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新連載
〜中国企業会計準則シリーズ〜 第3回
財務諸表の表示―改訂版
中国室
1．
「新」企業会計準則の改訂に関す
る状況

準則の具体準則改訂版の公開草案、あるいは新たな
具体準則の公開草案を公表し、意見募集を行ってき
ました。これらの公開草案は、2014年になり相次

本誌2014年4月号（ Vol.452）での解説のとお

いで改訂準則が正式確定し公表されています。尚、

り、 中 国 の 会 計 基 準 設 定 主 体 で あ る 財 政 部 は、

今日現在までの改訂作業の進捗状況は以下の通りで

2012年において、相次いで8つの「新」企業会計

す。

改訂対象の企業会計準則

中国財政部による改訂準則の公布状況

企業会計準則第2号—長期持分投資

2014年3月13日

財会［2014］14号

企業会計準則第9号—従業員報酬

2014年1月27日

財会［2014］8号

企業会計準則第30号—財務諸表の表示

2014年1月26日

財会［2014］7号

企業会計準則第33号—連結財務諸表

2014年2月17日

財会［2014］10号

企業会計準則第37号—金融商品の表示

現時点で未確定

（補足規定）
金融負債と持分金融商品の区分及び関連会計処理規定

2014年3月17日

財会［2014］13号

（新設）企業会計準則第39号—公正価値測定

2014年1月26日

財会［2014］6号

（新設）企業会計準則第40号—共同支配の取決め

2014年2月17日

財会［2014］11号

（新設）企業会計準則第41号—他の企業への関与の開示

2014年3月14日

財会［2014］16号

今回、改訂が確定した新準則の施行日は、いずれ
も2014年7月1日であり、中国国外に上場してい

業会計準則第9号—従業員報酬」の解説を掲載して
おります。

る企業（香港証券取引所上場企業等を含む）には早
期適用することを奨励する、とされています。なお、
既 に 新 準 則 を 適 用 し て い る 日 系 企 業 は、 一 般 に
2014年12月期法定決算から適用することになる
と考えます。

2．はじめに
今回は、2014年1月に改訂された「企業会計準
則第30号—財務諸表の表示」
（以下、
「改訂30号準

なお、「トーマツメールマガジン／トーマツ チャ

則」
）を解説します。

イナ ニュース」では、これらの改訂新準則につい

改訂30号準則は、総則、基本的要求、貸借対照表、

て今後も順を追って解説記事を配信していく予定で

損益計算書、所有者持分変動表、注記、移行規定、

あり、この解説記事は本誌にも掲載を予定しており

付則の8章から構成されています。なお、関連する

ます。本誌2014年5月号（ Vol.453）では、
「企

応用指南は、公表されていません。
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2006年公表の従来の「企業会計準則第30号—

号準則への主な修正点は、下記のとおりです。

財務諸表の表示」
（以下、30号準則）から改訂30
項目

改訂30号準則

継続企業の前提

企業経営者は、すべての入手可能な情報を利用し、少なくとも報告期間の期末から12か
月間の企業の継続企業としての存続能力を検討しなければならない、という点が強調され
ています。

重要性

開示の重要性について、企業の実情に応じて、質的及び量的な点から判断しなければなら
ず、かつ、各項目に対する重要性の判断基準を一旦確定した後は、みだりにこれを変更し
てはならない、という点が強調されています。

相殺表示

財務諸表における開示は総額主義が原則であり、資産と負債、収益と費用は「相殺消去」
してはならないとする一方で、一連の類似取引からなる利得及び損失は、重要性のある場
合を除き、純額で表示しなければならないという点が明記されています。
資産又は負債項目を、引当項目控除後の純額で表示することは、相殺消去ではない、また、
通常の活動以外から生じた利得及び損失は、同じ取引により形成された収益から関連費用
を差し引いた後の純額を表示することにより、取引の実態をより反映することができる場
合は、相殺消去に当たらない、という点が明示されています。

流動・非流動項目

貸借対照表における流動・非流動項目の判断基準の基本原則が「正常営業循環期間」であ
ることを明示し、その定義を明らかにしました。

包括利益

「包括利益」の概念が導入され、損益計算書において、
「その他の包括利益」「包括利益合計」
の記載が要求されることとなりました。

非継続事業

「非継続事業」の概念が導入され、非継続事業に帰属する収益、費用、利益総額、所得税
費用及び純利益、並びに親会社に帰属する非継続事業の利益の注記が要求されることとな
りました。

