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Ⅰ. はじめに

日本の上場会社等が連結財務諸表を作成する

場合、在外子会社については、これまでは在外子

会社が所在する国（地域）の会計基準（各国基準）

において認められた会計処理を行っている場合

は、そのまま連結することも、当面の取扱いとし

て認められており、多くの会社も、各国の会計基

準に準拠して作成された在外子会社の財務諸表を

そのまま連結財務諸表の基礎となる財務諸表とし

て使用してきた。

今回、実務対応報告第 18 号の適用が開始され

たことにより、これまで認められてきた各国基準

に準拠した財務諸表を用いて連結財務諸表を作成

することが認められなくなり、在外連結子会社に

ついても、原則として日本基準に準拠して財務諸

表を作成することが求められ、当面の取扱いとし

ては、国際財務報告基準（以下、「IFRSs」とい

う）または米国会計基準（以下、「US GAAP」と

いう）に準拠して作成しなければならないことに

なった。

本稿では、実務対応報告第 18 号の概要と、中

国子会社の実務的な対応について解説する。

Ⅱ. 実務対応報告第18号の概要
（１）これまでの規定

これまでは、1997 年 12 月 8 日に公表された日

本公認会計士協会監査委員会報告第 56 号「親子

会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の

取扱い」（以下、「監査委員会報告第 56 号」とい

う）に基づき連結財務諸表の作成が行われていた。

監査委員会報告第 56 号では、「在外子会社の

会計処理についても、本来、企業集団として統一

されるべきものであるが、その子会社の所在地国

の会計基準において認められている会計処理が企

業集団として統一しようとする会計処理と異なる

ときは、当面、親会社と子会社の間で統一する必
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要はないものとする。なお、在外子会社が採用し

ている会計処理が明らかに合理的でないと認めら

れる場合には、連結決算手続上で修正する必要が

あることに留意する。」とされており、中国子会

社については、大半の会社が中国基準で作成した

ものをそのまま連結していたものと思われる。

（２）実務対応報告第18号公表の経緯

監査委員会報告第 56 号の公表後、退職給付会

計や金融商品会計、固定資産の減損等、日本にお

いても様々な新しい会計基準が公表され、日本の

会計基準が IFRSs や US GAAP などの国際的な会

計基準と同等の水準まで整備されつつあり、

IFRSs もしくはそれと同等の会計基準により財務

諸表を作成するよう求める国が増えつつある環境

のなか、企業会計基準委員会は、2006 年 5 月 17

日に実務対応報告第 18 号「連結財務諸表作成に

おける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」を公表し、連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理の取扱いを全面的に見直すことと

