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（巻頭言）

ニューノーマルと中小企業会計学会

中小企業会計学会会長

河　﨑　照　行

本学会では，昨年 10 月 4 日，「アフターコロナ禍の中小企業会計」と題して，第 8 回全国大会が
法政大学においてオンラインで開催された。コロナ禍によるオンライン開催は初めての試みであっ
たが，坂上学準備委員長の周到な準備と見事な采配により，大会を成功裏に終えることができた。
約 8 ヵ月前の出来事である。当時と比べて，社会情勢は好転したのであろうか？

残念ながら「否」である。変異株の感染拡大により，3 回目の緊急事態宣言が発出され，昨年と同
様の事態が繰り返されている。楽しみにしていた大型連休の外出自粛要請が，再び，巣ごもり生活
の苦しみを予感させる。時代は，新型コロナとの共存（With コロナ）を余儀なくし，これまでの日
常に変化を求めている。ニューノーマルの到来である。

ニューノーマルとは，「New（新しいこと）」と「Normal（正常，標準，常態）」を融合した造語であり，
「After コロナ・With コロナ」に適応するための新しい生活様式をいう。新しい生活様式では，マス
ク着用やソーシャルディスタンスに加え，企業の現場では，在宅勤務やテレワークが常態化し，教
育の現場では，オンライン授業が日常的な光景となりつつある。

感染症の歴史を辿れば，欧州で猛威をふるったペストはルネサンスのきっかけになったといわれ
る。では，新型コロナ（ニューノーマル）は何をもたらすのであろうか ――。

ニューノーマルを生き抜くキーワードは，「人間中心」と「制約が生み出す価値」とする見方があ
る（日経 XTECH『アフターコロナ』日経 BP，2020 年）。「密」の回避は，企業に「従業員ファース
ト」を迫り，テレワークのような新たな労働環境が「人間コミュニケーション」の重要性を再認識
させている。また，「非接触という制約」は，あらゆる産業に再発明を迫り，オンラインとリアルが
融合した「ニューリアリティ」を生み出しているとされる。ニューノーマルでは，このような新し
い環境変化に適応できるかどうかが，企業のパフォーマンスに差をもたらすことになるのであろう。

周知のように，第 9 回全国大会は，本年 9 月 18 日・19 日に，愛知学院大学において対面で開催さ
れる予定である。先般，平賀正剛準備委員長から統一論題の企画趣意書が届いた。「幸せのための中
小企業会計」をテーマとし，「令和の世で，中小企業に関わるすべての人々が，『幸せ』を感じられ
るよう，会計ができることをともに考えていきたい」と記されていた。

緊急事態宣言の発出・解除が繰り返され，閉塞感が漂う世の中で，ニューノーマル時代の先駆け
として，本学会が経済社会に「幸せ」の道筋を提供できれば，何と素晴らしいことであろうか。

（2021 年 5 月）
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◆特別寄稿

　　　　　本稿の目的は，新型コロナが中小企業に及ぼす影響を概観し，ニューノーマル時代におけ

る中小企業の経営と会計の課題を論じることにある。ニューノーマルとは，「New（新しいこと）」と

「Normal（正常，標準，常態）」を融合させた造語であり，「After コロナ・With コロナ」の時代に求め

られる新たな生活様式をいう。

本稿の主要な論点は次のとおりである。

⑴�　新型コロナの感染拡大はわが国の企業活動に大きな打撃を与えており，とりわけ，中小企業はそ

の影響が大きい。実態調査によれば，「廃業」を検討する中小企業が現れるなど，コロナ禍は中小

企業の事業継続に深刻な打撃を与えている。

⑵�　ニューノーマル時代における中小企業経営の重要課題として，①「BCP（事業継続計画）」と②「テ

レワーク・DX（デジタルトランスフォーメーション）」をあげることができる。

①�　BCPとは，「不測の事態が発生しても，重要な事業や業務を中断させないための方針，体制，

手順などを示した計画」をいう。コロナ禍（企業リスク）に対応するためには，その策定が不可

欠であり，中小企業BCPの推進が望まれる。

②�　テレワークとは，「ICT（情報通信技術）を利用し，時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き

