員会などのガバナンス
体制を整備し、これを公表すべきである。

• 原則2に沿って、利益相反管理方
針の一部として広く公表することを
想定しており、「公表すべき」を追加。

原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握
すべきである。

指針 議論の内容等

• 指針3－3

把握する内容としては、例えば、投資先企業のガバナンス、企業戦略、業績、資本構造、
事業におけるリスク・収益機会（社会・環境問題に関連するものを含む）及びそうした
リスク・収益機会への対応など、非財務面の事項を含む様々な事項が想定されるが、
特にどのような事項に着目するかについては、機関投資家ごとに運用方針運用戦略に
は違いがあり、また、投資先企業ごとに把握すべき事項の重要性も異なることから、
機関投資家は、自らのスチュワードシップ責任に照らし、自ら判断を行うべきである。
その際、投資先企業の企業価値を毀損するおそれのある事項については、これを早期
に把握することができるよう努めるべきである。

• 運用方針にかえて、前文の表記に
併せて、「運用戦略」に記載を改訂。

原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に
努めるべきである。

指針 議論の内容等

• 指針4－2

機関投資家は、サステナビリティを巡る課題に関する対話に当たっては、運用戦略と整
合的で、中長期的な企業価値の向上や企業の持続的成長に結び付くものとなるよう意
識すべきである。

• サステナビリティの課題に関する
対話に当たっては、運用戦略と
整合的で、企業の持続的な成長と
中長期的な企業価値の向上に
結びつくものとなるよう意識すべき
という指針の追加。

• 指針4－5

機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、単独でこうした対話を行う
ほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行うこと（集団的協働エンゲージ
メント）が有益な場合もあり得る。

• 英国のコードにおいて”collective
engagement”から”collaborative
engagement”へと用語が変更され
ており、平仄をとる形で「協働エン
ゲージメント」に変更。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints
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原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式
的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

指針 議論の内容等

• 指針5－3

機関投資家は、サステナビリティを巡る課題に関する対話に当たっては、投資戦略と整
合的機関投資家は、議決権の行使結果を、少なくとも議案の主な種類ごとに整理・集
計して公表すべきである。また、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすための
方針に沿って適切に議決権を行使しているか否かについての可視性をさらに高める観
点から、機関投資家は、議決権の行使結果を、個別の投資先企業及び議案ごとに公
表すべきである。それぞれの機関投資家の置かれた状況により、個別の投資先企業及
び議案ごとに議決権の行使結果を公表することが必ずしも適切でないと考えられる場
合には、その理由を積極的に説明すべきである。

議決権の行使結果を公表する際、機関投資家が議決権行使の賛否の理由について対
外的に明確に説明することも、可視性を高めることに資すると考えられる。

特に、外観的に利益相反が疑われる議案や議決権行使の方針に照らして説明を要す
る判断を行った議案等、投資先企業との建設的な対話に資する観点から重要と判断さ
れる議案については、賛否を問わず、その理由を公表すべきである。

• 議決権行使に係る賛否の理由につ
いて、利益相反関係が懸念される
企業の議案等については、開示す
べきという議論があった。

• そのため、特に外観的に利益相反
があると疑われる投資先企業の議
案や議決権行使の方針とは異なる
判断を行った議案も含め、企業と
の建設的な対話に資する観点から
重要と判断される議案については、
賛否を問わず、理由を公表すべき
とされた。

• 指針5－4

機関投資家は、議決権行使助言会社のサービスを利用する場合であっても、議決権行
使助言会社の人的・組織的体制の整備を含む助言策定プロセスを踏まえて利用するこ
とが重要であり、議決権行使助言会社の助言に機械的に依拠するのではなく、投資先
企業の状況や当該企業との対話の内容等を踏まえ、自らの責任と判断の下で議決権
を行使すべきである。仮に、議決権行使助言会社のサービスを利用している場合には、
議決権行使結果の公表に合わせ、その旨当該議決権行使助言会社の名称及び当該
サービスをどのようにの具体的な活用したのか方法についても公表すべきである。