なった。

（３）実務対応報告第18号の概要

① 原則的な取扱い

「連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で

行われた同一性質の取引等について、親会社及び

子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原

則として統一しなければならない（連結財務諸表

原則　第三　三）。」と規定されている。すなわち、

原則として、在外子会社の財務諸表についても、

これまでのように、各国基準で作成された財務諸

表を利用して連結決算を行うのではなく、親会社

で適用している会計処理基準、すなわち日本基準

で作成しなければならないことになる。

② 当面の取扱い

「在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準

又は米国会計基準に準拠して作成されている場合

は、当面の間、それらを連結決算手続上利用する

ことができるものとする。ここでいう在外子会社

の財務諸表には、所在地国で法的に求められるも

のや外部に公表されるものに限らず、連結決算手

続上利用するために内部的に作成されたものを含

む。」とあり、例外規定である「当面の取扱い」

においても、各国基準によることが認められなく

なった。

また、当面の取扱い、すなわち IFRSs または

US GAAP（以下、「IFRSs 等」という）で作成さ

れた在外子会社の財務諸表についても、次に示す

6 項目については、当該修正額に重要性が乏しい

場合を除き、親会社と同一の基準を適用すべく在

外子会社の会計処理を修正しなければならない。

また、6 項目以外についても、明らかに合理的で

ないと認められる場合には、連結決算手続き上で

修正する必要があるとされている。

修正が必要な 6項目は以下の通りである。

i ．のれんの償却

ii ．退職給付会計における数理計算上の差異の費

用処理

iii．研究開発費の支出時費用処理

iv．投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価

v．会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及的修正

vi．少数株主損益の会計処理

これまでの規定 

原則 

当面の取扱い 

子会社 

各国基準 連結F/S

連結F/SIFRSs or US GAAP

連結F/S各国基準 日本基準への修正 

連結F/S日本基準 
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（４）適用時期

① 親会社における適用時期

実務対応報告第 18 号は、2008 年 4 月 1 日以降

に開始する連結会計年度にかかる連結財務諸表よ

り適用を開始することになる。

② 中国子会社における適用年度

中国子会社は、中国における関係法規の規定

により、決算期が 12 月末と決められている。

一方、日本では 3 月決算を始めとし 12 月決算

以外の会社が比較的多いため、親会社と在外子会

社の決算日が異なることになる。このように親会

社と在外子会社の決算日が異なる場合、「決算日の

差異が 3カ月を超えない場合には、子会社の正規

の決算を基礎として、連結決算を行うことができ

る。」（連結財務諸表原則　注解 7）との規定を適

用し、例えば、親会社が 3月決算の場合は、2009

年 3 月期の連結決算に利用する中国子会社の財務

諸表は 2008 年 12 月期でも構わないことになり、

中国においては、多くの日系企業がこの規定を利

用して、親会社の決算日に合わせ、仮決算等を行

うことなく、中国の 12月決算をそのまま利用して

連結決算を行っている。この場合、中国子会社に

とっては、2008 年 12 月期から実務対応報告第 18

号の規定に沿った会計処理を行う必要がある。

また、2008 年 4 月 1 日から開始する事業年度

から四半期レビューが導入されたことに伴い、四

半期ベースで連結財務諸表を作成し、監査法人の

レビューを受けることとなった。このため、中国

子会社については、早い会社では、2008 年 1 月

から 3 月期において実務対応報告第 18 号を適用

しなければならないことになっている。

（５）適用初年度の期首残高の処理

「適用初年度の期首における在外子会社の貸借

対照表上の資産又は負債の残高のうち、本実務対

応報告の適用の結果、過年度の税引後損益として

会計処理しなければならない額が生じた場合は、

その純額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加

減するものとする。」となっており、期首残高に

ついても、日本基準、または、IFRSs 等を適用し、

修正を加えなければならないこととなる。

Ⅲ．中国現地法人における実務対応報告第 18

号適用時の問題点
（１）中国子会社において適用する会計基準

中国の外商投資企業（いわゆる外資系企業）

は、規模、設立場所、業種を問わず、すべて中国

会計基準に準拠して作成された年度財務諸表に対

して、中国注冊会計師（公認会計士に相当）の法

定財務諸表監査を受けなければならないこととな

っている。

現在、中国において、外商投資企業が財務諸

表を作成する際に適用する会計基準（GPPA）と

しては、二つの会計基準が存在している。

一つは 2001 年 1 月 1 日から中国上場企業に適

用され、2002 年 1 月 1 日から外商投資企業を含

むすべての企業に対して適用が開始された《企業

会計制度》及び改定前（現行）の《企業会計準則》

であり、もう一つは、2007 年 1 月 1 日より中国

上場企業に対して適用が強制されている新《企業

会計準則》である。

現状においては、大半の日系企業は《企業会

計制度》を適用しており、ごく一部の会社が新

《企業会計準則》を採用していると思われる。

中国の二つの会計基準は、日本基準、IFRSs、

実務対応報告第18号に基づく取扱い 

原則 

当面の取扱い 

子会社 

各国基準 連結F/SIFRSs or US GAAP 6項目の修正 

連結F/SIFRSs or US GAAP 6項目の修正 

連結F/S各国基準 日本基準への修正 

連結F/S日本基準 
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US GAAP（以下、「日本基準等」とする）のいず