方」をいい，DXとは，「データとデジタル技術を活用して，業務や組織，企業文化などを変革し，

競争上の優位性を確立すること」をいう。コロナ禍により，中小企業の IT 導入は徐々に広がっ

ているものの，本格的なテレワークやDXの取組みまでには至っていない。

⑶�　ニューノーマル時代の職業会計人に期待される役割は，「認定経営革新等支援機関」としてのそ

れである。職業会計人には，専門知識を活用して，中小企業の財務経営力を強化させ，ニューノー

マル時代を生き抜く中小企業の伴走者としての役割が期待されている。

キーワード

論文要旨

　　　　　With コロナ，BCP，テレワーク，DX，認定経営革新等支援機関

河　﨑　照　行（甲南大学名誉教授）

ニューノーマル時代における中小企業の
経営・会計の課題

１　プロローグ

新型コロナの感染拡大が止まらない。わが国では，2020 年 4 月 7 日に，最初の緊急事態宣言が発
出され，2021 年 4 月 25 日には，3 回目の緊急事態宣言が発出されるに至った。感染拡大の収束が見
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ニューノーマル時代における中小企業の経営・会計の課題

通せない今日，新型コロナとの共存（ニューノーマル）を図る企業経営・企業会計のあり方が模索
されている。ニューノーマルとは，「New（新しいこと）」と「Normal（正常，標準，常態）」を融
合させた造語であり，「After コロナ・With コロナ」の時代に求められる新たな生活様式をいう。

新型コロナはわが国企業の経済活動に大きな打撃を与えている。日本経済新聞（2021 年 2 月 15 日
付朝刊）によれば，2020年のGDP実質成長率は前年に比べマイナス4.8％と，リーマンショック後（2009
年）以来，11 年ぶりのマイナスであった。とりわけ，新型コロナの影響に苦しんでいるのが中小企
業である（中小企業庁 2021，123）。中小企業の財務基盤は大企業に比べて脆弱であり，コロナ禍に
対応するには，国や自治体，金融機関の支援に頼らざるを得ないのが実情である。

かかる状況を踏まえ，中小企業会計学会では，2020 年 10 月 4 日に，「アフターコロナ禍の中小企
業会計」と題して，第 8 回全国大会が法政大学（坂上学・大会準備委員長）においてオンラインで
開催された。本大会の「統一論題 1」では，アフターコロナ禍の中小企業会計のあり方について活発
な討論が展開された。

本稿では，かかる統一論題での議論なども踏まえ，ニューノーマル時代における中小企業の経営・
会計について，次の 3 点からその現況と課題を論じてみたい。

①　新型コロナが中小企業に与える影響
②　ニューノーマル時代における中小企業の経営課題
③　ニューノーマル時代における職業会計人の役割

２　新型コロナが中小企業に与える影響

新型コロナが中小企業に与える影響は深刻である。2021 年 3 月に東京商工リサーチが実施したア
ンケート調査の結果に即して，その現況を管見してみたい 2。

2.1　新型コロナが企業活動に与える影響
第 1 に，新型コロナは「企業活動に影響を及ぼしたか？（択一回答）」との問いに対する回答は，

次のとおりである。
① 　最多は「影響が継続」は 72.7％（＝ 7,149 社／ 9,832 社）であり，「すでに収束」の 8.2％（＝

809 社／ 9,832 社）を大きく上回っている。この結果から，コロナ禍が現在も企業活動に大きな
影響を及ぼしていることが分かる 3。

② 　規模別では，大企業が 80.5％（＝ 1,186 社／ 1,474 社），中小企業は 71.3％（＝ 5,963 社／ 8,358
社）であり，ほぼ同程度の割合で影響が懸念されている。

