投資情報
純資産に基づく外債管理の全国実施
2016 年 4 月 29 日、中国人民銀行が「クロスボーダー融資に対するマクロプルーデンス管理の全国実施に関す
る通知」（以下、“本通知”と表記）を公布しました。これにより、マクロプルーデンス管理による外債管理（以下、
“MPP”と表記）が 5 月 3 日から全国展開となりました。MPP は、2015 年 2 月にその適用対象を上海自貿区企
業に限定、また 2016 年 1 月に福建・広東・天津自貿区及び 27 の指定金融機関まで拡大し1、これまで 1 年あま
りの試行運用が行われてきました。中国経済下振れ圧力が強まる中、企業投資等を促進し持続的な経済成長
を図る目的で、中国当局は今回の MPP 適用の全国展開を決定したものとみられます。
以下、本通知に基づく MPP の概要、投注差による管理方法との相違点について解説します。

1.

MPP とは
中国の外債管理の基本的な考え方は、外債限度額を設定し、外債利用額がこの外債限度額を超えない
ように管理することです。外債限度額は外債を調達可能な最大値を表しており、外債利用額は計算時点
の外債利用状況に合わせ、どのくらいの外債限度額を利用したかの計算結果です。

【外債管理イメージ図】

更なる外債調達可能額
外債限度額
外債利用額

MPP では、外債限度額は純資産等を基準値とし、これに中国当局が国内外の経済状況に合わせて国際
収支を調整するために設定した政策的なパラメータを加味して計算します。一方で、外債利用額は計算時
点の外債残高をベースに、中国当局が決めたリスクファクターを加味して計算を行います。それぞれの具
体的な計算方法は以下の通りです。
1
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（１） 外債限度額の計算
外債限度額 ＝ 【純資産等 × 融資レバレッジ率 × マクロプルーデンス調節パラメーター】
区分

基準値（注）

融資レバレッジ率

マクロプルーデンス
調節パラメーター

企業

純資産

1.0

1.0

非銀行類金融機関

払込資本＋資本積立金

1.0

1.0

銀行類金融機関

レベルワン資本金

0.8

1.0

注：直近の会計監査済みの財務報告の数値を利用する。

（２） 外債利用額の計算
外債利用額 ＝ 【外債残高×①期限リスク×②類別リスク＋外貨建て外債残高×③為替リスク】

まず計算対象となる外債は、原則として企業等が非居住者より受けた全てのクロスボーダーの人民
元建て・外貨建て融資ですが、リスクが低いまたは他の法令規定の内容に合わせる等の理由により、
下表のクロスボーダー融資取引を加減します。

加

減

・オフバランス債

・非居住者による人民元預金等人民元受動的負債

務（偶発債務）

・貿易信用（前受・延払等）や国外金融機関からの人民元建て貿易融資

・その他

・自社用パンダ債2
・集団資金集中管理による資金往来
・持分転換または免除された負債
・その他

また、外債残高は、原則として帳簿上の計上金額を使用しますが、例外として、外貨建て貿易融資は
【残高 × 0.2】の数式に従い再計算し、オフバランス債務（偶発債務）は公正価値を用います。
また、上記の算式を利用する際には、短期と中長期、人民元建てと外貨建てそれぞれの外債残高に
対応する外債利用額を計算し、合計を算出します。

2

海外の親会社が国内で人民元建て債券を発行し、調達した資金を原資に国内の子会社に貸付たものを指す。
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次に、外債利用額計算に加味すべき 3 つのリスクファクターについて説明します。
① 期限リスク
借入期間（借入日から返済日までの期間）により期限リスクが異なります。具体的な期限リスクは、
短期外債（借入期間が 1 年以下）が 1.5、中長期外債（借入期間が 1 年超）が 1.0 とされます。
② 類別リスク（オンバランスとオフバランスに基づくリスク）
本通知では、オンバランス外債とオフバランス外債が同じリスクレベルであると暫定的に定められ
ており、このリスクファクターの掛け率はいずれも 1.0 が用いられます。
③ 為替リスク
外貨建て外債には別途、為替リスクが加味されます。本通知では、このリスクファクターの掛け率
そのまま暫定的に 0.5 としています。従いまして、同じ借入期間の人民元建て外債に比べて、外貨
建て外債は 1.5 倍の外債限度額を占めることになります。
下表は MPP による試算例です。
期限別
短期外債

中長期外債

通貨別

算式

外債残高

外債利用額

人民元建て

外債残高 * 1.5

100

150

外貨建て

外債残高 * 2.0

100

200

人民元建て

外債残高 * 1.0

100

100

外貨建て

外債残高 * 1.5

100

150

400

600

合計

2.

投注差と MPP との比較
本通知によれば、外資企業に対して、これまでの投注差による管理と今回の新しい MPP による管理が選
択適用されることになります。但し、一旦採用した管理方法は継続適用が求められます。
以下、二つの管理方法における外債限度額と外債利用額の計算方法を比較して説明します。

投注差
外債限度額

外債利用額

MPP

投資総額と登録資本との差額

純資産等×政策的パラメーター

短期外債残高＋中長期外債発生額

外債残高（オフバランス外債は公正

（オフバランス債務は範囲外）

価値）×各リスク率

（1） 外債限度額における比較
投注差における外債限度額は通常変動しないのに対して、MPPにおける企業の純資産等の額は経
営成績等により年々変動します。したがって、投注差における外債限度額がないまたは少ない企業で
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は、MPPの下で外債限度額が増える可能性があります。ただし、MPPを適用している場合、債務超過
の企業は外債調達が出来ないため、投注差を継続適用した方が有利だと考えられます。
また、外債限度額は暫定的に純資産等の１倍3と定められていますが、上海自貿区での試行当時には
純資産の2倍とされており、今後見直される可能性があります。
（2） 外債利用額における比較
投注差による管理においては中長期外債の方がよりリスクが大きいと捉え返済後でも外債利用額に
算入されるのに対して、MPPでは短期外債の方がより資金繰りがタイトだと考えられ、同額の中長期
外債の1.5倍の外債利用額として計算されます。また、MPPでは過去の借入履歴にとらわれることなく、
現時点における企業の資金繰りへの影響を評価するため、原則として帳簿残高を用いて外債利用額
を計算します。従いまして、返済後の中長期外債により外債調達可能額が圧迫されている企業の場
合、MPPが適用されれば返済した分の中長期外債に相当する調達額が増える可能性があります。
ただし、MPPでは、リスク率等の変更を通じ当局による政策的な介入余地が大きいこともあり、当局の
動向に留意する必要があります。

3.

その他注意事項
⑴ 本通知の適用対象は原則、中国資本、外国資本を問わず、中国国内で設立された企業や金融
機関です。ただし、政府系融資プラットフォーム、不動産企業は除かれます。
⑵ 本通知により、外債の自由調達が出来るようになりますが、外債の人民元転は、上海・福建・広
東・天津自貿区を除き、依然として自由には行えない状況であり、実際の使用用途が定まった後
に引出しが可能となります。
⑶ 本通知では、契約、引出し、返済の利用通貨が一致することが求められます。
⑷ 本通知による外債利用額の計算対象と外貨管理局における外債登記の対象 4とは、異なる場合
がありますので、外債登記に漏れのないよう都度確認を行う必要があります。

3

銀行類金融機関はレベルワン資本の 0.8 とする。

4

外貨管理局による「外債登記管理弁法」（滙発〔2013〕19 号）をご参照下さい。
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