れとも差異があるため、理論的には、中国の会計

基準をそのまま適用して連結財務諸表は作成する

ことができないことになる。すなわち、実務対応

報告第 18 号を厳格に適用した場合、中国におい

ては、中国基準に準拠した財務諸表に基づき法定

財務諸表監査を受け、他方では、日本での連結の

ために、日本基準等で財務諸表を作成する（実際

は、中国基準の財務諸表を日本基準等の財務諸表

に組み替える作業を行うことになる）必要がある

ことになる。

中国の経理担当者のほとんどは、日本の会計

基準に精通しておらず、他方、日本の担当者も中

国の会計基準に精通していないため、中国会計基

準に準拠して作成した財務諸表を日本基準に組み

替えることは難しいと考える。

このため、実質的に組み替えが必要な場合は、

IFRSs 等を適用することになるものと思われる。

（２） IFRSs等に準拠した財務諸表の作成者

IFRSs 等に準拠した財務諸表の作成、もしくは、

中国会計基準に準拠した財務諸表より IFRSs 等

への組み替えをどうしても行う必要がある場合に

は、その組み替えに当たっては、以下のいずれか

のケースが想定される。

① 中国子会社の経理担当者が作成

一般に、中国の経理担当者は IFRSs 等に対す

る知識が豊富ではないと思われるため、会社の取

引形態等の実情に応じて、中国会計基準から

IFRSs 等に組み替えるに当たって、具体的にどの

会計処理を行うか、残高をどのように修正するか

について、対照表や組み替えの手順を記載したマ

ニュアル、指針等がなければ、対応は難しいと思

われる。

②親会社において連結修正仕訳として組み替えを実施

親会社においても、中国と同様に、IFRSs 等に

精通した人材がそれほど豊富ではなく、一般的に、

連結担当部署において絶対的なマンパワーが不足

していることもあり、更には、組み替えのために

は、IFRSs 等の知識だけではなく、中国会計基準

についての知識も不可欠であることから、組み替

え内容が、限定されていない場合の対応はやはり

難しいと思われる。

③ 会計事務所やコンサルティング会社にて作成、作

成支援を受ける

IFRSs への組み替えがどうしても必要な場合

で、かつ、具体的に組み替えが必要になる会計処

理、すなわち、中国会計基準と IFRSs 等との差

異が把握できていない場合には、当面は、IFRSs

等に精通している会計事務所やコンサルティング

会社等の中国会計の専門家の支援を受けざるを得

ないと思われる。前述のとおり、中国では中国会

計基準に準拠して作成した財務諸表に対し監査が

必要となることから、監査人の独立性の観点から

監査を担当している会計事務所が IFRSs への組

み替えまたは組み替え支援を実施することは問題

がある可能性があり、この場合、監査担当事務所

以外に依頼しなければならないことになる。

ただし、中国の会計事務所等であっても、

IFRSs 等に精通しており、中国会計基準と IFRSs

等との差異を熟知しているところは、さほど多く

ないと考えられるため、委託先が限定される可能

性がある。

また、会計事務所に対する作成支援費用を考

えると、親会社、現地法人のどちらがその費用を

負担するのか等を決める必要がある。

（３）監査、レビューにおける対応

中国で受ける法定財務諸表監査は、あくまでも、

中国会計基準で作成した財務諸表に対してである

ため、IFRSs 等に準拠した財務諸表については、

親会社または親会社の監査人から中国子会社の会

計事務所に対して、中国会計基準に基づく法定財

務諸表監査のほか、別途監査もしくはレビュー等

の一定の手続きを求められる可能性がある。
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その場合は、IRFSs 等の監査、レビューの実施