なお、これらの2006年公表30号準則に対する

追いで改訂準則本文に反映されたというのが実際の

今回の改訂点の大部分は、既に財政部より公表され

ところです。例えば、
「包括利益」は、
「企業会計準

ている「企業会計準則解釈」
（第1号〜第6号）及び

則解釈

第3号 」
（ 財 政 部2009年6月

財会

「 企 業 会 計 準 則 講 解 」（ 2008年 版、2010年 版 ） ［ 2009］8号）の公表により、既に企業会計実務
等で明らかにされており、実態として既に実務に反

に反映されています。

映されており、今回の新準則改訂作業において、後

3．用語の定義
以下では、財務諸表の表示の改訂に関連する用語の定義を示します。
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正常営業循環期間

企業が、加工のために資産を取得し、それが現金又は現金同等物として実現するまでの期
間。正常営業循環期間は、通常1年より短い期間です。製造期間が比較的長いこと等によ
り正常営業循環期間が1年より長い場合は、しばしば関連する資産が1年以上経過してよ
うやく実現、販売または消費されますが、これらは流動資産として区分しなければなりま
せん。正常営業循環期間を明確に識別できない場合は、1年（ 12か月）を正常営業循環
期間としなければなりません。

包括利益

企業が、ある一期間において、所有者としての立場で所有者との間で実施した取引以外の
取引又は事象により生じた所有者持分の変動。

その他の包括利益

企業が、会計準則により当期の損益として認識していない利得及び損失。

非継続事業

既に企業により処分された又は売却目的保有に区分された、営業上及び財務諸表の作成時
に単独で区分することができる構成単位。
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4．財務諸表の表示方法における主な改訂内容
2006年公表30号準則と対比し、改訂30号準則における主な表示内容の変更は、以下の通りです。
項目

30号準則

改訂30号準則

財務諸表の種類

（１）貸借対照表
（２）損益計算書
（３）キャッシュ・フロー計算書
（４）所有者持分（又は株主持分）変動表
（５）注記

貸借対照表
-資産の部

（１）貨幣資金
（２）未収入金及び前渡金
（３）売買目的投資
（４）棚卸資産
（５）満期保有目的投資
（６）長期持分投資
（７）投資不動産
（８）有形固定資産
（９）生物資産
（10）繰延税金資産
（11）無形資産

（１）貨幣資金
（２）公 正価値をもって測定しかつその変
動を当期の損益に計上する金融資産
（３）未収入金
（４）前渡金
（５）棚卸資産
（６）売 却目的保有に区分された非流動資
産及び売却目的保有に区分された処
分グループに含まれる資産
（７）売却可能金融資産
（８）満期保有目的投資
（９）長期持分投資
（10）投資不動産
（11）有形固定資産
（12）生物資産
（13）無形資産
（14）繰延税金資産

貸借対照表
-負債の部

（１）短期借入金
（２）未払金及び前受金
（３）未払税金
（４）未払従業員報酬
（５）引当金
（６）長期借入金
（７）長期未払金
（８）社債
（９）繰延税金負債

（１）短期借入金
（２）公 正価値をもって測定しかつその変
動を当期の損益に計上する金融負債
（３）未払金
（４）前受金
（５）未払従業員報酬
（６）未払税金費用
（７）売 却目的保有に区分された処分グル
ープに含まれる負債
（８）長期借入金
（９）社債
（10）長期未払金
（11）引当金
（12）繰延税金負債

貸借対照表
-所有者持分の部

（１）払込資本金（又は株式資本金）
（２）資本剰余金
（３）利益積立金
（４）未処分利益

損益計算書

（１）営業収益
（２）営業原価
（３）営業関連税金
（４）管理費用
（５）販売費用
（６）財務費用
（７）投資収益
（８）公正価値変動損益
（９）資産減損損失
（10）非流動資産処分損益
（11）所得税費用
（12）純利益

キャッシュ・フロー
計算書

「準則31号-キャッシュ・フロー計算書」 変更なし。
の規定による。
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変更なし。