• 助言会社の助言策定プロセスを踏
まえて利用することが重要である旨、
また、利用する場合には当該助言
会社の名称とその具体的な活用方
法についても公表すべきとした。

• 指針5－5

議決権行使助言会社は、企業の状況の的確な把握等のために十分な経営資源を投入
し、また、本コードの各原則（指針を含む）が自らに当てはまることに留意して、適切に
サービスを提供すべきである。

また、議決権行使助言会社は、業務の体制や利益相反管理、助言の策定プロセス等
に関し、自らの取組みを公表すべきである。

• 新設された原則8に移動したため、
削除。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints
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原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に
応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備え
るべきである。

指針 議論の内容等

• 指針7－1

機関投資家は、投資先企業との対話を建設的なものとし、かつ、当該企業の持続的
成長に資する有益なものとしていく観点から、投資先企業やその事業環境等に関する
深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業と
の対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えていること
が重要である。

このため、機関投資家は、こうした対話や判断を適切に行うために必要な体制の整備
を行うべきである。

• スチュワードシップ活動に際して、
運用戦略に応じたサステナビリティ
等も考慮をする点を記載。

• 指針7－4

機関投資家は、本コードの各原則（指針を含む）の実施状況を適宜の時期に省みること
により、本コードが策定を求めている各方針の改善につなげるなど、将来のスチュワー
ドシップ活動がより適切なものとなるよう努めるべきである。

特に、運用機関は、持続的な自らのガバナンス体制・利益相反管理や、自らのスチュ
ワードシップ活動等の改善に向けて、本コードの各原則（指針を含む）の実施状況を
定期的に自己評価し、投資先企業との対話を含むスチュワードシップ活動の結果をと
合わせて公表すべきである。その際、これらは自らの運用戦略と整合的で、中長期的
な企業価値の向上や企業の持続的成長に結び付くものとなるよう意識すべきである。

• 運用機関に向けて、自己評価に加
え、スチュワードシップ活動の結果
を公表する際、企業の持続的な成
長と中長期的な企業価値の向上に
結びつくものとなるよう意識すること
を促す記載。
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【EY Viewpoint】

• スチュワードシップ・コードが2017年5月、コーポレートガバナンス・コードが2018年6月に改訂される中で、コー

ポレートガバナンス改革には一定の進捗が見られるものの、より実効性を高めるべきでないかとの指摘もなされ

ており、更なるスチュワードシップ・コードの改訂の必要性が提言されている。

• 改訂にあたっては、投資家と企業の対話の質の向上、議決権行使助言会社や年金運用コンサルタント等による

機関投資家への助言やサポートが、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう促すこと

が重要とされており、今後の動向・議論に注視する必要がある。

• 現在コードを受け入れている機関投資家等に対して、改訂版コードの公表の遅くとも6カ月後までに、改訂内容

に対応した公表項目の更新を行うことが期待されていることから、各社においても改訂に対応したスチュワード

シップ・コードに対応する考え方や取組を検討する必要がある。

原則8
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベ
ストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

指針 議論の内容等

• 指針8－1

議決権行使助言会社・年金運用コンサルタントを含む機関投資家向けサービス提供者
は、利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、これをどのように実効的に管理する
のかについての明確な方針を策定して、利益相反管理体制を整備するとともに、これら
の取組みを公表すべきである。

• 機関投資家向けサービス提供者全
体に適用される指針であり、基本
的に利益相反管理体制を整備する
とともに、これらの取組みを公表す
べき旨を記載。

• 指針8－2

議決権行使助言会社は、運用機関に対し、個々の企業に関する正確な情報に基づく
助言を行うため、日本拠点の設置を含め十分かつ適切な人的・組織的体制を整備すべ
きであり、透明性を図るため、それを含む助言策定プロセスを具体的に公表すべきで
ある。

