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注目される経済ニュース（6 月） 

【マクロ経済】 

5 月の経済は回復ムードが継続するが、年末にかけてデフォルト集中発生のリスクに要注意 

5 月の中国経済は引き続き回復傾向にある。工業生産高の前年同月比（単月）は+4.4％であり、先月（同

+3.9％）より 0.5 ポイント上昇した。うち、製造業は同+5.2％と、先月（同+5％）より加速した。サービス業では、

情報伝達サービス・不動産業・金融業の生産指数はそれぞれ同+12.9％、同+7.1％、同+5.2％とプラスが継

続し、何れも 4 月より加速した。卸売と小売、宿泊、外食業は新型コロナウイルスの影響で引き続きマイナスと

なった。北京では、新発地農産品卸売市場で新型コロナウイルスの集団感染が発生したが、足元拡散が抑

制され、第二波の感染拡大の到来並びにそれによる経済活動の停滞懸念がある程度解消されている。 

社会消費小売総額は前年同期比（累計ベース）▲13.5％と、減速幅が 1～4 月より 2.7 ポイント縮小した。スポ

ーツ用品（同+15.4％）と化粧品（同+12.9％）を始めとする「改善型消費」の改善が消費全体を支えており、自

動車類も同+3.5％とプラスとなった。また、実物商品の電子商取引は同+11.5％と引き続き消費全体を牽引し、

それに伴う宅配便の取扱量も 5 月単月で同+41%と好調が続いた。固定資産投資（農家を含まない）は同▲

6.3％となり、項目別では、インフラ投資・製造業設備投資・不動産投資はそれぞれ同▲6.3％、同▲14.8％、

同▲0.3％とインフラ投資、不動産投資の回復が加速している。足許多くの地方政府ではインフラ事業を展開

し、地域経済の復興に取り組んでいる。報道によると、北京市は 6月には既にインフラ建設など 21件のプロジ

ェクトを着工させ、総投資額は1,083億元に上る。また北京市は今年、インフラ100事業、民生改善100事業、

先端産業 100 事業の「3 つの 100」計画を立てており、総投資額が 1 兆 3,000 億元に達する見通しである。 

輸出入（ドルベース）では、海外での防疫圧力の増大により輸出が前年同月比（単月）▲3.3％と再びマイナス

に落ち込んだ（4月は同+3.5％）。輸入も同▲16.7％と低迷。その結果、貿易収支は 629.3億ドルの黒字と、先

月の 248.3 億ドルより大幅に増加した。 

最近中国では債務不履行の事例が増えている。6 月末時点の債務不履行総額は既に 814.77 億元に達して

おり、半年間での集計値としては 2016年以来の最高値となる。また、一債権当たりの不履行金額も 2018年の

9.7 億元を超え、債務不履行案件の大型化が進行している。これまでの構造調整に今年の新型コロナウイル

スの影響も加え、企業の経営状況の更なる悪化が懸念され、一部の専門家は、「償還期限の到来により、年

末にかけて債務不履行の集中発生の可能性もある」と警鐘を鳴らしている。 

各年次の債務不履行の総額と件数変化 

債務不履行総額（億元） 不履行債権数（件） 一債権当たりの不履行金額（億元）

（A） （B） (A/B)

2016           393.77 56 7.0

2017           312.49 34 9.2

2018         1,209.61 125 9.7

2019         1,483.04 183 8.1

2020/6           814.77 65 12.5  

 

1～5 月の工業企業利益は▲19.3％ 

国家統計局の発表によると、1～5 月の全国の一定規模以上工業企業利益は前年同期比▲19.3％の 1 兆

8,434 億元となり、減少幅は 1～4 月より 8.1 ポイント縮小。5 月単月は前年同月比+6.0％の 5,823.4 億元とプ

ラスに転じた。 

（出所）Wind 



MUFG バンク（中国）経済週報 

2020 年 7 月 6 日 第 459 期  
 

 3 MUFG Bank (China) 
A member of MUFG, a global financial group 

 

企業形態別では、国有企業は▲39.3％の 4,404.2億元、株式制企業は▲19.2％の 1兆 3,478.8億元、外資系

と香港・マカオ・台湾系企業は▲18.4％の 4,659.2 億元、私営企業は▲11.0％の 5,607.3 億元となった。業種

別では、採掘業は▲43.6％の 1,291.6 億元、製造業は▲16.6％の 1 兆 5,461.9 億元、電力・熱・ガス・水の生

産供給業は▲16.7％の1,681.4億元となった。5月単月では、統計対象となる 41業種のうち、10業種が増益、

1 業種が横ばい、30 業種が減益となった。コンピューター・通信とその他電子設備製造業（34.7％）、農副食

品加工業（19.0％）、専用設備製造業（16.6％）の増益幅が大きく、石油加工（8.9％）、電力（10.9％）、化学工

業（▲9.6％）、鉄鋼（▲50.5％）の改善が顕著だった。 

 