変更なし。

（１）営業収益
（２）営業原価
（３）営業関連税金及び附加
（４）管理費用
（５）販売費用
（６）財務費用
（７）投資収益
（８）公正価値変動損益
（９）資産減損損失
（10）非流動資産処分損益
（11）所得税費用
（12）純利益
（13）税 効果控除後の各その他の包括利益
純額
（14）包括利益合計
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項目

30号準則

改訂30号準則

所有者持分変動表

（1）純利益
（2）所 有者持分に直接計上する利得と損
失の項目及びその総額
（3）会 計方針の変更及び誤謬の訂正によ
る累積的影響額
（4）所 有者の払込資本及び所有者への利
益分配等
（5）規 定に基づき積み立てられた利益積
立金
（6）払込資本金（又は株式資本金）、資本
剰余金、利益積立金、未処分利益の
期首及び期末残高並びにその調整状
況

（1）包括利益合計
（2）会 計方針の変更及び誤謬の訂正によ
る累積的影響額
（3）所 有者の払込資本及び所有者への利
益分配等
（4）規 定に基づき積み立てられた利益積
立金
（5）所 有者持分各構成部分の期首並びに
期末残高及びその調整状況

注記

（1）財務諸表の作成基礎
（2）企業会計準則を遵守する声明
（3）財 務諸表項目の測定基礎及び会計方
針の確定根拠等を含む、重要な会計
方針の説明
（4）翌 会計期間内に資産及び負債の帳簿
価額に重要な調整を必要とさせる可
能性が高い会計上の見積りの確定根
拠等を含む、重要な会計上の見積り
の説明
（5）会 計方針、会計上の見積りの変更及
び誤謬の訂正についての説明
（6）非 継続事業の税引後利益の金額及び
その構成内容等を含む、貸借対照表、
損益計算書、キャッシュ・フロー計
算書及び所有者持分変動表等に既に
表示されている重要な項目に対する
更なる説明
（7）偶 発事象及びコミットメント、非修
正後発事象、関連当事者との関係及
びその取引等の説明を要する事項
（8）一株当たり情報
（9）企業の基本状況

（1）企業の基本状況
（2）財務諸表の作成基礎
（3）企業会計準則を遵守する表明
（4）重要な会計方針及び会計上の見積り
（5）会 計方針、会計上の見積りの変更及
び誤謬の訂正についての説明
（6）財務諸表の重要項目の説明
（7）偶 発事象及びコミットメント、非修
正後発事象、関連当事者との関係及
びその取引等の説明を要する事項
（8）財 務諸表の利用者が、企業の資本管
理の目標、方針及び手続きを評価す
るのに役立つ情報
（9）その他の包括利益に関する情報
（10）非継続事業に関する情報
（11）一株当たり情報

5．継続企業の前提

ればならないとしています。
これらは、当局の指導により中国の会計・監査実

従来、30号準則では、
「継続企業を前提とした財

務の中で既に実施されているところであり、今回の

務諸表の作成がもはや合理的でなくなった場合、企

改訂により、企業会計準則本文に反映されたことに

業は他の前提を採用して財務諸表を作成し、かつ注

なります。

記に当該事実を開示しなければならない」とのみ規
定されていましたが、改訂30号準則では、企業経
営者は、すべての入手可能な情報を利用し、少なく
とも報告期間の期末から12か月間の企業の継続企

れた「企業会計準則解釈

いう点が強調されています。また、経営者による検

年6月

討に際しては、マクロ政策リスク、市場経営リスク、

れており、中国企業の会計実務の中で既に運用され

企業の現在又は長期的な収益性、負債返済能力、財

ています。また、今回の改訂30号準則により、国

務弾力性及び企業経営者による経営方針変更の意向

際会計基準第1号（ IAS1）の2011年6月の改訂

等の要因を考慮する必要があることも規定されてい

内容も反映しています。すなわち、その他の包括利

ます。

益の項目は、その他の関連する会計準則の規定に従

尚、検討の結果、継続企業としての存続能力に対

テクニカルセンター

包括利益の概念は、2009年に財政部より公布さ

業としての存続能力を検討しなければならない、と

し重大な疑義を生じさせる場合は、企業は、注記に

42

6．包括利益
第3号」（財政部2009

財会［ 2009］8号）のなかで既に規定さ

い、以下の2種類に分けて表示しなければならない
とされています。

おいて継続企業としての存続能力に疑義を生じさせ

（ 1）将来期間において、損益に組替調整（リサ

る要因及び企業が採用予定の改善措置を開示しなけ

イクル）されることのないその他の包括利益
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これには主に、確定給付制度負債又は資産の