2.2　各種支援策の利用状況
第 2 に，新型コロナに関連した「国や自治体，金融機関の各種支援策は利用したか？（択一回答）」

との問いに対する回答は，次のとおりである 4。
① 　「利用した」は 59.5％（＝ 5,849 社／ 9,832 社）であり，「今後利用する可能性」は 5.8％（＝

573 社／ 9,832 社）であった。併せて 65.3％（＝ 59.5％＋ 5.8％）の中小企業が，国等の金融支援
に期待を寄せている。
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② 　規模別では，大企業が 32.0％（＝ 471 社／ 1,474 社）なのに対し，中小企業は 64.3％（＝ 5,378
社／ 8,358 社）にのぼり，圧倒的に中小企業の依存度が高い。

③ 　また，利用した金融支援では，最多が「民間金融機関の実質無利子・無担保融資（信用保証付き）」
の 53.8％（＝ 3,127 社／ 5,810 社）であり，以下，「持続化給付金」の 50.6％（＝ 2,941 社／ 5,810
社），「雇用調整助成金」の 48.8％（＝ 2,834 社／ 5,810 社）が続いている。

④ 　なお，業種別では，最も利用率が高かったのは，「道路旅客運送業」の 92.6％（＝ 25 社／ 27 社）
であった。「飲食店」は 91.5％（＝ 65 社／ 71 社）であり，この 2 業種が 9 割を超えていた。

2.3　経常利益の見通し（または結果）
第 3 に，2020 年度の「経常利益の見通し（または結果）（択一回答）」に対する回答は，次のとお

りである。
① 　「黒字」は 53.5％（＝ 4,817 社／ 9,011 社），「赤字」は 24.4％（＝ 2,199 社／ 9,011 社），「損益拮抗」

は 22.1％（＝ 1,995 社／ 9,011 社）であった。
② 　規模別では，大企業の「黒字」は 71.5％（＝ 900 社／ 1,258 社）なのに対し，中小企業では

50.5％（＝ 3,917 社／ 7,753 社中）と 21.0 ポイントの差があった。このことから，コロナ禍によ
る売上高の落ち込みは，中小企業の利益水準により深刻な影響を及ぼしていることが分かる 5。

2.4　「廃業」の可能性
第 4 に，コロナ禍により，「『廃業』を検討する可能性はあるか？（択一回答）」との問いに対する

回答は，次のとおりである。
① 　「ある」は 5.9％（＝ 531 社／ 9,034 社），「ない」は 94.1％（＝ 8,503 社／ 9,034 社）であった。

このことから，企業経営者には事業継続の意欲は依然として高いとみられる。
② 　規模別では，大企業が 0.9％（＝ 12 社／ 1,371 社），中小企業は 6.8％（＝ 519 社／ 7,663 社）であっ

た。両者の大きな差は，財務基盤の相違を反映したものといえよう。また，「ある」と回答した
企業のうち，その検討期間が「1 年以内」とした企業は，大企業はゼロなのに対し，中小企業は
41.5％（＝ 214 社／ 516 社）であったことから，中小企業の厳しい現状を窺い知ることができる。

③ 　なお，「ある」と 回答した企業を業種別で分析した結果，構成比が最も高かったのは，「その
他の生活関連サービス業」の 34.7％（＝ 17 社／ 49 社）であり，以下，「飲食店」の 23.0％（＝
14 社／ 61 社），「道路旅客運送業」の 20.8％（＝ 5 社／ 24 社）が続いている 6。

2.5　コロナ禍収束後の課題
最後に，コロナ禍収束後の「懸念事項（複数回答）」に対する回答をまとめたのが図表 1 である。

最多は「経済活性化に伴う人手不足」（47.5％）であり，以下，「資金繰り支援の一巡による倒産，休
廃業・解散の増加」の 34.6％，「需要増加に伴う仕入コストの上昇」の 34.0％が続いている。とりわけ，
懸念されるのがコロナ禍収束後のデフォルトリスク（「資金繰り支援の一巡による倒産，休廃業・解
散の増加」）であろう。
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ニューノーマル時代における中小企業の経営・会計の課題