• 日本拠点の設置を含め、十分かつ
適切な人的・組織的体制を整備す
べきとしている。

• 透明性を図るため、そうした体制を
含む助言策定プロセスを具体的に
公表すべきとしている。

• 指針8－3

議決権行使助言会社は、企業の開示情報のみに基づくばかりでなく、必要に応じ、自ら
企業と積極的に意見交換しつつ、助言を行うべきである。

助言の対象となる企業から求められた場合に、当該企業に対して、前提となる情報に
齟齬がないか等を確認する機会を与え、当該企業から出された意見も合わせて顧客に
提供することも、助言の前提となる情報の正確性や透明性の確保に資すると考えら
れる。

• 議決権行使助言会社が、企業の開
示情報のみならず、企業と積極的
に意見交換をすべき旨を記載。

• 企業の求めに応じ、助言の前提情
報について確認する機会を企業に
与えることや、企業から出された意
見を顧客に提供することも有益で
あると考えられる旨を記載。
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【概要】

• 企業会計基準委員会（ASBJ）は2018年3月30日に、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準として、

以下の企業会計基準及びその適用指針を公表した。

• 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（以下「2018年会計基準」という。）

• 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」

• 2018年会計基準においては、注記について、2018年会計基準を早期適用する場合の必要最低限の注記（企業

の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する

通常の時点））のみ定め、2018年会計基準が適用される時（2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業

年度の期首）までに、注記事項の定めを検討することとしていた。また、収益認識の表示に関する次の事項につい

ても同様に、2018年会計基準が適用される時までに検討することとしていた。

（1） 収益の表示科目

（2） 収益と金融要素の影響（受取利息又は支払利息）の区分表示の要否

（3） 契約資産と債権の区分表示の要否

• 上記の経緯を踏まえ、2019年10月30日に、企業会計基準委員会より、以下の会計基準等の公開草案（以下「本

公開草案」という。）が公表された。

• 企業会計基準公開草案第66号（企業会計基準第29号の改正案）

「収益認識に関する会計基準（案）」（以下「本会計基準改正案」という。）

• 企業会計基準適用指針公開草案第66号（企業会計基準適用指針第30号の改正案）

「収益認識に関する会計基準の適用指針（案）」（以下「本適用指針改正案」という。）

• 企業会計基準公開草案第67号（企業会計基準第12号の改正案）

「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」

• 企業会計基準適用指針公開草案第67号（企業会計基準適用指針第14号の改正案）

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（案）」

• 企業会計基準適用指針公開草案第68号（企業会計基準適用指針第19号の改正案）

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針（案）」

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【企業会計基準委員会】企業会計基準公開草案第66号「収益認識に関する会計基準（案）」等を公表

会計
Accounting Update ―日本

金融規制制度動向トピック 会 計 税 制 その他
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【本公開草案のポイント】

1. 表示（本会計基準改正案第91項から第94項）

収益認識の表示を以下のとおり定めることが提案されている。

2. 注記事項（本会計基準改正案第91項から第94項）

収益認識の注記を以下のとおり定めることが提案されている。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

（1）顧客との契約から生じる収益の区分表示又は注記及び表示科目

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第78-2項及び本適用指針
改正案第104-2項

► 顧客との契約から生じる収益の額を、企業の実態に応じて、適切な科目をもって損益計算書に
表示するか、注記する。また、顧客との契約から生じる収益は、例えば、売上高、売上収益、
営業収益等として表示する。

（2）契約資産と顧客との契約から生じた債権の区分表示又は注記

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第79項及び第158項

► 2018年会計基準では、契約資産と債権を貸借対照表において区分表示せず、かつ、それぞ
れの残高を注記しないことができることとされていたが、本会計基準改正案第79項では、契約
資産と顧客との契約から生じた債権を貸借対照表に区分して表示するか、貸借対照表に区分
して表示しない場合は、それぞれの残高を注記する。

