投資情報 Q&A
Ｑ：共同年度検査（聨合年検）から年度報告公示制度への移行状況
について説明して下さい（Vol.137 号（2014 年 4 月）からのアップデート情報）
～国家外貨管理局宛の年度報告は、別途外貨資本項目情報システム
により申告～
A：会社法の改正施行により、従来の共同年度検査（聨合年検）制度が年度報告公示制度に移行しています。
これに伴い、国家工商行政管理局は「企業年度検査業務の停止に関する通達」（工商企字[2014]28 号）により、
企業情報公示システム1を通じて年度報告を実施する旨を定めました。また、商務部、財政部、国家税務総局、
国家統計局、国家外貨管理局の 5 部門も連名により「2014 年外商投資企業年度経営状況聨合申告活動の展
開に係る通知」（以下“商資函［2014］175 号”と表記）を公布し、「全国外商投資企業の年度運営情况に係るネッ
トでの聨合申告及び共有システム（中国語：全国外商投資企業年度運営情況網上聨合申報及共享系統） 2」に
より年度報告を実施し、報告期間の 4 月 21 日から 6 月 30 日中に遅滞無く、年度報告を提出するように求めて
います。

更に今般、2014 年 4 月 29 日付けで「2014 年外商投資企業の年度外貨経営状況の申告に関する関連問題の
通知」（以下“匯綜発 [2014]58 号”と表記）が公布されました。これにより、国家外貨管理局は上記 2 つの年度
報告に加えて、外商投資企業に対しては外貨年度報告を実施する旨も要求しています。外貨年度報告の対象
企業は、2013 年 12 月 31 日以前に工商登記された外商投資企業であり、報告期限は 2014 年 5 月 12 日から 8
月 31 日までと規定されています。外商投資企業は匯綜発 [2014]58 号で定める書類（詳細は表１を参照のこと）
を外貨管理局の外貨資本項目システムを通じて提出し、外貨年度報告を実施します。

【表１】 2014 年実施の外貨年度報告申請に係る主要な提出書類

1
2



企業基本情報表



2013 年末資産負債表（以下“資産負債表”と表記）



2013 年度損益計算書（以下“損益計算書”と表記）



2013 年度の外商投資企業外国投資者側の出資持分統計表（以下“統計表”と表記）

企業情報公示システムの詳細は「トーマツ チャイナ ニュース Vol.134 号（2014 年 1 月）」を参照のこと。
同システムを利用した共同年度報告の詳細は「トーマツ チャイナ ニュース Vol.137 号（2014 年 4 月）」を参照のこと。
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但し、外商投資性公司の出資のみで設立された外商投資企業は外貨年度報告に参加しない旨が定められて
います。一方において、外商投資性公司と外国投資者の共同出資による外商投資企業の場合には、当該外商
投資企業が企業所在地の外貨管理局に年度報告を行います。この際、外国投資者側の出資持分から外商投
資性公司が享受する出資持分を控除して記載します。
また統計表は 2013 年度版から変更が加えられ、当該年度の既に配当した外国投資者側の利益や対外担保に
係る当該年度の新規増加担保金額等のデータ項目の記入が不要になりました。一方において、投資性の外商
投資企業（中国語：投資性外商投資企業）の中国国内子会社に対する出資持分データの記入が新たに要求さ
れました。尚、匯綜発 [2014]58 号では統計表の白地フォーム及び記載方法の説明が付属文書3に含まれてい
ます。
匯綜発 [2014]58 号では報告期限は 8 月 31 日までと定められていますが、外貨管理局による“報告督促期限
日”は 9 月 15 日とされ、外貨管理局は各分局に対して報告督促期限日の 3 営業日以内に、未報告企業を“業
務管理コントロール状態”に設置することを求めています。外貨管理局マニュアルによれば、“業務管理コントロ
ール状態”とは、外貨管理局により資本項目情報システムが暫定停止された状態であり、この状態に置かれて
いる間、企業は外債登記などを含む資本取引に係る関連手続きの実施が不可能となりますので、要注意で
す。
そして、外商投資企業が報告督促期限日後に補充報告を申請する場合、合理的な理由があり、且つ規定通り
の申告或いは検査に初めて参加しなかったのであれば、企業の関連説明書簡の提出後に、所在地の外貨管
理局が補充報告手続きを実施し、資本項目情報システムを正常状態に回復させます。しかし、企業の報告遅延
に合理的な理由が無い場合には、外貨管理局の管理検査部門による調査・処分後に、所在地の外貨管理局
が補充報告手続きを実施し、同システムを正常状態に回復させるとしています。