5 月、CPI は前年比 2.4%上昇、PPI は前年比 3.7%低下 

中国国家統計局によると前年比ベースで、5 月の CPI 上昇率は 2.4%と上昇幅は先月より 0.9 ポイント縮小し

た。そのうち、食品CPIの上昇率は 10.6%で、CPI全体を 2.15ポイント押し上げた。豚肉価格は前年比 81.7%

上昇し、上昇幅は 15.2 ポイント縮小した。非食品 CPI の上昇率は 0.4%であり、CPI 全体を 0.29 ポイント押し

上げた。そのうち、教育文化・娯楽、医療保健の価格はそれぞれ 2.2%、2.1%上昇し、交通・通信、居住、衣

類・服飾の価格は▲5.1%、▲0.5%、▲0.4%とそれぞれ低下した。食品とエネルギー価格を除いたコア CPI は

前年同期比 1.1%上昇し、先月と横ばいとなった。 

5月のPPIは▲3.7%であり、下落幅は先月より 0.6ポイント拡大した。そのうち、生産財価格、生活財価格はそ

れぞれ▲5.1%、▲0.5%低下した。業界別では、石油・天然ガス採掘業（▲57.6%）、石油・石炭・その他燃料

加工業（▲24.4%）、化学原料・化学製品製造業（▲9.2%）、石炭採掘・選炭業（▲8.8%）、鉄鋼製錬・圧延業

（▲8.0%）と主要業界 PPI の下落幅は軒並み拡大した。 

 

6 月の製造業 PMI、4 か月連続で 50 超え 

国家統計局は 6 月 30 日に発表した製造業 PMI は 50.9 であった。景気判断の節目となる 50 を超えるのは 4

か月連続であり、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しつつあることを受け、経済活動が秩序よく再開する

ことを反映している。PMI の個別ファクターを見ると、新規生産（53.9）・新規受注（51.4％は何れも 5 月より上

昇し、物流状況を表す「配送時間」は先月と横ばいとなった 50.5 であり、好調さを維持している。サービス業

PMI は 53.4 先月より 1.1 ポイント上昇し、とりわけ輸送物流業・電信業・インターネットソフトウエア情報サービ

ス業・金融業が 55 を超えており、好調さが維持される。 

 

コロナショックから回復している中、業界によって雇用状況が明暗 

2020 年 1～5 月の中国の都市新規就業者数は 460 万人と前年同期より 22.9%減少した。全体的にみると、就

業圧力が依然として高い。中国政府は「雇用の確保」を 2020 年の施策方針の上位に掲げているが、雇用状

況の改善は新型コロナの影響で経営難に陥った企業の回復状況にかかっている。第一財経（6 月 9 日付）に

よると、売上、人件費、財務体質といった 3 つの面から分析すると、業界によって雇用市場の状況が異なって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

影響が小さい産業 影響が大きい業界

需要面 売上、外需
農林牧漁業、通信電子製造業、
食品・飲料製造業、金融業

電気製品製造業、紡績業、自動車製造業
、交通運輸業、メディア・娯楽業、航空運
輸業、レジャーサービス業

供給面 人的コストの負担 鉄鋼業、化学工業、非鉄金属 レジャーサービス業、紡績業

粗利率
医薬製造業、計算機製造業、メデ
ィア・娯楽業、レジャーサービス業

鉄鋼、非鉄金属などの一次産品加工業、
家電製品製造業、建築装飾品製造業

キャッシュ・フロー
インフラ関連の交通運輸業、公共
事業

鉄鋼、非鉄金属などの一次産品加工業、
家電製品製造業、建築装飾品製造業

要因分析

財務体質

（出所）第一財経に基づいて当行中国調査室作成 
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全体的に見れば、第 3 次産業の雇用圧力が大きな影響を受けており、特に、交通運輸、メディア、レジャーサ

ービスといった業界は売り上げ急減の課題に直面している。第 2 次産業のうち、労働密集型産業、輸出依存

度の高い産業は経営を維持するために苦戦している。さらに、一次産品製造業と選択品製造業は利潤率が

比較的低く、キャッシュ・フローの悪化で経営難に陥るリスクが高い。 

 