（3）顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合の取扱い

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第78-3項

► 顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の
影響（受取利息又は支払利息）は、損益計算書において区分して表示する。

（1）注記事項の開発にあたっての基本的な方針

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第101-2項から第101-6項

► 注記事項の検討を進めるにあたっての基本的な方針として、次の対応を行う。

①包括的な定めとして、IFRS第15号と同様の開示目的及び重要性の定めを本会計基準改
正案に含める。また、原則としてIFRS第15号の注記事項のすべての項目を本会計基準改
正案に含める。

②企業の実態に応じて個々の注記事項の開示の要否を判断することを明確にし、開示目的
に照らして重要性に乏しいと認められる項目については注記しないことができることを明確
にする。

（2）重要な会計方針の注記

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第80-2項及び第80-3項
並びに第162項

► 顧客との契約から生じる収益に関して、次に定める項目を重要な会計方針として注記する。
（これらは2018年会計基準の早期適用時の注記事項であった）

①企業の主要な事業における主な履行義務の内容

②企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

► ただし、上記に定める項目以外にも、「収益を理解するための基礎となる情報」として記載する
こととした内容のうち、重要な会計方針に含まれると判断した内容については、重要な会計方
針として注記する。
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（3）収益認識に関する注記

①開示目的

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第80-4項及び第80-5項
並びに第164項及び
第165項

► 「注記事項の開発にあたっての基本的な方針」に記載した基本的な方針のもと、顧客との契約
から生じる収益に関する情報を注記するにあたっての包括的な定めとして開示目的「顧客との
契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用
者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示すること」を設ける。開示目的を達
成するための収益認識に関する注記として、次の項目を示すことが提案されている。

i. 収益の分解情報（下記②参照）

ii. 収益を理解するための基礎となる情報（下記③参照）

iii.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報（下記④参照）

②（注記事項）収益の分解情報

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第80-10項及び第80-11項
並びに本適用指針改正案
第106-3項から第106-5項

► 当期に認識した顧客との契約から生じる収益について、収益及びキャッシュ・フローの性質、金
額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解した情報の注記を求め
る。また、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（以下「セグメント
情報等会計基準」という。）を適用している場合、収益の分解情報と、セグメント情報等会計基
準に従って各報告セグメントについて開示する売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解
できるようにするための十分な情報を注記する。

③（注記事項）収益を理解するための基礎となる情報

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第80-12項から第80-19項
及び本適用指針改正案
第106-6項及び第106-7項

► 顧客との契約が、財務諸表に表示している項目又は収益認識に関する注記における他の注記
事項とどのように関連しているのかを示す基礎となる情報として、次の事項を注記する。

i. 契約及び履行義務に関する情報

ii. 取引価格の算定に関する情報

iii.履行義務への配分額の算定に関する情報

iv.履行義務の充足時点に関する情報

v. 本会計基準の適用における重要な判断

④（注記事項）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

基準該当範囲 内容

本会計基準改正案
第80-20項及び第189項
並びに本適用指針改正案
第106-8項及び第191項

本会計基準改正案
第80-21項から第80-24項
及び第190項から第202項

► 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報として、「契約資産及び契約負債の残
高等」及び「残存履行義務に配分した取引価格」について以下の事項を注記する。

► 「契約資産及び契約負債の残高等」

i. 顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債の期首残高及び期末残高（区分し
て表示又は注記していない場合）

ii. 当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

iii.当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動がある場合のその内容

iv.履行義務の充足の時期が通常の支払時期にどのように関連するのか及びそれらの要因が
契約資産及び契約負債の残高に与える影響の説明

► 「残存履行義務に配分した取引価格」

i. 当期末時点で未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格の総額

ii. i.に従って注記した金額を、企業がいつ収益として認識すると見込んでいるのか次のいず
れかの方法により注記

a 残存履行義務の残存期間に最も適した期間による定量的情報を使用した方法

b 定性的情報を使用した方法

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints
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3. 適用時期及び経過措置（本会計基準改正案第81項から第83-2項及び第89-3項から第89-5項）