可能な会計事務所に依頼する必要があるため、対

応可能な会計事務所が相当限定されると思われ、

また、その際に会計事務所に対して支払う報酬も

相当高額であると推測されるため、負担額が増大

することになる。

Ⅳ. 中国子会社に対する実務的な対策

Ⅲ.で指摘したとおり、実務対応報告を厳密に

適用し、IFRSs に準拠した組み替えを行う場合、

様々な問題点があり、対応が相当困難な会社も少

なくないと考える。

このため、中国子会社において実務対応報告

第 18 号の適用に当たりどのように対応すればよ

いかについて検討する。

（１）中国会計基準と IFRSsとの差異

ここでは、現状では多数の日本上場企業の中

国子会社が採用していると思われる《企業会計制

度》と IFRSs との差異について述べることとす

る。

《企業会計制度》は、原則として公正価値の概

念を採用していないことも含めて、IFRSs との間

に様々な差異がある。しかしながら、日系企業の

中国でのオペレーションを考えれば、実際に差異

のある箇所は限定されると思われる。以下、《企

業会計制度》と IFRSs の差異について例示する。

① 税効果会計

IFRSs では税効果会計の適用が任意であるのに

対して、《企業会計制度》では任意適用となって

いる。このため、大半の日系企業の中国子会社で

は、税効果会計を適用していないものと思われる。

ただし、税効果を認識すべき対象となる項目

は、日本と比較して限定されるものと思われる。

② 棚卸資産の取得原価

《企業会計制度》では、貿易会社等の流通企業

については、商品の取得原価には商品の購入原価

及び税金（関税等）が含まれるが、購入時に発生

する運賃、保険料、荷役費用、検品費用等は、仕

入商品に対し直接発生した費用であっても、当期

の費用に直接計上する。一方、IFRSs では、仕入

れに直接関連する費用については取得原価に含め

るものとしている。

③ 開業費

開業費については、《企業会計制度》では発生

時には長期前払費用に計上し、生産経営開始時に

当月の費用として一括費用処理することとなって

いるのに対して、IFRSs では、発生時の費用とし

て処理することとなっている。

④ 固定資産の取得原価

IFRSs では、固定資産の解体や除去費用の当初

見積額についても取得原価を構成するのに対し、

《企業会計制度》では、これらの見積額について

は固定資産の取得原価を構成しないこととなって

いる。

⑤ 無償譲受、債務免除

他者から無償で固定資産、棚卸資産等を譲り

受けた場合、《企業会計制度》では貸方科目とし

て、資本準備金に計上するのに対して、IFRSs で

は当期の収益として計上することとなっている。

⑥ 従業員奨励及び福利基金

中国では、利益処分として、定款や董事会決

議に基づき、従業員奨励及び福利基金を積み立て

ることとなっている。当該積立額については、

《企業会計制度》では、利益処分として未処分利

益を減少させる処理を行うのに対して、IFRSs で

は、一般管理費として当期の損益として計上する

こととなっている。

（２）中国会計基準と会社が実際に適用している

会計処理との差異

中国では、年度の法定財務諸表監査が義務付
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けられているとはいうものの、現実には、中国会

計基準に準拠していないにもかかわらず、監査報

告書には適正意見が付されている場合が少なくな

い。

典型的な例では、《企業会計制度》における収

益の認識基準は、IFRSs 等とほぼ同様の実現主義

を採用しているにもかかわらず、相当数の中国子

会社は、いわゆる発票基準、すなわち、商品を出

荷し、実質的な所有権が売り手に移転しているに

もかかわらず、買い手が発票（日本における領収

書のようなもの）を発行するまで売上を計上しな

いため、売上を計上すべき時期と実際に売上を計

上している時期が 1カ月以上ずれているケースも

少なくない。

（３）現実としての対応案

多くの日系企業の中国子会社は、退職給付会

計を適用すべき事項もなく、デリバティブ取引も

なく、これらの観点からも、中国子会社が実際に

採用している会計処理と IFRSs には、上述の発

票基準による収益の認識を除き、大きな差異はな

いものと考える。更に、当該中国子会社の連結財

務諸表における重要性の観点からは、その差異は

無視できるものとなる可能性もある。

したがって、まずは、企業自身が会計事務所

への委託を含めて、日本基準または IFRSs 等と

中国子会社が実施採用している具体的な会計処理

における差異及びその差異を修正した場合の概算

額を分析、把握した上で、連結財務諸表の観点か

ら、当該差異を修正すべきか否かについて、親会

社の監査法人も交えて検討すべきであると考え

る。

その上で、時間とコストを使って日本基準等

に組み替えを行った場合の連結財務諸表の重要性

の観点等から判断し、連結財務諸表に与える影響

が軽微であれば、日本基準等への組み替えを行わ

ず、これまでと同様に中国会計基準をそのまま利

用したとしても、連結財務諸表作成上も特に問題

ないとの結論に至る可能性も大いにあると考え

る。

Ⅴ. おわりに

米国が国際財務報告基準を採用する方針を表

明したことにより、今後は日本も国際財務報告基

準を導入する方向で検討することになると思われ

る。中国においても同様に、国際財務報告基準も

しくはそれに準じた会計基準への移行が進むと思

われるため、各国間の会計処理の差異は解消され

ていく方向にあると思われる。ただし、財務諸表

の作成者である経理人員やそれを監査する会計事

務所が対応できるようになるためには、一定期間

が必要であり、企業としても、将来の国際財務報

告基準の導入を視野に入れて、システムの構築や

人員の配置、養成を行う必要があると考える。


