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はじめに
グローバル経済における中国の地位が向上し、中国の財務報告
の強化およびグローバルスタンダードへの整合の必要性は、中
国政府にとって既知のものとなっています。会計基準と財務報
告にかかわる内部統制の質を保つ環境作りのために、中国規制
当局は懸命な取り組みを見せています。さらに、中国自動車産
業の成長のスピードと重要性を考えると、この取り組みは、全
ての関連する会社にとって重要な前進となっています。実際こ
れらの規制に対応するため、多くの中国企業が、人材教育、シ
ステムのアップグレードおよびガバナンス体制の強化を図って
います。多くの多国籍企業がこれらの重要な領域において、経
験と企業内専門家を有しているものの、中国企業にとってはこ
の取り組みが悩みの種となり得ます。これは、協同する機会と
なるでしょう。また、多国籍企業と中国パートナーとの関係を
再考する機会をもたらすでしょう。

現在、中国は世界で第2位の経済大
国であり、最大かつ最も成長してい
る自動車市場となりました。過去30
年間にわたって、このような地位に
踊り出るため中国内外から多額の投
資を呼び込んできました。多国籍企
業にとって、これらの投資水準およ
び関連する事業の相対的重要性が増
大するにつれて、当該事業にかか
わる財務報告と内部統制の重要性も
増してきています。ここ数年におい
て、中国は財務報告と内部統制の品
質を高める2つの重要なステップを
踏みました。

•	 	中国会計準則（CAS）—「旧企業
会計法規」から重要な変更が行わ
れており、IFRSとのコンバージェ
ンスが多く図られています。

•	 企業内部統制基本規範（C-SOX）—
経営者による内部統制評価と内部
統制の有効性にかかわる意見を求
めています。

Autofactsによれば、中国では、
2020年までに2,800万台の自動車を
生産すると言われています。
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•	 規制は原則主義となっています
が、財政部は、特別な環境下にお
けるいくつかの解釈指針を規定し
ています。全体的には、1）遵守
するための負荷を最小限にするた
め、および2）発展途上段階におけ
る変動要因、現地における事業お
よび規制環境へ適応するため、そ
のほか、さまざまな考慮の下に、
解釈、適用および導入に関して裁
量を残しています。また、CASにつ
いては、各管轄区域における導入
時期の違いにも配慮する必要があ
ります。

•	 識別された変動要因に対応し調
整する能力があるか判断するため
に、現存する財務会計および内部
統制のプロセスならびに関連する
リソースを評価する必要がありま
す。解釈、導入および継続的なコ
ンプライアンス事項に当たって、
現地の経理スタッフにより依存し
ている業務については、追加的な
トレーニングおよび能力開発の必
要性を判断するため、特別な評価
が必要となるかもしれません。

•	 中国の自動車産業の断片的な性質
や合弁事業の多様性が、新しい規
制の導入をより一層複雑にし、中
国パートナーとの協力の必要性を
高めます。特に、合弁会社、関連
会社およびそのほか支配力を有し
ない会社など、多国籍企業の影響
力に制限がある場合には重要とな
ります。

•	 認識すべき重要な点は、中国政府
の一連の対応がグローバルスタン
ダードとの迅速かつ完全な一致を
意図していないという点です。む
しろ、中国政府によるこれらの対
応は、中国独自の環境を考慮しな
がら、急速に成長する経済を維持
できる中国独自の高品質な財務経
営インフラを徐々に構築するため
のステップと考えるべきです。	

多国籍企業への
インパクト

上述の影響はあるものの、協調的な
考え方を持ち、中国の規制や事業環
境に対して正しい理解を有する多国
籍企業にとって、これらの2つの規
制は、中国事業における財務報告と
内部統制を大きく改善することがで
きる良い機会となります。	

次ページ以降は、導入時期を含む新
しい制度の内容および旧制度との比
較についての概要説明となります。
加えて、自動車関連企業における企
業の課題、検討事項および機会につ
いて説明しています。	