2025 年の高齢者数が 2 億人突破、政府系シンクタンクが対策案を提示 

中国の政府系シンクタンクである中国発展基

金会がこのほど、『中国発展報告 2020：中国に

おける高齢化の発展趨勢と政策』（以下、報告

書）を発表した。同報告書では、2022年末時点

での高齢者数（65 歳以上の人口数）が全体の

15％に当たる2.1億人と予測し、2050年前後に

は、同高齢者数は 3.8億人を突破し、全人口に

占める割合が 27.9%に達するとしている。高齢

者の中にも、とりわけ 80 歳以上の高齢者の増

加幅が大きく、2018 年と 2000 年の対全人口構

成比の変化では、80 歳以上の高齢者数が

2.17 倍と、60-69 歳と 70-79 歳の同倍率を上回

った。 

このような状況を受け、同報告書では、高齢化社会に向けて、対策を講じることの緊迫性を強調している。具

体的には、①都市化を推進するとともに、農村から新たに都市に転入する高齢者に対して、転出先地域・性

別・教育水準・健康状況並びに生活慣習に従い転入させ、新転入した高齢者の孤立感を可能な限り低減す

ること、②養老保険制度の省レベルでのルール統一化を推進し、同制度の財務持続性を高め、高齢者の生

活水準を維持すること、③就労面では、定年年齢を引き上げ、就労願望のある高齢者に適切なアドバイスを

与え、就職できるようにすること、などの政策提案をした。 

 

【金融】 

5 月の流動性供給が潤沢、社会融資残高は 12.5%増、M2 は 11.1%増と加速 

中国人民銀行が 6 月 10 日に発表したデータによると、5 月の人民元建て新規貸出は 1 兆 4,800 億元で、増

加幅は前年同期対比で 2,984 億元拡大した。貸出の内訳をみると、増加分は主に企業向け中長期貸出であ

り、金融が実体経済への支援が強くなっていることが分かる。さらに、個人向け短期貸出の新規増加額は

2,381 億元と増加幅は前年同期より 433 億元拡大し、消費需要の改善を反映しており、特に自動車市場の回

復が個人ローンの増加に大きく寄与したと見られる。 

新規社会融資規模は 3 兆 1,900 億元で、増加幅は前年同期より 1 兆 4,800 億元拡大した。また、社会融資残

高は前年より 12.5%増加し、増加幅は 3 月より 3 か月間連続で拡大した。流動性供給の加速、地方政府特別

債券の発行規模の増加により、マネーサプライ M2 残高、M1 残高は前年同期比でそれぞれ 11.1%、6.8%増

加し、増加幅は前年同期より 2.6 ポイント、3.4 ポイント拡大した。 

 

人民銀行、中小企業の資金調達向け二つの支援策を発表 

中国人民銀行は 1日、新型コロナウイルスの感染拡大で特に大きな打撃を受けた中小、零細企業の資金繰り

や資金調達の支援に向けて、貸出返済猶予と信用貸付という二つの施策を発表した。 

年齢別高齢者数の対全人口構成比 

（出所）Wind 



MUFG バンク（中国）経済週報 

2020 年 7 月 6 日 第 459 期  
 

 5 MUFG Bank (China) 
A member of MUFG, a global financial group 

 

貸出返済猶予政策では、今年末までに満期になる中小・零細企業の借入金の元金・利子を最長 2021年 3月

末まで延長する。猶予対象となる零細企業向け貸出元金は約 7 兆元と見込まれる。地方銀行に零細企業の

利払いをさらに猶予することを奨励し、元金の 1％を奨励金として、人民銀行が 400 億元の再融資枠を設ける。

猶予対象となる地方銀行の零細企業向け貸出元金は約 3.7 兆元と見込まれる。 

企業の資金調達支援では、中小銀行による零細企業への信用貸出を拡大するため、人民銀行が 4,000 億元

の再融資枠を設定する。零細企業向け信用貸出を 1 兆元規模に拡大させる狙いがある。2020 年 6 月 1 日よ

り四半期毎に、条件を満たした地方銀行が実行した零細企業向け新規の信用貸出を人民銀行が買い取る。

対象は今年 3 月から今年末までの期間に行った信用貸出額の 40％、融資期限を 6 カ月以上とする。現在、

地方中小銀行の信用貸出は貸出全体の 8％のみを占めている。。 

 