また、匯綜発 [2014]58 号では、外貨年度報告の申請は企業自らが実施しても、或いは会計事務所等へ委託し
ても良いと定められています。但し、申請内容の品質を担保するために、外商投資企業に対して外貨年度報告
データの送付手続きの会計事務所への委託を原則とする旨の通知を公布した地方政府や、会計事務所宛に
関連通知を公布した地方政府もあります4。
更に、もし外商投資企業が期限内に年度報告を実施しなかった場合、匯綜発 [2014]58 号では罰則規定が明
確ではありませんが、一部の地方では外商投資企業に対して厳格な罰則を設けた外貨管理局（地方分局）もみ
られます。
従いまして、実務手順や提出書類は、地方ごとに若干異なっています。既に多くの地域では外貨管理局の各分
局ごとに、Web サイトで申請手順の詳細や補充通達等を公布していますので、外貨年度報告を行う際には所在
地当局の実務運用の確認が望ましいと考えられます。

3

付属文書 2 は「資本項目情報システム外貨年度報告機能オンライン接続準備操作手引き」となっている。
地方政府の他の独自ルールとしては、外商投資企業に年度報告データの品質を保証させるために、提出資料において
年度間での金額変更が著しい場合に、企業に対して書面での報告を求める例も見られます。
4
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まとめ
商務部を始めとする 5 部門の共同年度報告について定めた商資函［2014］175 号には国家外貨管理局も含ま
れていますが、匯綜発 [2014]58 号では、これとは別に外商投資企業に対して外貨年度報告を要求しています。
しかし、従来においても国家外貨管理局は共同年度検査の実施政府機関の一部に含まれていましたが、年度
検査の実際の手続きでは、国家外貨管理局は外商投資企業に対して別システムでの申告手続きを要求してい
ました。すなわち、外貨管理局宛の申告は、同局 Web サイト上の直接投資外貨管理情報システムで実施する
一方で、他の政府機関が共同で実施するオンライン・システム上の集中受付での申告は不要でしたので、匯綜
発 [2014]58 号も従来の制度を踏襲したものと考えられます。

これにより、年度報告時の実際の手続きに関しては、従来の 2 システム（外商投資企業オンライン共同年次検
査、直接投資外貨管理情報システム）から 3 システム（年度報告公示システム、外貨資本項目システム、外商
投資企業の年度運営情况に係るネットでの聨合申告及び共有システム）への申請に変更され、従来より要求
手続きが増えました。しかし、全てオンライン申請が前提であり、事務的な負担はさほど増えないものと考えら
れます。

なお、2014 年に実施する 2013 年度の報告に関し、中国（上海）自由貿易試験区（以下“自貿区”と表記）以外の
工商行政管理局では、商務部門等や外貨管理局とは対照的に、未だ年度報告公示制度の詳細が公表されて
いない状態ですので、留意が必要です。
【為参考：共同年度報告（聨合年検）と年度報告公示制度の比較】
提出先の
行政機関
外貨管理部門

工商行政管理
部門
商務部門
財政部門
税務部門
外貨管理部門
統計部門

報告システム

報告期限

外貨管理局直
接投資外貨管
理情報システム

地方政府、全国
外商投資企業
オンラ イン 共同
年次検査

毎年
3 月 1 日から
6 月 30 日

提出先の
行政機関

報告システム

外貨管理部門

外貨資本項目
システム

工商 行政 管理
部門

年度報告公示
システム

商務部門
財政部門
税務部門
外貨管理部門
統計部門

地方政府、全国
外商投資企業年
度運営情况ネット
上聨合申告及び
共有システム

報告期限
2014 年は
5 月 12 日から
8 月 31 日
N/A
（但し自貿区は
3 月 1 日から
6 月 30 日）

2014 年は
4 月 21 日から
6 月 30 日
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