協調と改善の機会
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CAS—グローバルでの
IFRS採用へ向けた
潮流への参加

新しい制度の内容は？
CASは、1つの基本準則と38の具体
準則から構成されています。CAS
は、従前の中国会計基準（旧企業会
計法規）と大きく異なっており（い
くつかの重要な差異について下表
に記載しています）、IASBが発行

するIFRSに多くの点においてコンバ
ージョンされています。しかしなが
ら、企業が採用する会計方針によっ
て、IFRSと大きな違いが生じる可能
性もあります。	

中国会計準則 旧中国会計準則
企業結合 •	共通支配下にある企業同士の企業結合は、持分プ

ーリング法に類似の会計処理が行われる。
•	共通支配下にない企業同士の企業結合は、パーチ
ェス法により会計処理が行われる。
•	のれんは償却せず、少なくとも毎年度末に減損テ
ストを行うことが求められる。

•	企業の買収や合併は、パーチェス法に類似の会計
処理が行われる。
•	投資差額やのれんは償却される。

連結財務諸表 •	子会社の識別：支配が存在するか否かにより決定。	
	

•	親会社は連結財務諸表を作成しなければならず、
例外は認められない。	
	

•	ジョイントベンチャーを比例連結で処理すること
は認められない。

•	子会社の識別：披投資会社の50％超の持分を有し
ている場合、あるいは50%以下であっても披投資
会社を支配している場合。
•	4つのタイプの企業グループのみが、連結財務諸
表の作成を求められる。外商投資企業グループ
は、ほとんどの場合、連結財務諸表の作成を免除
される。
•	ジョイントベンチャーを比例連結で処理すること
が求められる。

有形固定資産 •	通常の信用期間を超えた有形固定資産の購入代金
の支払いの繰延：有形固定資産の取得価額は、購
入代金の現在価値に基づいて決定されなければな
らない。
•	解体費用:その現在価値が、有形固定資産の取得価
額の一部として含まれる。
•	売却目的で保有する有形固定資産:	 売却目的で保有
する有形固定資産の残存価額は、売却費用控除後
の公正価値で測定されなければならない。
•	有形固定資産の耐用年数、残存価額および償却方
法は、少なくとも毎年度末に見直さなければなら
ない。

•	通常の信用期間を超えた有形固定資産の購入代金
の支払いの繰延:	規定されていない。

•	解体費用:	有形固定資産の取得価額に含められず、
残存価額の純額を見積もる際に考慮される	。
•	売却目的で保有する有形固定資産:	規定されていない。

•	有形固定資産の耐用年数および償却方法は、定期的
に見直さなければならない。



5 CAS and C-SOX 

中国会計準則 旧中国会計準則
長期性資産の
減損

•	資産に減損が生じている可能性を示す内部および
外部の兆候が規定・説明されており、当該事象を
識別するための量的基準は削除されている。

•	資産の回収可能価額は、公正価値から売却費用控
除した金額と資産の使用によって生ずると見込ま
れる将来キャッシュフローの現在価値のいずれか
高い方である。
•	経営者による財務予算・予測に基づく将来キャッ
シュフローの見積期間は、より長い期間が正当化
できない限り、最長で5年と規定されている。
•	減損損失は戻し入れることができない。

•	減損の兆候を識別するための量的基準が規定され
ている。たとえば、長期投資の市場価額が2期連
続で簿価を下回る場合や、建設仮勘定について、
建設工事が中断され3年以内に再開される目途が
ない場合など。
•	回収可能価額は、資産の正味売却価額と将来キャッ
シュフローの現在価値のいずれか高い方である。	