また、企業が保有する「売却目的保有」の構成

純額の再測定により生じる変動、持分法で会計

単位（又は非流動資産、以下同じ）は、以下のす

処理する被投資企業の将来会計期間において損

べての要件を満たす場合に認識する必要がありま

益に振り替えられることのないその他の包括利

す。

益に対する持分相当額等があります。

⃝当該構成単位は、その通常又は関連的な条件の

（ 2）将来期間において、規定の条件を満たした
時に損益に組替調整（リサイクル）されるその

みに従って現状で直ちに売却することが可能で
なければならない。
⃝企業が当該構成単位の処分について既に決議し

他の包括利益
これには主に、持分法で会計処理する被投資

ているが、規定に基づき株主の承認を得る必要

企業の将来会計期間において規定の条件を満た

がある場合は、既に株主総会又は相応の権力機

した時に損益に振り替えられるその他の包括利

構の承認を得ていなければならない。

益に対する持分相当額、売却可能金融資産の公

⃝企業が、譲受者と譲渡に関する取消不能の合意

正価値変動により生じる利得又は損失、満期保

を締結しており、当該譲渡が1年以内に完了す

有目的投資が売却可能金融資産に振り替えられ

る。

ることにより生じる利得又は損失、
キャッシュ・

これに対応して、改訂30号準則において、貸借

フロー・ヘッジのヘッジ手段に係る利得又は損

対照表の科目として、「売却目的保有に区分された

失の有効部分、為替換算調整勘定等があります。

非流動資産及び売却目的保有に区分された処分グル
ープに含まれる資産」「売却目的保有に区分された
処分グループに含まれる負債」の2つが追加されて

7．非継続事業

おり、貸借対照表上、非継続事業に該当する資産・

非継続事業の規定は、既に財政部より出版されて

負債は当該科目を用いて区分掲記する必要がありま

いる「企業会計準則講解」（ 2010年版）の中で国

す。また、非継続事業に帰属する収益、費用、利益

際財務報告基準第5号（ IFRS5）「売却目的で保有

総額、所得税費用及び純利益、並びに親会社に帰属

する非流動資産及び非継続事業」の考え方が導入さ

する非継続事業の利益については、注記により開示

れ、中国の企業会計実務に反映されている内容であ

することが要求されています。

り、今回の新準則改訂作業において、後追いで改訂
30号準則の本文に追加されたものです。
非継続事業とは、以下の条件のいずれかを満たす、

8．移行規定

既に企業により処分された又は売却目的保有に区分

改訂30号準則は、2014年7月1日から適用さ

された、営業上及び財務諸表の作成時に単独で区分

れ、本準則の施行日より前に既に企業会計準則を執

することができる構成単位を指します。

行している企業は、本準則に基づき財務諸表の表示

⃝当該構成単位が、独立の主要な事業又は営業地
域である。

項目の修正を行う必要があります。また、関連する
財務諸表及び注記の比較情報にかかわる場合、修正

⃝当該構成単位が、独立の主要な事業又は営業地
域に対し行う処分計画の一部である。

が実務上不可能である場合を除き、相応の修正を行
う必要があります。

⃝当該構成単位が、転売のみのために取得した子
会社である。

以上

「トーマツ メールマガジン／トーマツ チャイナ ニュース」の配信をご希望の方は
http://www.tohmatsu.com/jp/mm/よりお申込みください。
『トーマツ チャイナ ニュース』のお問合せ先：
有限責任監査法人トーマツ グローバル戦略 カントリーデスク
〒108‒6221 東京都港区港南2‒15‒3 品川インターシティC棟
TEL：03‒6720‒8341 FAX：03‒6720‒8346
e‒mail:chinanews@tohmatsu.co.jp
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