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新連載
〜中国企業会計準則シリーズ〜 第5回
連結財務諸表―改訂版
中国室
則と国際財務報告基準（ IFRS）の同等性を維持す

1．はじめに

るための改訂となっています。

今回は、2014年2月に新しく公表された改訂「企

なかでも、
連結財務諸表に関連する基準について、

業会計準則第33号−連結財務諸表」
（以下、
「改訂

国際会計基準審議会（ IASB）が2011年5月に3

33号準則」）について、その改訂の背景及び内容を

つの新基準書及び2つの改訂基準書を公表している

解説します。

ことから、これと平仄を合わせて、中国企業会計準

改訂の背景は本誌2014年6月号（Vol.454）で

則においても対応する具体準則の改訂が実施され

解説のとおり、中国の会計基準設定主体である財政

た、という関係にあります。整理をすると以下の通

部が、2014年になり相次いで「新」企業会計準則

りです。

の改訂具体準則及び新規の具体準則を正式確定し公
表していますが、これらの多くは、中国企業会計準
国際財務報告基準（IFRS）

中国企業会計準則

IFRS第10号

連結財務諸表

改訂33号準則

連結財務諸表

IFRS第11号

共同支配の取決め

新設40号準則

共同支配の取決め

IFRS第12号

他の企業に対する持分の開示

新設41号準則

他の企業に対する持分の開示

改訂IAS第27号

個別財務諸表

改訂IAS第28号

関連会社及び共同支配企業に対す
る投資

改訂2号準則

長期持分投資

IFRSの上記5つの基準書の発効日は2013年1月

計規定」
（公開草案）が2014年1月に公表されて

1日以後開始する事業年度であり、
「5つのパッケー

おり、個別財務諸表上の共通支配下の子会社持分の

ジ」の基準書として、同時に適用されています。一

処分に係る会計処理が検討されています。

方、中国企業会計準則は、改訂新準則の施行日はい
ずれも2014年7月1日であり、中国国外に上場し

特殊な取引の会計処理、移行規定、付則の6章から

は早期適用することを奨励する、とされています。

構成されています。現時点で、関連する応用指南は

なお、既に新準則を適用している日系企業は、一般

改訂されていません。なお、2006年公表の従来の

に2014年12月期法定決算から適用することにな

「企業会計準則第33号－連結財務諸表」
（以下、33
号準則）から改訂33号準則への主な修正点は、下

尚、上記とは別に、中国特有の規定として「補足
規定

テクニカルセンター

改訂33号準則は、総則、連結の範囲、連結手続、

ている企業（香港証券取引所上場企業等を含む）に

ると考えます。
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項目

改訂33号準則

新しい「支配」の定義の
導入

IFRS第10号と同様の支配の定義を採用し、支配の3要素、すなわち、パワー、リタ
ーン、パワーを用いる能力（パワーとリターンのリンク）の全てを保持している場合
に、支配しているものとしています。同時に、従来の「リスクと経済価値アプローチ」
は削除されました。

連結財務諸表の作成
義務

親会社の連結財務諸表作成義務は、改訂前とほとんど変更はありません。
すなわち、親会社は、連結財務諸表を作成しなければならず、かつ、親会社はその全
ての子会社（親会社が支配する別途の事業体を含む）を連結財務諸表の連結の範囲に
含めなければならない、としています。
また、「投資企業」については、別途、規定がされました。

負の少数株主持分の
取り扱い

子会社で欠損が生じ、連結上、負の少数株主持分が生じる場合においても、負の少数
株主持分を認識しなければならない、とされました。

特殊な取引の会計処理

子会社の少数株主からの持分を取得した場合の会計処理、追加投資等により非共通支
配下の投資先に対して支配を獲得した場合の会計処理、支配権を喪失しない範囲で子
会社持分を処分した場合の会計処理、一部の投資持分を処分する等により投資先に対
する支配権を喪失した場合の会計処理等が、準則の中に盛り込まれました。