•	経営者による予算・予測に基づく将来キャッシュ
フロー計画の許容される最大見積期間について
は、規定されていない。
•	減損損失は戻し入れることができる。

研究開発費 •	研究段階における支出は、発生時に費用処理される。	
•	開発段階における支出は、一定の基準を満たした場
合に資産計上される。

•	研究開発にかかわる支出は、発生時に費用処理される。

自動車業界特有の会計処理とし
て、CASの導入によって直接もたら
されるものではないが、データの品
質、業務実務の変更ならびに税制お
よびほかの規制の変更などの進歩に
よるものとして、CAS導入プロセス
において考慮すべき分野が存在しま
す。多くの自動車製造業者に該当す
る分野は、製品保証費用と金型費用
の見積もりの2つの分野となります。

•	 製品保証費用の見積もりに当た
っては、経営者が最善の見積もり
を行えるように、さまざまなデー
タ収集と分析を行う必要がありま
す。見積方法は、製品保証に対応
するための、過去の実績および現
在の顧客または市場の状況が考慮
されることになります。ここ数年
で、情報収集プロセスは改善され
ており、結果的に、財務報告目的
の製品保証費用の見積精度は高まっ
ています。

•	 金型費用について、会計基準の
変更が重要な影響を与えないもの
の、中国事業における情報技術の
改善により、使用方法のパターン
に関するより進んだ見方ができる
ようになる可能性があります。そ
の結果、ビジネスがまだ未成熟な
頃に確立されたモデルからの更新が
求められています。	
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中国企業への適用方法は？
CASが発効された当初である2006年
は、全ての上場会社が適用すること
のみが求められていました。非上場
会社は、2008年まで現地の法定財
務報告においてCASに従うことは求
められていませんでした。特定の規
制当局は、CASの適用範囲を徐々に
広げ、大部分の国有企業、金融業に
属する一部の外商投資企業および特
定の省または自治区に所在するその
ほかの企業にまでCASの適用範囲を
拡大させています。	

上述したように、中国の管轄区域ご
とに、異なるCAS適用の時期および
範囲が設定されており、ある管轄区
域の子会社にはCAS適用が求められ
る一方で、ほかの管轄区域の子会社
には求められないという可能性もあ
ります。そのため、CAS適用の差異
が生じることにより、中国以外にお
ける連結財務報告においても潜在的
な差異が生じる可能性があります。
管轄区域ごとに規定されている財務
報告の要求事項および導入に関する

タイムテーブルの棚卸を行うこと
は、全ての企業にとって有用な対応
となります。経営者が、あらゆる差
異を認識し影響度を評価し、当該差
異を減らすことが適切である場合に
会計方針を標準化することは重要な
こととなります。	

導入のタイムテーブルは？
現在まで財政部は、中国における
CAS適用の具体的なタイムテーブル
を公表しておらず、それぞれの管
轄区域において、独自の導入時期を
決めています。たとえば、上海で
は、上海に所在する特定の業界か
つ一定の量的基準を満たす非上場
会社に対して、2011年1月1日から
CASの適用を求めています（すなわ
ち、2011年12月31日終了事業年度
の年度財務諸表に求めています）。

上海に所在する企業の
ケース
上海に所在する企業は、CASを適
用する必要があるかを決定するた
め、製造業、建設業、小売業、卸
売業、運送業、郵便業、ホテル業
のうちのいずれかに該当するかど
うかを最初に判定する必要があり
ます。いずれかの業種に該当する
場合には、CASを適用する必要が
あるか結論付けるため、次にさま
ざまな量的基準を評価する必要が
あり、従業員数、総売上高および
総資産が基準となっています。業
界ごとに設定されているそれぞれ
の基準値範囲の範囲内にあるか、
もしくは、いずれか1つの基準値
範囲を超えている企業はCASの適
用が求められています。たとえ
ば、建設業を営む企業は、社員数

が600人～3,000人の間で、総売上
高が3,000万元（約500万米ドル）
～3億元（約4,600万米ドル）の
間、総資産が4,000万元（約600万
米ドル）～4億元（約6,100万米ド
ル）の間（換算レートは、1米ドル
6,551元と決められている）にある
場合に、CASを適用する必要があ
ります。また、同じ業界で、いず
れかの基準値の上限を超えている
場合にもCASを適用する必要があ
ります。	
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CAS適用の一見するとまとまりのない
タイムテーブルから生じる課題は、
中国パートナーとの業務上の距離感を縮め、
経理機能においてより良い関係を構築するための
機会というプレゼントでもあります。

