会計情報
企業会計準則解釈および解釈第 7 号
1． はじめに
今回は、中国財政部が公表している「企業会計準則解釈」の概要と、昨年 11 月に公表された「企業会計準則第
7 号」（以下、「解釈第 7 号」）について解説いたします。

2． 企業会計準則解釈の概要
現在、中国の主要な会計基準としては、企業会計準則（いわゆる「新準則」）があります。新準則は、2006 年に
IFRS の考え方を大幅に導入した新しい体系の会計基準として制定されました。新準則は、主として、基本準則
（概念フレームワーク）および具体準則（個別の会計基準）ならびにその応用指南（実務指針）等の体系から構
成されています。具体準則は、2006 年の新準則制定時には 38 項目でしたが、2014 年の大幅改訂により 41 項
目にまで増加しており、基本的に IFRS の内容をカバーしており、これらは新準則体系の主幹をなすものです。
これに対して「企業会計準則解釈」は、これらの新準則の具体準則や応用指南を実務的な観点から補足、追加、
あるいは部分的に改訂するために、新準則の制定部門である財政部が通達として公表しているものです。企業
会計準則解釈の各号は Q&A 形式になっていることから、実務上、財政部に問い合わせが多かった事項の解説
として公表されているとも推察されます。新準則の基本準則では、企業会計準則の解釈は財政部が責任を負う
（基本準則第 49 条）、としていますので、企業会計準則解釈の各号も、実質的に新準則および応用指南と同等
の効力を有すると考えられます。
企業会計準則解釈は、2015 年末現在、第 1 号から第 8 号までが公表されています。各号の主な内容は以下の
通りです。

解釈

主な内容

公表日

通達

第1号

新準則初度適用時の留意点について

2007 年 11 月 16 日

財会 2007 年第 14 号

第2号

上海市場と香港市場の双方に上場している企業

2008 年 8 月 7 日

財会 2008 年第 11 号

2009 年 6 月 11 日

財会 2009 年第 8 号

の会計方針の運用
第3号

原価法を適用している長期持分投資にかかる受
取現金配当の会計処理

第4号

企業結合に関連する会計処理

2010 年 7 月 14 日

財会 2010 年第 15 号

第5号

企業結合に関連する会計処理

2012 年 11 月 5 日

財会 2012 年第 19 号

第6号

資産除去債務の会計処理

2014 年 1 月 17 日

財会 2014 年第 1 号
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第7号

第三者の持分取得により支配を喪失した場合の

2015 年 11 月 4 日

財会 2015 年第 19 号

2015 年 12 月 16 日

財会 2015 年第 23 号

会計処理
第8号

商業銀行における理財商品の会計処理

今回公表された、解釈第 7 号および第 8 号は、2014 年に新準則が大幅改訂された後に公表された企業会計準
則解釈であり、2014 年改訂新準則の補足としての位置づけと考えられます。一方、解釈第 1 号から第 6 号まで
は 2014 年の新準則大幅改訂以前に公表されているものであり、その一部は既に新準則の改訂に反映されて
いる、あるいは意義を失ったものもあると考えられます。