2.6　小括
新型コロナが中小企業に与える影響は深刻である。中小企業経営者の事業継続意欲は高いものの，

圧倒的に多くの中小企業が，国や自治体，金融機関の金融支援を必要としている（齊藤 2013，129-
142）。しかし，金融支援によって当面の危機は回避できるとしても，コロナ禍収束後に待ち受けるデ
フォルトリスクが大きな懸念材料である（中小企業庁 2021，32）。コロナ禍による業績不振，見通
しの立たない企業活動の現状は，「廃業」という選択肢を取らざるを得ないほど，中小企業経営を逼
迫させている。

３　ニューノーマルと中小企業経営（その 1）－リスクと BCP の推進－

ニューノーマル時代における中小企業の経営課題のひとつがリスク対応である（河﨑 2003，17-
21）。具体的には，「BCP」（Business Continuity Plan；事業継続計画）の推進がこれである（佐々木 
2012，41-58；吉川 2015，2-32；吉川 2020；河﨑 2021，10-12）。

3.1　BCP 策定の意義と手順
3.1.1　中小企業における BCP 策定の意義

コロナ禍のようなリスクの影響を小さくするには，事前の備えが重要である。BCP とは，不測の
事態（リスク）が発生しても，「重要な事業・業務を中断させない，または中断しても可能な限り短
い期間で復旧させるための方針，体制，手順などを示した計画」（内閣府 2013，3）をいう。緊急事
態に備えのない企業では，事業の復旧が大きく遅れて事業の縮小や廃業を余儀なくされる。これに
対し，BCP 導入企業は，緊急時でも中核事業の維持や早期復旧が可能となり，その後の事業拡大も
期待できる。

かかる認識に基づき，中小企業庁は，2006 年 2 月に「中小企業 BCP 策定運用指針」（中小企業
庁 2006；中小企業庁 2012），2008 年 3 月に「中小企業 BCP（事業継続計画）ガイド」（中小企業庁
2008）を公表した。図表 2 は，中小企業 BCP の特徴を図示したものである。

図表1　コロナ禍収束後の懸念事項

懸念事項 会社数（回答企業9,652社）
① 経済活性化に伴う人手不足 4,589社（47.5%）
② 資金繰り支援の一巡による倒産，休廃業・解散の増加 3,344社（34.6%）
③ 需要増加に伴う仕入れコストの上昇 3,283社（34.0%）
④ 受注回復に伴う運転資金需要の増加 1,914社（19.8%）
⑤ 金融引き締めによる株価・不動産価格の下落 1,308社（13.6%）
⑥ 在宅勤務の減少によるオフィス需要の増加 269社（2.8%）
⑦ その他 823社（8.5%）

出所：東京商工リサーチ（2021），9
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この図表に示すように，BCP の策定・運用により，緊急時の対応力が高まり，平常時でも，自社
の経営実態（在庫管理，顧客管理等）の把握が可能となる。また，不測の事態には融資や保険の優
遇を受けることができ，平時には取引先・社外からの信用が高まり中長期的な業績向上が期待できる。

3.1.2　BCP 策定の手順

中小企業 BCP 策定運用指針によれば，BCP 策定の基本的な手順は次のとおりである（中小企業庁 
2012，2-2-2-11）。

①「基本方針の立案」：基本方針を定め，想定される緊急事態を絞り込む。
② 「重要商品の検討」：限りある資源（商品・サービス）から優先順位の最も高いもの（重要商品）

を明確にする。
③「被害状況の確認」：緊急事態により事業が受ける影響を試算する。
④ 「事前対策の実施」：事業継続に必要な経営資源（人，物，情報，資金など）を緊急事態で確保