多国籍企業にとって、
課題や検討事項は何か？
財政部は、その費用対効果を計った
上で、中国におけるCASの強制適用
の範囲を決定しようとしている状況
です。一方、企業はCASの早期適用
を自主的に行うことができます。こ
れは、一見するとまとまりのない
CAS適用のタイムテーブルおよび導
入に当たっての柔軟性が、同じ連結
グループの異なる企業が異なる地域
に所在している場合、CASの適用時
期や会計処理を変えてしまいます。
これは、合弁事業の形態が多様であ
る場合、中国合弁パートナーが多様
である場合、および経営支配の程度
が多様である場合においては、特に
課題となります。そのような1つの
連結グループにおいて異なる会計方
針が存在する状況は、システムと業
務処理、連結処理および内部統制が
非常に複雑となり、効率性を損な
うことになります。また、同時に
M&A、人材調達および人材育成に
おいても複雑さが増すこととなりま
す。しかしながら、これらの課題
は、財務報告の質を高め、会計基準
の適用についての差異や複雑性を減
らし、経理機能においてより良い関
係を構築するために、中国パートナ
ーとより密に仕事をする機会になり
ます。

会計基準の変更は業務の再検討を多
岐に広げ、中国パートナーとより密
に仕事をする機会を提供します。こ
れにより、取引条件、入力内容、情
報収集およびクレーム処理につい
て、効力のある法的義務または権利
および発生実績の観点などから確認
することを可能にします。

会計基準の変更により影響を受けな
い領域にまで踏み込むことにより、
リスク、標準化、機会および内部統
制の改善の領域を明確にすることに
なり、中国の自動車産業におけるビ
ジネスや実務の理解を深めることに
つながります。鍵となるのは、相互
の利害が一致する分野において改善
プロセスを積極的に着手することで
す。このようなプロセスを通じて信
頼と尊敬が生まれ、長期間にわたっ
てその違いを調整し仕事を進めてい
くための相互理解の土台を構築する
ことができます。
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新基準の意義とは？
2008年6月28日、中国は企業の内部
統制のフレームワークに関する包括
的要件を定めた法令を公布した最新
の国になりました。企業の内部統制
に関する基本基準として知られるこ
の新基準は、財政部、会計監査署、
および3つの主要産業管理委員会（中
国証券監督管理委員会＜CSRC＞、
中国銀行監督管理委員会および中国
保険監督管理委員会）によって共同
で公布されました。基本基準は7章
および50条から構成されます。	

この基準の下、経営者は年に一度、
内部統制の有効性を評価し、自己評
価結果を外部公表する必要がありま
す。企業の内部統制の有効性に関す
る独立外部監査人による意見表明は
もともと任意でしたが、2010年4月
に発行された詳細なガイドラインに
よって強制されました。企業と内部
統制監査の契約を締結した会計事務
所は、上記基準およびその補足規定
ならびに職業的専門家に関するガイ
ダンスに従い、内部統制監査を行わ
なければなりません。	

従来の規定との違いは？
それまで外国法令（たとえば、2002
年米国企業改革法)が適用される外国
登録企業を除いて、中国の企業に対
して内部統制評価の実施を義務化す
る包括的要件を定めた法令はありま
せんでした。	基本基準が最初に提起
された際には、内部統制は会社の事
業全てに関して設定すべきであると
いう考え方が、規制監督当局の審議
の背景にありました。そのため、基
本基準自体は、内部統制のあらゆる
側面について規定しています。すな
わち、5つの基礎的構成要素－統制
環境、リスク評価、統制活動、情報
と伝達および、モニタリング－につ
いてはCOSOのフレームワークに大
枠で合致していますが、基本基準は
財務報告にかかわる内部統制と財務
報告以外にかかわる内部統制につい
て同様に重きを置いた内容になって
います。