民営銀行 16 行決算報告、2 行の資産規模は 1 千億元台 

2014 年、第 1 陣として民営銀行 5 行の設立が承認されて以降、現在 19 行の民営銀行が開業した。テンセン

ト、アリババ、蘇寧、小米などインターネット大手はいずれも民営銀行に出資した。2019 年決算報告を発表し

た民営銀行 16 行のうち、6 行の主要株主にインターネット関連企業がある。経営指標をみると、資産規模、営

業収入、純利益の規模と伸び率では、インタ

ーネット関連銀行は大半を占めた。中でも、

微衆銀行（2912.4 億元）、網商銀行（1395.5

億元）の資産規模は 1 千億元台を突破し、1

位と 2 位を占め、蘇寧銀行（639.0 億元）は 3

位に続いた。営業収入をみると、微衆銀行

（148.7 億元）、網商銀行（66.28 億元）、新網

銀行（26.81 億元）、三湘銀行（12.58 億元）、

富民銀行（10.45 億元）、蘇寧銀行（10.17 億

元）など 6 行は 10 億元を超えた。純利益をみ

ると、16 行はいずれも増益を果たし、微衆銀

行（39.5 億元）、網商銀行（12.6 億元）、新網

銀行（11.3 億元）の上位 3 行は 10 億元台に

達した。 

 

【産業】 

建機：5 月の掘削機販売台数は前年同期比 68%増加、建設機械業界の回復が加速 

中国工程機械工業協会のデータによると、5 月の各種掘削機販売台数は前年同期比 68%増の 3 万 1,744 台

であり、市場予測（50%）を上回った。うち国内販売は 76.3%増の 2 万 9,500 台、輸出は 3.3%増の 2,223 台。

類型別では、小型掘削機の販売台数は最も多く、83.7%増の 1 万 7,800 台であり、中型と大型掘削機の販売

台数はそれぞれ 7,538 台、4,161 台で、増加率は 70.2%、60.8%となった。 

例年では3～4月は掘削機販売の主要時期となるが、今年は新型コロナ感染の影響を受け、1～3月、中国工

程機械工業協会の統計対象となる 25 社主要企業の掘削機の販売台数は前年比▲8.2%の 6 万 8,630 台にと

どまった。3 月末から、掘削機の需要が回復に向かうようになり、抑制されていた需要が急速に拡大している。

目下では、建設機械サプライチェーンの上川・下川の各企業は積極的に生産の再開を推進し、掘削機販売

も予測以上に回復している。第 2 四半期に、インフラ建設の加速や景気支援政策の強化に伴い、建設機器

企業の堅調な回復が続くと見られる。 

 

銀行名 主要株主 登録地 資産規模

微衆銀行 騰訊（30％） 深セン 2912.36

網商銀行 螞蟻金服（30％） 杭州 1395.52

蘇寧銀行 蘇寧易購（30％） 南京 639.01

三湘銀行 三一集団（18％） 長沙 515.80

新網銀行 新希望（30％）銀米科技（29.5％） 成都 441.53

衆邦銀行 卓尓控股（30％） 武漢 418.77

富民銀行 瀚華金控（30％） 重慶 418.55

華瑞銀行 上海均瑶（30％） 上海 396.27

億聯銀行 中発金控（30％）吉林三快科技（28.5％） 長春 313.21

金城銀行 三六零（30％） 天津 307.06

藍海銀行 威高集団（30％） 威海 303.57

振興銀行 栄盛中天実業（30％） 瀋陽 262.25

中関村銀行 用友網絡科技（29.8％） 北京 174.67

民商銀行 正泰集団（29％） 温州 167.86

客商銀行 広東宝麗華新能源（30％） 梅州 166.64

華通銀行 永輝超市（27.5％） 福州 106.80

民営銀行16行の2019年資産規模

（出所）各行 2019 年決算報告 
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自動車：5 月の乗用車販売市場が回復するも、車種で明暗分かれる、高級車販売は特に好調 

中国乗用車市場情報聯席会が 6 月 8 日に公開したデータによると、5 月の乗用車販売台数は前年同期比

1.8%増加の 160 万 9,000 台であり、2 年ぶりのプラス成長となった。新型コロナ対策を経て経済活動が再開さ

れてから、乗用車市場の販売ぶりは底上げのV字型回復を呈している。その前に、1~4月の月間販売台数の

前年比伸び率は▲20%、▲78%、▲40%、▲3%とマイナス成長であったが、下落幅は縮小し続けてきた。 

但し、乗用車の回復は車種で明暗が分かれている。5月の高級車販売台数の増加率は28%に達したが、8万

元以下の車種は需要が低迷し続けている。中国乗用車市場情報聯席会は消費のレベルアップによる買い換

え需要が拡大しているのに対し、新規購入需要が冷え込んでおり、消費の二極化が深化していることが示さ

れると分析している。結果として、外資系の合弁企業と民族系の大企業が好調であるが、中小自動車企業は

苦戦し続けている。目下では、各地方政府が打ち出した消費促進政策は買い換え関連の政策に集中してお

り、自動車市場の需要を十分に刺激するため、新規購入向けの促進政策も期待される。 

 