上記の改訂内容の一部は、財政部から既に公表さ

り込まれていましたが、2014年2月に確定した改

れている「企業会計準則解釈」等の指針に含まれ、

訂33号準則では、当該連結財務諸表の作成免除規

実務に反映されています。

定は採用されず、投資企業を除き、すべての子会社
を有する企業は、連結財務諸表を作成しなければな

なお、連結財務諸表の作成義務について、2012

らない、とされました。したがって、中国における

年11月に財政部より改訂33号準則の公開草案が

日系企業においても、子会社を有する場合には、連

公表されたときには、国有企業、上場企業など特定

結財務諸表を作成しなければならないこととなりま

の企業は連結財務諸表を作成しなければならない

す。

が、その他の企業の作成は任意であるとの条項が盛

2．用語の定義
以下では、改訂33号準則に関連する用語の定義を示します。
連結財務諸表

親会社及びその全ての子会社からなる企業集団全体の財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローを反映する財務諸表。

親会社

一以上の事業体（企業、投資先における分離可能な部分及び企業が支配する組成され
た企業等を含む）を支配する事業体。

子会社

親会社に支配されている事業体。

支配

投資者が投資先に対しパワーを有し、投資先の関連性のある活動への関与により変動
リターンを享受し、投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワ
ーを用いる能力を有していること。

与により変動リターンを享受し、投資者のリターン

3．連結の範囲

の額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを

（1）新しい「支配」の定義

用いる能力を有していることを指します。すなわち、

連結財務諸表の連結の範囲は、支配を基礎として

投資者が投資先に対して「パワー」
「リターン」「パ

確定しなければならないとして、IFRS第10号と同

ワーを用いる能力（パワーとリターンのリンク）
」

様、連結の基礎として単一の支配モデルを基準化し

の3要素を全て保持している場合に、支配している

ています。ここで、支配とは、投資者が投資先に対

ものとしています。

しパワーを有し、投資先の関連性のある活動への関
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（2）支配の要素

その1「パワー」

親会社が投資企業であり、かつ、その投資活動の

支配の一つ目の要件は、投資者が投資先に対して

ために関連するサービスを提供する子会社が存在し

パワーを有していることです。投資先の「関連性の

ない場合、連結財務諸表を作成すべきではなく、そ

ある活動」を指図する現在の能力を得るための現在

の場合には、公正価値でその全ての子会社に対する

の権利を有する投資者は、当該権利を実際に行使す

投資を測定し、公正価値の変動を当期の損益に計上

るか否かにかかわらず、投資者が投資先に対して
「パ

することになります。

ワーを有している」とみなします。ここで、関連性
のある活動とは、投資先のリターンに重要な影響を
及ぼす活動を指します。関連性のある活動は、具体
的な状況に基づき判断しなければならず、通常、商
品又はサービスの販売及び購入、金融資産の管理、
資産の取得及び処分、研究及び開発活動ならびに融
資活動等を含みます。

4．連結手続
改訂33号準則では、次の連結手続を改めて明確
にしています。
親会社は連結財務諸表を作成する際、企業集団全
体を1つの会計単位とみなし、関連する企業会計準