C-SOX－改善された
中国版内部統制制度の
背景
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基本基準の公布に続いて、主要な監
督当局は、海外（特に米国）の上場
企業に対して、内部統制の導入経験
および取組方法に関する広範囲な事
例研究を実施しました。約2年間の
審議の後に、内部統制監査は「財務
報告にかかわる内部統制」（ICFR）
に焦点を絞るるべきであるという点
を明確にした複数の補足ガイダンス
が、2010年4月26日に公布されまし
た。しかしながら、経営者のICFRに
焦点を当てた内部統制の年次自己評
価制度が強制されるのは、主要な監
督当局によって詳細版Q&Aが公布さ
れた2011年2月以降となります。

中国企業にどのように
適用にされるのか？
基本基準は、上場会社の財務報告プ
ロセスの質を高め、中国の資本市場
を強化するため、中国の上場会社を
対象としています。ただし、2002
年米国企業改革法の公布直後の期間
と同様、当該基準の細則と解釈指針
はまだ検討途中となっています。

米国の自動車関連多国籍企業の中で
は、中国パートナーが上場会社であ
り、多国籍企業が少数派株主となっ
ている合弁会社が最も関連性が高い
でしょう。

現行ルールでは、上場会社とその子
会社は当該基準の影響を受けるでし
ょう。新規に取得された企業はその
年においては評価範囲から除外でき
ます。組織構造、文化、およびほか
の要素の違いを考慮すると、中国企
業の海外事業部門は形式的には評価
の範囲には含まれませんが、どこま
でが評価範囲と考えるかは不明瞭な
部分があります。

中国の上場会社が支配力を有しない
ジョイントベンチャーやそのほかの
投資対象については（つまり連結対
象とならない投資対象）、評価の範
囲には通常入らないとされます。

その一方で、一部の非上場会社につ
いては基本基準を採用するよう推奨
されています。さらに各企業におい
て、法的に必要とされる以上の範囲
を評価範囲とすることも可能です。

適用のタイムテーブルは
どのようになっているか？

中国の上場会社が新たな規制を適用
する際に直面するであろう実務的な
困難性により、タイムテーブルは当
初の2009年7月1日の適用から遅れ
ました。適用は2段階に分けて実施
される予定です。中国市場（A株）
と1つ以上の海外市場に上場してい
る会社は、2011年1月1日から基本
基準の適用となります。また、中国
市場のみで上場している会社は、そ
の翌年（すなわち、2012年1月1日
から）に適用になる予定です。

早期適用は非上場の大規模会社およ
び中規模会社についても推奨されて
います。このため、上場会社および
非上場の大規模会社および中規模会
社は適用に向けた準備をすることが
要請されています。

中小ボードおよび創業ボードの上場
会社に関して特別なタイムテーブル
などは用意されていません。

2011年2月、CSRCは2011年度すな
わち通常の適用タイムテーブルより
1年早い年度から早期適用されるパ
イロット企業としてA株上場216社
を選定し、公表しました。
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海外投資家にとって
課題および考慮要件とは？
2002年米国企業改革法の適用準備
のため、過去数年間にわたる中国企
業へのアドバイザリー業務を通じて
得た経験に基づき、また基本基準の
範囲と複雑性を考慮すると、私たち
は多くの企業が当該準備および取り
組みにおいて多くの課題に遭遇する
と予想しています。そのうち、準備
に際して経営者が検討すべき課題お
よび私たちが推奨するアプローチは
以下のとおりです。

トップマネジメントのリーダーシッ
プ：トップのリーダーシップに基づ
く適切な関与がない場合、コンプラ
イアンスの要件を満たすことが目的
となってしまい、ビジネスにとって
ほとんど便益をもたらさないという
高いリスクが伴います。よりひどい
ケースとして、統制活動実施の「証
拠」を文書化する目的が単に監査証
跡を残すのみとなり、内部統制の実
質よりも形式を重視してしまい、結
果として追加的な費用が発生するか
もしれません。