小売：2019 年チェーンストア 100 社ランキング、売上高は 5.2％増  

中国連鎖経営協会（CCFA）は 6 月 2 日、2019 年のチェーンストア上位 100 社ランキングを発表した。2019

年の 100 社の売上高は前年比 5.2％増の 2.6 兆元で社会消費財小売総額の 6.3％を占めた。店舗数は同

5.9％増の14.4万店。売上高の首位は家電量販大手で電子商取引（EC）も手掛ける蘇寧易購集団で、2位以

下は家電量販大手の国美零售控股、家具販売の紅星美凱竜家居集団（MACALLINE）、香港系のスーパ

ーマーケット運営企業である高鑫零售、スーパー運営の華潤万家となっている。 

2019 年、100 社のうち 73 社が増収、27 社が減収。平均増収幅は 14.4％、平均減収率は▲9.6％。18 社の売

上高と店舗数はともに 2 桁増を実現した。事業形態別に見ると、コンビニの平均増収率が 16.5％と最も高く、

専門店の 10.4％、スーパーの 4.0％、百貨店の 0.7％を大きく上回った。店舗増加数の伸び率ではコンビニが

7.8％、スーパーが 7.7％、百貨店が 2.4％、専門店が 1.5％だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年、100社のオンライン売上高は前年比 28.7％増の 5,000億元で、伸び率は実物商品ネット売上高の伸

び率を 9.2ポイント上回った。100社の売上高に占めるオンラインの比率は平均 4.3％で、うち専門店が21.9％

と高く、次いでスーパーの2.1％、百貨店の1.2％、コンビニの0.6％となる。ショート動画、ライブコマースといっ

順位 企業名 売上高（万元） 伸び率（％） 店舗数 伸び率（％）

1 蘇寧易購集団 37,874,000 12.5% 8,216 -25.7%

2 国美零售控股 12,764,600 -7.6% 2,602 22.6%

3 紅星美凱竜家居集団 12,563,318 12.6% 428 19.2%

4 高鑫零售 10,186,800 0.5% 486 0.4%

5 華潤万家 9,510,000 -6.1% 3,234 1.3%

6 永輝超市 9,315,003 21.3% 1,440 12.9%

7 ウォルマート（中国）投資 8,228,000 3.8% 442 0.2%

8 居然之家新零售集団 8,111,000 14.2% 355 24.6%

9 中石化易捷銷售 7,000,000 12.9% 27,600 1.5%

10 重慶商社（集団） 6,042,103 -10.7% 373 -9.7%

11 聯華超市 5,463,022 0.5% 3,381 -0.6%

12 物美科技集団 4,985,331 3.1% 1,351 36.3%

13 長春欧亜集団 4,771,908 5.2% 147 5.0%

14 歩歩高集団 4,152,575 6.4% 779 14.6%

15 上海盒馬網絡科技 4,000,000 185.7% 250 67.8%

16 武漢武商集団 3,871,499 1.1% 87 -1.1%

17 王府井集団 3,521,344 2.1% 66 17.9%

18 銀泰商業（集団） 3,427,760 14.6% 62 -1.6%

19 中百控股集団 3,342,459 0.5% 1,341 6.9%

20 銀座集団 3,323,176 -11.2% 381 1.1%

2019年チェーンストア上位100社

（出所）CCFA 
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た新たな販売手法を取り入れた企業は 3 割を占めている。 

今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、100 社のうち、店舗売上高が増加すると予測したのは 36％、

減少すると予測したのは 42％を占めた。78％の企業が今年も新規店舗展開を続けるとしている。 

【地域】 

海南自由貿易港計画が発表、関税免除、企業所得税 15％に 

中国共産党中央と国務院は１日、「海南自由貿易港建設の全体計画」を発表した。2025 年までに貿易自由

便利と投資自由便利を重点とする自由貿易港の政策制度体系を構築し、2035 年までに中国の開放型経済

の新高地、今世紀半ばに強い国際競争力を持つ高水準の自由貿易港になることを目指している。制度面に

ついて、貿易、投資、クロスボーダー資金流動、人員往来、運輸の自由便利、データ安全流動、現代産業体

系、税収、社会ガバナンス、法治、リスク防止制御体系など 11 項目の内容が盛り込まれた。 

2025 年までには税関特殊管理区の建設、一部輸入商品のゼロ関税、クロスボーダーサービス貿易制限の減

少、簡素化審査投資制度の実施、クロスボーダー証券投融資政策の改革試行、金融業対内対外開放の加

速、ビザ免除、より開放的な船舶運輸、航空運輸政策の実施など18項目の重点任務を実現。さらに、2035年

までには貿易、投資、資本流動、人員往来、運輸の自由便利化、データ安全流動、財政改革など 7 項目の

重点任務を実現する目標を掲げた。 

税収優遇について、企業の生産設備、島内の交通機関で使用する設備、生産加工における原材料、個人消

費の海外輸入製品に対して、関税をゼロとし、増値税や消費税も免除する。また、同省が定める「奨励産業」

に属する企業の企業所得税を 15％に引き下げる。同省で働くハイレベル人材や不足な人材を対象に、個人

所得税の最高税率を 15％とする。 

 