投資者は、投資先の関連性のある活動を指図でき

則の認識、測定と表示要求により、統一された会計

ないことが明確な証拠により明らかになっている場

方針を用いて、企業集団全体の財政状態、経営成績

合を除き、次のいずれかの状況では投資先に対する

及びキャッシュ・フローを反映しなければなりませ

パワーを有するとされます。
①

投資者が投資先の議決権の過半数を保有する
場合。

②

ん。
（1）親会社と子会社の資産、負債、所有者持分、
収益、費用及びキャッシュ・フロー等の項目を合

投資者が投資先の議決権の半数以下の議決権
を保有しており、他の議決権保有者との間の合
意により過半数の議決権を行使できる場合。

算する。
（2）親会社の子会社に対する長期持分投資と子会
社の所有者持分のうち親会社持分相当額とを相殺
消去する。

（3）支配の要素

その2「リターン」

（3）親会社と子会社、各子会社間に生じた内部取

支配の二つ目の要件は、投資者が投資先の関連性

引の影響を消去する。関連資産に減損損失が生じ

のある活動への関与を通じて変動リターンを享受し

ていることを内部取引が示している場合、当該部

ているか、という点です。投資先への関与からのリ
ターンの例としては、配当、利息、当該企業に対す
る投資価値の変動等が考えられます。

分の損失を全額認識しなければならない。
（4）企業集団の観点から、特殊な取引事項に対す
る調整を行う。
また、子会社で欠損が生じ、連結上、負の少数株

（4）支配の要素 その3「パワーを用いる
能力（パワーとリターンのリンク）」

主持分が生じる場合、負の少数株主持分を認識しな
ければならない、としています。

支配の三つ目の要件は、投資者が、投資者のリタ

ーンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワ
ーを用いる能力を有しているか、という点です。こ
れに関して、投資者が投資先を支配しているかどう
かを判断する時には、自らが主要な責任者、代理人

5．特殊な取引の会計処理
改訂33号準則では、特殊な取引の会計処理につ
いて、下記のように定めています。

のどちらとして意思決定権を行使するのかを決定し
なければならない、としています。

（5）親会社が「投資企業」である場合の取
り扱い

親会社が次の条件を全て満たす場合、当該親会社

を「投資企業」とします。
①

当該企業が、投資者に投資管理サービスを提

（1）子会社の少数株主からの持分を取得し
た場合の会計処理
少数株主から子会社の持分を取得する場合、親会

社は、連結財務諸表において、持分の取得により新
たに増加した長期持分投資と、新たに増加した持分
比率により計算した取得日又は結合日から継続的に
計算された子会社の純資産相当額との間の差額は、
資本剰余金（資本金割増又は株式資本金割増）で調

得ている。

整し、資本剰余金が不足し相殺できないものは、留

②

供する目的で単独又は複数の投資者から資金を
当該企業の唯一の経営目的は、キャピタル・

保利益で調整します。

ゲイン、投資収益又はその両方からのリターン
を投資者に獲得させることである。
③

当該企業が、投資のほとんど全ての業績に対

する測定と評価を公正価値ベースで行っている。
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（2）追加投資等により非共通支配下の投資
先に対して支配を獲得した場合の会計
処理

る支配権を喪失した企業は、連結財務諸表の作成時

配を実施する企業は、連結財務諸表において、取得

旧持分比率により取得日又は結合日から継続的に計

日以前に保有していた投資先の持分に対して、取得

算した旧子会社の純資産相当額を差し引いた差額

日における公正価値により当該持分を再測定しなけ

を、支配権を喪失した当期の投資収益に計上し、同

ればなりません。公正価値とその帳簿価額との差額

時に、のれんを減額します。関連するその他の包括

は当期の投資収益に計上し、取得日以前に保有して

利益等は、支配権の喪失時に当期の投資収益に振り

いた投資先の持分で持分法により計算されたその他

替えます。

追加投資等により非共通支配下の投資先に対し支

に、残存持分に対し、その支配権喪失日の公正価値
で再測定を行わなければなりません。持分を処分し
て取得した対価と残存持分の公正価値の合計から、

の包括利益等に関するもの、関連するその他の包括
利益等は、取得日が属する当期の収益に振り替えま
す。

6．移行規定
改訂33号準則は、2014年7月1日から適用さ

（3）支配権を喪失しない範囲で子会社持分
を処分した場合の会計処理

れます。本改訂準則を最初に適用する際、本準則の

支配権を喪失しない状況において子会社に対する

囲に含めるべきかどうかを確定しなければなりませ

長期持分投資を部分的に処分する場合、親会社は連

ん。本準則を適用することにより連結範囲に変化が

結財務諸表の中で、処分対価と純資産の相当額との

生じる場合、遡及適用が実務上不可能である場合を

差額は、資本剰余金（資本金割増又は株式資本金割

除き、遡及適用しなければなりません。なお、比較

増）で調整し、資本剰余金が不足し相殺できないも

期間に既に支配権を喪失している旧子会社に対して

のは、留保利益で調整します。

は、遡及修正は行いません。

規定に基づき投資先を再評価し、連結財務諸表の範

（4） 一部の投資持分を処分する等により投
資先に対する支配権を喪失した場合の
会計処理

以上

一部の投資持分を処分する等により投資先に対す
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