適用時期及び経過措置について、次のように取り扱うことが提案されている（本公開草案が最終化された場合の本

会計基準改正案及び本適用指針改正案を合わせて「改正会計基準等」とする）。

（1） 改正会計基準等は、2018年会計基準の適用日を踏襲し、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び

事業年度の期首から適用する。

（2） 早期適用として、2020年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から改正会計基準等を

適用することができる。さらに、2020年4月1日から2021年3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度

の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することもできる。

（3） 改正会計基準等の適用初年度に改正会計基準等の適用により表示方法の変更が生じる場合には、当該変更

は、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に定める会計基準又は法令等

の改正による表示方法の変更として取り扱う。

（4） 表示方法の変更が生じる場合には、適用初年度の比較情報（注記事項を含む前連結会計年度の連結財務

諸表及び注記事項を含む前事業年度の個別財務諸表）について、新たな表示方法に従い組替えを行わない

ことができる。また、この場合には、適用初年度において、影響を受ける連結財務諸表及び個別財務諸表の

主な表示科目に対する影響額を記載する。

（5） 改正会計基準等の適用初年度においては、改正会計基準等において定める注記事項を適用初年度の比較

情報に注記しないことができる。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【EY Viewpoint】

• 本公開草案は、開示目的を示すことで企業自身が開示する内容を判断することを提案している点に特徴がある。

従って従前までの個別の会計基準で定める個々の注記事項の区分に従った注記が行われる形式と異なり、

企業は自身の状況を勘案し、開示目的を十分理解した上での判断を行うことが重要となる。

• 本公開草案は収益認識の開示に関して扱ったものであり、企業の主な営業活動からの成果を把握し、経営成績

を表示する指標として各企業にとって重要性が非常に高い。2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び

事業年度での適用に向けて自社への影響を調査し、新たに必要となる開示のためのデータを集計するプロセス

の構築を検討する必要がある。
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【概要】

• 2019年12月12日に自由民主党・公明党より「令和2年度税制改正大綱」が公表された。

• 令和2年度税制改正大綱のうち、金融関連税制と金融機関に特有の主な改正点は以下のとおり。

詳細は、以下のEY税理士法人のアラートを参照。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20191226-01.html

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20191227-01.html

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20191213-02.html

【主な内容】

1. NISA制度の拡充及びジュニアNISAの終了

（1） つみたてNISAの勘定設定期間が5年延長され2042年12月31日までとされる。また、現行の一般NISAが

2023年に終了することに伴い、新たに2階建ての制度（特定非課税累積投資契約（仮称）に係る非課税措置）

に見直され、つみたてNISAとの選択制となる。1階部分（投資上限年間20万円）は現行のつみたてNISAに

類似した制度とされ、2階部分（上限年間102万円まで）は現行の一般NISAを踏襲した制度となる。

（2） ジュニアNISA制度は延長せずに2023年で終了することとされる。

2. 連結納税制度の見直し（グループ通算制度への移行）

現行の連結納税制度に変えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算・

申告を行いつつ損益通算等の調整を行う「グループ通算制度」が導入される。現行の連結納税制度における損益

通算等の基本的な枠組みは維持しつつ、企業事務負担の軽減に配慮した見直しが行われる。

このグループ通算制度は、2022年4月1日以後開始事業年度から適用が開始される。また、現行の連結納税制度

からの移行に関する経過措置も講じられる。

主な見直しの内容は以下のとおり。

• グループ通算制度の適用対象及び適用方法は、親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点及び青色申告