【国際】 

世界銀行：コロナショックは第 2 次世界大戦以来最大の景気後退をもたらす 

6 月 8 日、世界銀行が 6 月の「世界経済展望」で、2020 年の世界経済はマイナス 5.2%に減速すると予想して

いる。これは第2次世界大戦以来の最大規模の景気後退となる。新型コロナの世界範囲の感染拡大による需

給不振、貿易と金融の断絶などが原因で、2020 年の経済成長率は先進国がマイナス 7.0%、新興国・発展途

上国がマイナス 2.5%に減速すると見込まれており、新興国・発展途上国によっては 60 年ぶりのマイナス成長

になる。一人当たり所得は 3.6%減少し、1 億以上の人口が極端な貧困に陥ってしまう。 

世界貿易、旅行、一次産品の輸出、外債規模の大きい国への打撃が特に深刻である。国別では、米国、ユ

ーロ圏、日本の 2020 年 GDP 成長率はそれぞれ▲6.1%、▲9.1%、▲6.1%と推測される。2021 年に、世界全

体、先進国、新興国・発展途上国の経済成長率はそれぞれ＋4.2%、＋3.9%、＋4.6%まで回復すると予測さ

れるが、新型コロナ感染の長期化、金融市場の混乱、世界貿易の停滞とサプライチェーンの再編といった不

確定要素が依然として存在している中、予測よりもさらに大幅に減速する可能性もあるという。 
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プロフェッショナル解説（税務会計）MAZARS/望月会計士 

IFRS 中小企業版の各国における実務的活用について 

前回に続き、IFRS 中小企業版の実務的活用の可能性について考えるとともにその内容についてみていきま

す。今回と次回の 2 回に分けて、第 2 章概念及び全般的な原則を解説します。 

前回と今回の章立て 

IASB の目的に基づく IFRS の意義 

IASB の目的 

  IFRS の意義                               前回 

概念及び全般的な原則の構成                     

概念及び全般的な原則の内容 

財務諸表の目的 

財務諸表に含まれる情報（有用な情報）の質的特性 

財務諸表にかかわる全般的考え方                今回 

財務諸表にかかわる全般的考え方については、さらに、以下の区分による説明がなされています。 

財政状態とは 

 資産、負債、持分 

業績とは 

 収益、費用 

認識及び測定 

認識、測定 

認識及び測定にかかわる一般的原則 

発生主義 

財務諸表における認識 

当初測定 

事後測定 

相殺 

Ⅰ．財務状態 

財政状態計算書に示される、資産、負債及び持分の関係とされ、それぞれの要素は以下のように定義されて

います。 

①資産 

資産とは、過去の事象の結果として企業が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該企業に流入すると期待さ

れる資源をいう。 



MUFG バンク（中国）経済週報 

2020 年 7 月 6 日 第 459 期  
 

 9 MUFG Bank (China) 
A member of MUFG, a global financial group 

 