トレーニングおよび知識習得の重要
性：「内部統制」という用語および
さらに言えば「企業のリスクマネジ
メント」は中国企業にとっては比較
的まだ新しい概念です。そして、米

国などの海外で上場している会社だ
けが、程度の差こそあれ、これらの
概念にさらされています。したがっ
て、トレーニングおよび知識の蓄積
は、会社がこれらの用語の意味を真
に理解し、基本的な枠組みに精通す
る上で非常に重要です。

段階的方法の採用：中国の会社では
複雑で多様なグループ構造がしばし
ば見られ、また経験も足りないた
め、段階的な導入手法（すなわち評
価・実行・組込）は、内部統制の円
滑な導入を着実にし、各内部統制機
能が正しい焦点を維持する上で必要
不可欠です。

現在の内部統制インフラの上に構築
すること：主要な監督当局は、内部
統制の基準は会社が新しい統制フレ
ームワークを作り直す必要はないと
明言しています。実際に初期には、
多くの会社が新規の包括的「内部統
制マニュアル」の作成を始めるな
ど、誤解がありました。有効な内部
統制の維持は継続的なプロセスであ
り、また現在の統制または管理フレ
ームワークが出発点であると会社が
認識することは重要です。また、プ
ロセスと統制が各社の地域規制およ
び事業の状況（たとえば、税金）に
合致していることも重要です。	
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内部統制の統制活動以外の構成要素
の強化：しばしば誤解が生じる領域
の1つは、社風や倫理など「柔軟な
（soft）」統制の構成要素のコンセ
プトです。これらの構成要素は、組
み込むのに時間がかかり、1日では
構築できません。

内部統制の利用：基本基準および関
連規定は、会社にICFRの有効性の
年次評価を実施することを求めてい
ます。この点に関し、当該年次評価
は文字どおり「年に1度」実施され
るということを意味している訳では
ありません。これには2つの理由が
あります。まず、膨大な年度評価を
構築すると費用がかかりすぎ、ビジ
ネスが立ち行かなくなる可能性があ
ること、またより重要なこととし
て、1年に1度正式に内部統制の有
効性を評価することは、内部統制の
「実態より形式重視」という考え方
に陥る可能性があります。したがっ
て、強固でリスクベースの内部監査
機能の必要性は、内部統制を適切に
設定する上でもう1つの重要な鍵と
なります。

新しい基本基準は、中国で事業展開
する会社の内部統制報告制度を考え
る上で重要なマイルストーンとなり
ます。内部統制の評価およびその報
告制度の一般的な経験の欠如は、中

国の特異な事業環境と相まって、中
国企業の基本基準の適用および遂行
をより困難に、またより複雑にして
います。

中国の自動車産業は、商品開発、製
造プロセス、および技術といった多
くの局面において自動車やその部品
の品質を向上させるために世界展開
しているパートナーを活用してきま
した。これは同時に、内部統制のフ
レームワークを導入した企業におけ
る知識や経験を得る機会にもなって
います。効果的に遂行されるのであ
れば、内部統制の整備、文書化、評
価により、オペレーションの品質の
向上、生産性の改善、重要な虚偽記
載のリスクの逓減を図ることができ
ます。中国において、ジョイントベ
ンチャーや、投資先と提携する多く
の外国自動車関連企業は、そのよう
な経験を保有しており、財務報告に
かかわる内部統制の効率性と有効性
の向上のため支援することができま
す。習慣、文化、および経営手法は
企業により異なるため、成功するた
めには関係者全ての協力が必要不可
欠です。繰り返しになりますが改善
にあたっては、相違する点よりも共
通の利益となる領域についてまず焦
点を当て、また、継続的かつ長期的
なパートナーシップの構築に焦点を
当てることが重要です。
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