の承認を前提とする点を除き、基本的に連結納税制度と同様とされる。

• 開始・加入時の時価評価課税・欠損金の持込み等について、組織再編税制と整合性がとれた制度にすることで、

時価評価課税や繰越欠損金の切り捨ての対象が縮小される。

• 受取配当等の益金不算入制度における株式区分、研究開発税制及び外国税額控除については、現行制度と

同様、グループ全体での調整計算やグループ全体での税額控除額が維持される。

• グループ通算制度の導入に伴う、単体納税制度でも100％グループでの調整を取り入れることとされる（受取

配当等益金不算入制度における株式区分の判定、負債利子控除額の計算等）。

• 連結納税制度を適用している連結法人は、グループ通算制度への移行時に当該制度を適用しない旨の届出書

を提出する場合を除き、自動的にグループ通算制度に移行される。
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【自由民主党・公明党】「令和2年度税制改正大綱」を公表

税制
Tax Update 
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https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20191227-01.html
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20191227-01.html
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3. オープンイノベーション促進税制の創設

事業会社等が、2020年4月1日から2022年3月31日までの間に、一定の要件を満たすベンチャー企業の株式を

出資払込により取得し、その取得価額の25％以下の金額を特別勘定として経理したときは、その事業年度の所得

の金額を上限として、当該金額の損金算入が認められる。

当該出資払込金額は1億円以上（中小企業からの出資は1,000万円以上、外国法人への出資は5億円以上）で

あることが求められており（ただし払込金額の上限あり）、当該制度の適用を受けた事業会社等が当該株式を譲渡

した場合等一定の事由に該当する場合には、5年間保有した株式を除き、特別勘定のうち対応する部分を取り崩し

益金算入することとされる。

4. 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例

個人の不動産所得金額の計算上、国外不動産所得に損失が生じた場合には、その損失額のうち、簡便法により

耐用年数を計算した国外中古建物の減価償却費相当部分については、損失が生じなかったものとみなし、損益

通算等ができないこととされる。2021年分以後の所得税から適用される。

5. その他

上記の他、ウェルス＆アセットマネジメント業界に関連すると考えられる主な改正項目は以下のとおりである。

（1） CRSに基づく情報交換（非居住者に係る金融口座情報の自動的交換）のための報告制度等の見直し

（2） 時価の算定に関する会計基準の見直しに伴う所要の措置

（3） インフラ投資法人の導管性要件における保有資産要件の特例措置の適用期限延長

（4） 投資法人等の外国合算税制適用時における配当等に係る二重課税の調整
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【EY Viewpoint】

• NISA制度の拡充については、少額からの積立・分散投資がさらに促進することが期待される一方で、制度内容

の変更により提供する投資信託等の商品設計の検討・確認、制度変更対応のための事務処理等の見直し、

業務負荷及びシステム対応が追加的に発生することが想定される。

• グループ通算制度への移行に伴い、今後採用する税務方針（グループ通算制度を適用するか、単体納税制度

を適用するか）について検討・整理していく必要がある。また、これに伴う税金及び税効果に係る会計処理、並び

に決算・申告プロセスの見直しについても確認する必要があると考えられる。

• オープンイノベーション促進税制については、ベンチャーキャピタル等を通じたベンチャー企業等への投資機会

の拡大につながるものと考えられるが、当該税制における出資額の上限の有無、既存投資先に対する追加

出資の場合の取扱い等、税制改正大綱では明らかではない部分もあるため今後制定される内容を確認する

必要がある。

• 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例については、富裕層・オーナー系資産管理会社における

資産運用方針・プランニングに影響を及ぼす可能性がある。
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【概要】

• 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の次期中期目標（2020～2024年度）について、厚生労働省の社会