ここで、将来の経済的便益とは、企業への現金及び現金同等物の流入に直接的に又は間接的に貢献する

潜在能力とされ、この考え方は、減損の処理等を含め資産の考え方の根底に横たわっています。 

②負債 

負債とは、過去の事象から発生した企業の現在の債務で、その決済により、経済的便益を有する資源が当該

企業から流出することが予想されるものをいう。 

法的債務と推定的債務のいずれの場合もあり、債務の決済方法としては、資産の流出に加え、サービスの提

供、ある債務から他の債務への交換、債務の持分への転換が含まれます。また債権者がその権利を放棄し、

又は喪失するなどのその他の手段で消滅することもあります。 

③持分 

持分とは、企業のすべての負債を控除した後の資産に対する請求権である。 

Ⅱ．業績 

業績は、ある報告期間における企業の（広義の）収益（income）と費用の関係とされ、それぞれの要素は以下

のように定義されています。 

①（広義の）収益（income） 

（広義の）収益とは、資産の流入若しくは増価又は負債の減少の形をとる経済的便益の増加であり、所有者

からの出資に関連するもの以外の持分の増加を生じさせるものをいう。 

(a) 狭義の収益は、広義の収益のうち、企業の通常の活動の過程において発生し、売上、報酬、利息、配当、

ロイヤルティー及び賃貸料を含むさまざまな名称で呼ばれている。 

(b) 利得は、広義の収益の定義を満たすが狭義の収益ではないその他の項目をいう。 

②費用 

費用とは、資産の流出若しくは減価又は負債の発生の形をとる経済的便益の減少であり、所有者への分配

に関連するもの以外の持分の減少を生じさせるものをいう。 

 (a) 企業の通常の活動の過程において発生する費用には、例えば、売上原価、賃金及び減価償却費など

がある。費用は、通常、現金及び現金同等物、棚卸資産、有形固定資産などの資産の流出又は減価の形を

とる。 

(b) 損失は、費用の定義を満たすその他の項目で、企業の通常の活動の過程において発生し得るものであ

る。 

Ⅲ．認識及び測定 

それぞれの概念について、以下のように説明されています。 

①認識 

認識とは、資産、負債、収益及び費用の定義を満たし、かつ、以下の認識規準を満たす項目を、財務諸表に

組み入れるプロセスをいう。 

(a) 当該項目に関連する将来の経済的便益が、企業に流入するか又は企業から流出する可能性が高く、か

つ、 

(b) 当該項目が信頼性をもって測定できる原価又は価値を有している場合 

②測定 

測定とは、企業が財務諸表上の資産、負債、収益及び費用を測定するに当たり、その金額を決定するプロセ
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スをいう。 

それぞれの資産、負債、収益及び費用について、使用すべき測定基礎が規定されているが、一般的な測定

基礎として、取得原価と公正価値がある。 

(1)取得原価 

資産については、取得時に支払った現金若しくは現金同等物の金額又は提供した対価の公正価値。 

負債については、取得原価は、債務発生時に債務との交換によって受け取った現金若しくは現金同等物の

金額又は受け取った非現金資産の公正価値。 

償却原価については、過去に費用又は収益として認識した一部を加減した取得原価。 

(2)公正価値 

公正価値は、独立第三者間取引において、取引の知識がある自発的な当事者の間で、資産が交換され、又

は負債が決済され得る金額である。 

Ⅴ．認識及び測定にかかわる一般的原則 

それぞれの資産、負債、収益及び費用について、原則が示されているが、一般的な原則としては以下のよう

なものがあります。 

①発生主義 

発生主義においては、資産、負債、資本、収益及び費用の各項目は、それぞれの項目の定義と認識規準を

満たした時に認識される。 

(1)資産 

将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高く、かつ、信頼性をもって測定できる原価又は価値を有す

る場合に、財政状態計算書に認識する。 

偶発資産については、資産として認識してはならず、将来の経済的便益の流入がほとんど確実な場合は、関

連資産は偶発資産としてではなく、資産として認識する。 

(2)負債 

次の場合に、認識する。 

(a) 企業が過去の事象の結果として報告期間の末日現在で債務を有しており、 

(b) その決済において企業が経済的便益を有する資源の移転を要求される可能性が高く、かつ、 

(c) 決済金額が信頼性をもって測定できる。 

企業は、企業結合における取得企業の偶発負債を除き、偶発負債を負債として認識してはならない。 

(3)収益及び費用 

収益及び費用の認識は、資産及び負債の認識及び測定の直接の結果である。 

収益については、資産の増加又は負債の減少に関連する将来の経済的便益の増加が生じ、費用について

は、資産の減少又は負債の増加に関連する将来の経済的便益の減少が生じ、かつ、それぞれついて、信頼

性をもって測定できる場合に、認識する。 

(4)包括利益合計及び純損益 

包括利益合計は、収益と費用の間の算術的差額であり、純損益は、収益及び費用のうち、その他の包括利

益項目に分類される収益及び費用以外のものの算術的差額である。 
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これらは財務諸表の個別の構成要素ではなく、個別の認識基準は必要ない。 