するための対策（事前対策）を検討する。
⑤「緊急時の体制の整備」：BCP の発動基準を明確にし，事業継続に必要な情報を整理・文書化する。

3.2　中小企業における BCP 策定の現状
帝国データバンクでは，2020 年 5 月に，「事業継続計画（BCP）に対する企業の意識調査」を実施

した。その回答結果の概要は，次のとおりである（帝国データバンク 2020）。
① 　BCP 策定状況について，「策定」が 16.6％，「現在，策定中」が 9.7％，「策定を検討」が

26.6％であり，合計すると BCP 策定に前向きな企業は 52.9％となる。なお，「策定」している企
業は，大企業が 30.8％，中小企業は 13.6％であり，企業規模で大きな差がみられる。

② 　BCP 策定の「意向あり」とする企業のうち，事業継続が困難になると想定するリスクでは，「自
然災害」（70.9％）が最多であり，「感染症」（69.2％）は前年より 44.3 ポイント増と急増している。

③ 　図表 3 は，中小企業における BCP 策定の効果と策定しない理由の調査結果を一覧表示したも

図表２　中小企業の経営とBCP

出所：中小企業庁（2012）, 1-3図1.1-2から抜粋

ITの活用

雇用・
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融資や保険の融合を
受けられる場合がある

取引先等からの信用が
高まる

日々の経営管理を
再確認できる

BCP策定・運用によるメリット

中小企業の経営

事業継続
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のである。
ア 　BCP 策定の効果について，「従業員のリスクに対する意識が向上した」（57.4％）が最多で

あり，以下，「事業の優先順位が明確になった」（37.7％），「業務の定型化・マニュアル化が進
んだ」（35.5％）が続いている。

イ 　BCP 策定に消極的な企業の理由は，「策定に必要なスキル・ノウハウがない」（41.9％）が
最多であり，「策定する人材を確保できない」（28.7％），「書類作りでおわってしまい，実践的
に使える計画にすることが難しい」（28.6％）などが上位となっている。

この調査結果から分かるように，中小企業では，BCP 策定のメリットや必要性は感じながらも，
その策定が進んでいない状況が見て取れる（中小企業庁 2021，116-119）。

3.3　ニューノーマルと BCP 策定の促進
中小企業の災害対応能力を高めるため，2019 年 5 月に「中小企業強靱化法」が成立した（中小企

業庁 2019a）。同法に基づき，中小企業庁は，同年 7 月，「事業継続力強化計画認定制度」を策定し，
事業継続力強化計画の認定を受けた事業者に対して，税制措置や金融支援を講ずるとともに，補助
金採択にあたっての優遇措置など，制度的な対応を講じることとなった（中小企業庁 2020）。中小
企業には，コロナ禍を契機に，このような制度の積極的な活用が望まれる。

BCP 策定は，単にリスクへの対応力を高めるだけでなく，BCP 策定のプロセスを通じて自社の事
業を見直す契機ともなりうるものである。また，BCP 導入企業の多くが「取引先からの信頼が高まっ

図表３　中小企業におけるBCP策定の効果と策定していない理由

事業計画（BCP）策定の効果（複数回答）
（％）

事業計画（BCP）を策定していない理由（複数回答）
（％）

2020年
5月調査

2019年
5月調査

2020年
5月調査

2019年
5月調査

１ 従業員のリスクに対する意識が
向上した 57.4  59.3（1） １ 策定に必要なスキル・ノウハウが

ない 41.9  43.9（1）

２ 事業の優先順位が明確になった 37.7  32.9（3） ２ 策定する人材を確保できない 28.7  33.7（2）

３ 業務の定型化・マニュアル化が
進んだ 35.5  35.4（2） ３ 書類作りでおわってしまい，実践的

に使える計画にすることが難しい 28.6  27.9（3）

４ 業務の改善・効率化につながった 29.3  23.0（5） ４ 自社のみ策定しても効果が期待で
きない 23.6  23.2（6）

５ 取引先からの依頼が高まった 22.2  24.8（4） ５ 策定する時間を確保できない 22.8  26.6（4）

６ 実際の事業トラブルに遭遇し適
切に対応できた 12.7  7.2（7） ６ 必要性を感じない 20.3  24.0（5）

７ 調達先・仕入先が拡大した 7.9  8.2（6） ７ リスクの具体的な想定が難しい 20.2 －　－
８ 在庫の適正化につながった 5.2  4.9（8） ８ 策定する費用を確保できない 11.9  13.3（7）