保障審議会資金運用部会で審議が行われている。

• 厚生労働省のホームページ上で、「次期中期目標について（これまでの議論の整理）」（2019年12月19日）を公開

している。

【議論の経過及び今後のスケジュール】

• GPIFの次期中期目標についての議論のスケジュールは、以下のとおりである。

• 2019年10月以降 GPIFの次期中期目標における運用目標（審議）、GPIFの次期中期目標に向けた検討

• 2020年1月～2月 次期中期目標（案）の審議

• 2020年2月～3月 次期中期目標（案）の諮問･答申、厚生労働大臣がGPIFへ次期中期目標を指示

• 2020年3月 GPIFから提出された次期中期計画（案）の審議（諮問・答申）

【次期中期目標に向けた検討にあたっての議論】

• GPIFの次期中期目標に向けた検討に当たって、以下の点について議論を進めてきた。

（1） GPIFの運用に求められる基本的考え方

（2） 長期的かつ安定的に運用収益を確保するための取組

• 長期的な収益確保のための分散投資の推進等

• スチュワードシップ責任を果たすための活動、ESGを考慮した投資

• 運用対象の多様化（収益確保の観点からのオルタナティブ資産への投資）

（3） 長期運用の考え方や取組についての国民への情報発信

（4） 高度専門人材等の確保・育成

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【GPIF関連】「次期中期目標について（これまでの議論の整理）」を公表

その他
Other Update
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【次期中期目標に向けた検討にあたっての議論】

• 上記の項目についての議論を踏まえ、次期中期目標において次の事項に留意することが適当ではないかとして

いる。

1. GPIFの運用に求められる基本的考え方

• 年金積立金の運用に当たっては、以下の制度上の枠組みを前提として、引き続き、適切な運用及び組織運営に

努めていくことが必要である。

（1） 年金積立金の運用は、年金積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の年金

給付の貴重な財源であることに特に留意し、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ

効率的に行うことにより、将来にわたって年金事業の運営の安定に資することを目的として行う。（厚生年金

保険法第79条の2、国民年金法第75条）

これにより、「専ら被保険者の利益のため」という目的を離れて他の政策目的や施策実現のために年金

積立金の運用を行うこと（他事考慮）はできない仕組みとなっている。

（2） 外部運用機関への委託運用においては、投資判断の全部を一任する投資一任契約の締結により行う。

（GPIF法第21条等）

これにより、GPIFが金融市場や企業経営に直接の影響を与えないよう、株式運用に当たっては、特定の

企業を投資対象とする等の個別の銘柄選択や指示をすることはできない仕組みとなっている。

（3） GPIFの中期計画は、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ

確実を基本とし、運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第79条の2等の目的に適合する

ものでなければならない。

• また、年金積立金の運用に当たっては、以下の基本的な考え方を踏まえることが必要である。

（1） GPIFは長期運用機関であることから、株式市場や為替市場を含む市場の一時的な変動に過度にとらわれ

ることなく、資産の長期保有により、利子や配当収入を含め、長期的かつ安定的に経済全体の成長の果実

を獲得していくことが重要である。

（2） 公的性格を有するGPIFの特殊性に鑑みると、公的運用機関としての投資行動が市場の価格形成や民間の

投資行動等を歪めることがないように十分留意することが求められる。

（3） 運用資産額が約160兆円であるGPIFは、世界最大級の機関投資家であり、GPIFの行動が市場に与える

影響が大きいことに十分留意することが求められる。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints
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2. 長期的かつ安定的に運用収益を確保するための取組

（分散投資の推進等）

（1） 年金財政上必要とされる長期的な運用利回り（実質的な運用利回り）を確保するよう、長期的な観点からの

基本ポートフォリオを定め、これに基づく分散投資を基本とする。

また、安定的な収益確保のため、運用手法の見直し及び運用受託機関等の選定・管理の強化のための取組を

推進することが必要である。

（スチュワードシップ活動、ESG投資）

（1） 年金積立金の運用の目的の下で、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点から、市場等への

影響に留意しつつ、スチュワードシップ責任を果たすための活動を一層推進することが必要である。

（2） また、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、ESG（環境・社会・ガバナンス）を考慮した投資を推進することについて、あくまでも被保険者の利益のた