②測定 

当初測定においては、特段の測定基礎が要求されている場合を除き、資産及び負債を取得原価で測定しな

ければならない。 

事後測定においては、以下のように規定されている。 

(1)金融資産及び金融負債 

基礎的金融資産及び基礎的金融負債を、減損控除後の償却原価で測定する。 

ただし、上場されているか又は公正価値を、過大なコスト又は労力を掛けずに信頼性をもって測定できる非転

換型優先株式及び非プッタブル普通株式又は優先株式については、公正価値で測定する。 

一般的に、他のすべての金融資産及び金融負債については公正価値で測定する。 

(2)非金融資産 

(a) 有形固定資産 

減価償却累計額及び減損損失累計額控除後の原価と、回収可能価額のいずれか低い方の金額（原価モデ

ル）、又は再評価額と回収可能価額のいずれか低い方の金額（再評価モデル）で測定する。 

(b) 棚卸資産 

取得原価と完成及び販売までのコスト控除後の販売価格のいずれか低い方の金額で測定する。 

(c) 使用又は販売目的で保有している非金融資産に関する減損損失を認識する。 

(3) 公正価値での測定を許容又は要求されている非金融資産 

(a) 関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資 

(b) 投資不動産。 

(c) 農業資産（生物資産及び収穫時の農産物）。 

(d) 企業が再評価モデルに従って測定する有形固定資産。 

(4)金融負債以外の負債 

報告日現在で債務を決済するために必要とされる額の最善の見積りで測定される。 

③相殺 

原則として、資産と負債、又は収益と費用を相殺してはならない。 

但し、資産を評価性引当金控除後で測定することは相殺ではなく、投資や非流動資産の処分による利得又

は損失については、処分代金から当該資産の帳簿価額と関連する販売費を差し引いて報告する。 

 

次回は、IFRS 中小企業版第 3 章財務諸表の表示についてみていきたいと思います。 

 

 
 

 
当資料は情報提供のみを目的として、当行はその正確性を保証するものではありません。また当該機関との取引等、何
らかの行動を当行が勧誘するものではありません。 
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望月一央(公認会計士) MAZARS JAPAN/CHINA パートナー 

東京公認会計士協会租税委員会委員                                                                                                        

IBFD Japan Chapter Author(Transfer Pricing, Investment Funds）   

MAZARS は、世界数十カ国、数万人のスタッフを有する、監査、会計、税務およびアドバイザリーサービスに

特化したワンファーム型の国際会計事務所です。このたび、中国拠点・スタッフを増大した新体制により、日本

企業にとってもますます重要となる中国企業関連分野での、最先端の業務を提供させていただきます。また、

中国以外にもインド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、ミャンマーなどのア

ジア地域におけるワンファームならではの緊密な連携により、複合的なサービスを提供させていただきます。 
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三菱 UFJ 銀行の中国調査レポート（2020 年 6 月） 

 MUFG BK CHINA WEEKLY  2020/6/24 

中国のネット利用者は 9 億人、普及率は 64.5％ 

https://www.bk.mufg.jp/report/inschiweek/420062401.pdf 

国際業務部 

 MUFG BK 中国月報 第 173 号（2020 年 7 月） 

新型コロナウイルス後の中国の対外開放 

https://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/120070101.pdf 

国際業務部 

 ニュースフォーカス No.7 

国家安全法と香港 ～現状把握と今後 

https://rmb.bk.mufg.jp/files/topics/1188_ext_02_0.pdf 

アジア法人営業統括部 アドバイザリー室 
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本報告書は、情報提供のみを目的として作成されており、特定の受領者の具体的な需要、財務状況、又は投資目的への対応を意図するものではあ
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本報告書は、信頼しうるとみなされる情報源から入手した情報に基づいて作成したものですが、正確性を保証するものではなく、受領者自身の判断

に代わるものとみなされるべきではありません。受領者においては、適切に、独立した専門的、法律、財務、税務、投資、又はその他のアドバイスを別

途取得する必要があります。 
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告書に言及される組織に関する重要な情報を全て網羅していない可能性もあります。当行（含む本店、支店）及び関連会社のいずれも、本報告書を

更新する義務を負いません。 

 

過去の実績は将来の業績を保証するものではありません。本報告書において言及されるいかなる商品の業績予測も、必ずしも将来実現する又は実

現しうる業績を示すものではありません。 

 

当行及び/又はその取締役、役員並びに従業員は、当該取引への関与に当たり、随時、本報告書に言及された関連証券又は関連金融商品におい

て、利益を有すること及び/又は引受を承諾すること、及び/又は当該証券若しくは関連金融商品を保留若しくは保有することがあります。さらに、当

行は、本報告書に言及されたいずれかの会社と関係を有する（例えば関連会社、戦略パートナー等）こと、若しくは有していたこと、又はコーポレート・

ファイナンス若しくはその他のサービスを提供すること、若しくは提供していたことの可能性があります。 

 

本報告書に含まれる情報は当行が信頼しうると判断した情報源から入手したものでありますが、当行は、その適切性、適時性、適合性、完全性又は

正確性について、いかなる表明又は保証をするものではなく、一切の責任又は義務も負いません。したがって、本報告書に記載されている評価、意

見、見積り、予測、格付け若しくはリスク評価は、当行による表明及び/又は保証に依拠するものではありません。当行（含む本店、支店）及び関連会
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