3． 解釈第 7 号の概要
上述の通り、財政部は、2015 年 11 月 4 日に、解釈第 7 号（財会 2015 年第 19 号）を公表しました。以下、日系
企業に関連する可能性の高いもの（Q１、Q２、Q４）について、説明いたします。なお、本解釈の適用時期は、本
文中に特に規定があるものを除き、2015 年を含むそれ以降の会計年度になります。
Q1 他の投資者による追加投資により、子会社に対する持分比率が下がり支配権を喪失したが共同支配ま
たは重要な影響を行使できる場合、投資者はどのような会計処理を行うべきか？
A1 当該質問は主に「企業会計準則第 2 号－長期持分投資」（2014 年改訂）、「企業会計準則第 33 号－連
結財務諸表」（2014 年改訂）等の準則に関連する。
（１） 個別財務諸表では、当該長期持分投資の計上について原価法から持分法に変更しなければならな
い。まず、新しい持分比率に基づき、増資により増加した子会社の純資産におけるこの投資者に帰属
すべき部分を認識し、減少した持分比率に対応する長期持分投資の帳簿価額との差額を当期の損益
に計上する。次に、新しい持分比率をもって投資の取得日から持分法を適用したかのように計算し調整する。
（２） 連結財務諸表では、「企業会計準則第 33 号－連結財務諸表」（2014 年改訂）の関連規定に従い会計
処理を行う必要がある。
Q2 確定給付制度に係る純負債または純資産の再評価により生じる変動は、その他の包括利益に計上し
なければならないが、その後の会計期間においてどのような会計処理を行うべきか？
A2 当該質問は主に「企業会計準則第 9 号－従業員給付」（2014 年改訂）等の準則に関連する。
その他の包括利益に計上した確定給付制度に係る純負債または純資産の再評価により生じる変動は、その
後の会計期間において損益に振替えてはならない。従来の確定給付制度の終了時にすでにその他の包括
利益に計上された部分は、所有者持分項目の中で全部を未処分利益に振替えなければならない。制度終
了とは、その制度がすでに存在しない、つまり、当該制度により将来に向かって生じうるすべての義務から企業
がすでに解放されたことを指す。
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Q4 直接支配する 100％子会社が分公司へ変更された場合、親会社は、どのような会計処理を行うべきか？

A2 親会社（子会社を分公司に変更したあとは本社となる）は、以下の規定に従い会計処理を行わなければ
ならない。
（１） 旧子会社（分公司に組織変更する前の子会社を指す）の関連資産・負債について、親会社は、非共通支
配下の企業結合により取得日に取得した当該旧子会社の各資産・負債の公正価値（旧子会社を共通支
配下の企業結合により取得した場合は企業結合日における帳簿価額）を基礎として、分公司への変更
日まで継続計算した各資産・負債の帳簿価額をもって計上する。また、取得日（または企業結合日）に計
上された繰延税金資産または繰延税金負債についても同様である。これらを基礎として、親会社と旧子
会社の内部取引により生じた未実現損益を相殺消去すると共に、関連資産・負債及び対応する繰延税
金資産または繰延税金負債を調整する。その他、特殊項目は以下の原則に従って処理を行う。

① 過去に非共通支配下の企業結合により取得した子会社を分公司へ変更する場合、親会社が旧子会
社を購入するために生じた取得対価が取得した識別可能な純資産の公正価値を下回る場合の差額
は留保利益に計上し、親会社が旧子会社を購入するために生じた取得対価が取得した識別可能な
純資産の公正価値を上回る場合の差額は、親会社の作成した当該旧子会社を含めた連結財務諸
表に計上されたのれんの帳簿価額をもって、親会社ののれんに振替えなければならない。
過去に共通支配下の企業結合により取得した子会社を分公司へ変更する場合、親会社は、連結財
務諸表において認識した最終支配者が旧子会社を取得した際に認識したのれんを、連結財務諸表
上の帳簿価額をもって親会社ののれんに振替える。
② 過去に非共通支配下の企業結合により取得した子会社を分公司へ変更する場合、取得日から分公
司への変更日までに実現した純損益を、親会社の留保利益に振替えなければならない。過去に共
通支配下の企業結合により取得した子会社を分公司へ変更する場合、企業結合日から分公司への
変更日までに実現した純損益を親会社の留保利益に振替えなければならない。ここでは、旧子会社
が実現した純損益を親会社の留保利益に振替える際、取得日（または企業結合日）に取得した旧子
会社の各資産・負債の公正価値（または帳簿価額）を基礎に計算し、併せて、旧親子会社間の内部
取引により生じた未実現損益を相殺消去しなければならない。
旧子会社が実現したその他の包括利益と持分法により計算されたその他の所有者持分変動等は、
上記の原則を参照して計算、調整し、併せて、親会社の所有者持分項目下のその他の包括利益と
資本剰余金などの項目を振替えなければならない。
③ 当該旧子会社に対する親会社の長期持分投資の帳簿価額が、上述の原則に従い親会社に振替え
られた旧子会社の各資産・負債の額との間に生じた差額については、資本剰余金で調整しなければ
ならない。資本剰余金が不足し相殺できないものについては、留保利益で調整する。
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