めに長期的な収益確保を図る目的で行われるものである等といった年金積立金の運用の基本的な考え方に留

意しつつ、取組を進めることが必要である。併せて、ESG投資がGPIFの運用に求められる基本的な考え方に

則って行われているかを継続的に検証していくことが必要である。

（3） さらに、スチュワードシップ活動やESG投資を進めていくための体制整備を進めることが必要である。

【GPIFのこれまでの取組状況例】

（オルタナティブ資産への投資）

（1） 伝統的資産とリスク・リターン特性が異なるため、分散投資の観点から投資の有用性があるとの観点に立って

投資を行っているオルタナティブ投資について、伝統的資産との投資手法の違いや固有のリスクを踏まえ、

ミドル機能及びバック機能の充実をはじめとした体制強化を図りつつ、伝統的資産とは異なるオルタナティブ

資産固有の考慮要素について十分に検討した上で進めることが必要である。

また、リスク管理及び収益確保の観点からの検証を継続的に行うことが必要である。

【GPIFのこれまでの取組状況例】

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

• 国連責任投資原則（PRI）へ署名（平成27年度）

• 「スチュワードシップ活動原則」及び「議決権行使原
則」を新たに策定し、法人として原則という形で運用
受託機関に対して考え方や期待する事項を明示（平
成29年度）

スチュワードシップ活動

• 国内外株式を対象としたESG指数を選定、これらの
ESG投資に基づくパッシブ運用を開始（平成30年度
末時点で約3.5兆円）

• 運用機関に対し、ESG要素の考慮を要請

ESG投資

（出典：GPIF。EYが加工して作成）

オルタナティブ投資

投資信託を通じた投資（平成26年～）

ファンド・オブ・ファンズを通じた投資（平成29年～）

LPS（リミテッドパートナーシップ）におけるLP（有限責任組合員）を投資手法に追加（平成29年）

（出典：GPIF。EYが加工して作成）
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3. 長期運用の考え方や取組についての国民への情報発信

（1） GPIFにおいて、国民の関心等に応じて戦略的に情報発信や広報活動の在り方を検討し、専門家のみならず

国民やメディアに対する情報発信や広報活動の一層の充実に継続的に取り組むとともに、その評価や効果の

把握・分析に努めることが必要である。

（2）長期運用機関であるGPIFの特性に応じた運用の状況、年金積立金の役割、長期分散投資の効果等について、

厚生労働省とも連携して、引き続き、分かりやすく情報発信していくことが必要である。

（3） GPIFが行うスチュワードシップ活動やESG投資は、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点か

らの取組であることを踏まえ、GPIFが行うスチュワードシップ活動やESG投資の意義を分かりやすく情報発信

することが必要である。また、オルタナティブ投資についても、投資手法や投資対象等を分かりやすく情報発信

することが必要である。

4. 高度専門人材等の確保・育成

（1） GPIFの年金積立金の運用は外部運用機関への委託運用が中心であることや、効率的な業務運営体制を確立

していく観点に特に留意しつつ、運用の高度化・多様化に伴う高度専門人材の確保・育成・定着を図る必要が

ある。

（2） また、組織が大きくなることで生じうる内部統制上の課題を把握しつつ、国民の一層の信頼を確保するよう、

運用手法の高度化や運用対象の多様化に対応したリスク管理体制や、法令等の遵守の確保等を的確に実施

するための内部統制体制を一層強化することが必要である。
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【EY Viewpoint】

• GPIFがESG投資等の様々な活動を行うなか、GPIFの制度上の枠組みを前提とした年金積立金の運用に当たっ

ての基本的な考え方について、引き続き適切な運用及び組織運営に努めることが必要であるとする議論が行わ

れた点が注目される。

• 現行の中期目標策定以降に取組を進めたスチュワードシップ活動、ESG投資や、オルタナティブ投資等について

は、これまでの取組状況や現状の課題も踏まえて、次期中期目標における留意事項が議論されており、今後

公表される中期目標における記載を確認する必要がある。
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