９ 調達コストの削減につながった 3.6  2.6（9） ９ ガイドライン等に自組織の業種に
即した例示がない 6.6  5.7（8）

10 顧客が拡大した 2.8  2.6（9） 10 策定に際して公的機関の相談窓口
が分からない 4.3  4.3（9）

その他 5.7  5.4 その他 4.6  4.5

出所：帝国データバンク（2020），5。なお，2019年の欄の（　）内の数字は，同年の順位を示している。
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た」としていることから，BCP 策定は中小企業がニューノーマル時代を生き抜くための必須要件と
いえる。

４　ニューノーマルと中小企業経営（その 2）－テレワークと DX の推進－

ニューノーマル時代における中小企業の経営課題のもうひとつが「テレワーク」である。また，
それと密接な関係にある「DX」（Digital Transformation；デジタルトランスフォーメーション）の
推進も重要な経営課題となりうる（飛田 2020；飛田 2021，1-46）。

4.1　コロナ禍とテレワーク（IT 導入）
テレワークとは，「ICT（情報通信技術）を利用し，時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」（総

務省 2020）をいう。叙上の東京商工リサーチの調査によれば，ニューノーマルに対応して，テレワー
クを実施した中小企業は 3 割（33.1％）を超えている。大企業（69.2％）には劣るものの，テレワー
ク導入の動きが中小企業でも徐々に高まっている（東京商工リサーチ 2021，7）。

また，2021 年 1 月に実施した商工組合中央金庫（商工中金）「中小企業の IT 導入・活用状況に関
する調査 7」によれば，IT の導入・活用状況について，「実施または検討中」の企業は調査対象の
59.5％であり，約 6 割の中小企業が何らかの形で IT の導入・検討を実施しているとされる。図表 4 は，
各部門における IT 導入の実施項目を示しているが，新型コロナの影響前後で特に増加した項目が営
業部門の「テレワーク・Web 会議システム」の導入（IT 導入企業の 63.2％）であった。

図表４　IT導入の実施項目（全産業，複数回答）

出所：商工中金（2021）, 6，図表2-1を一部修正
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ニューノーマル時代を生き抜くため，中小企業には積極的な IT 導入が求められている。ビジネス
を取り巻く環境や働き方が大きく変化する中，デジタル技術の活用は避けて通れない。また，ニュー
ノーマル時代では，従業員の健康と生活を守るのが，中小企業経営者の役割であるとすれば，テレワー
クの一層の推進が必要とされる。

4.2　中小企業における DX の推進
テレワークは DX と無関係ではない。テレワーク導入が DX を推進すると解すこともできれば，

DX 化がテレワークを加速させると解すこともできる。
DX とは，「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し，データとデジタル技術を活用して，顧客

や社会のニーズを基に，製品やサービス，ビジネスモデルを変革するとともに，業務そのものや，組織，
プロセス，企業文化・風土を変革し，競争上の優位性を確立すること」（経済産業省 2018，2）と定
義される。

DX の議論が活発化したのは，2018 年 9 月に経済産業省「DX レポート～ IT システム『2025 年の
崖』の克服と DX の本格的な展開～」が公表されてからである（坂上 2021，16）。2025 年の崖とは，「複
雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合，2025 年までに予想される IT
人材の引退やサポート終了等によるリスクの高まり等に伴う経済損失は，2025 年以降，最大 12 兆円
／年（現在の約 3 倍）にのぼる可能性」があるとされ，DX の実現が困難になることをいう（デジタ
ルトランスフォーメーションに向けた研究会 2018，26-27）。

かかる認識を踏まえ，経済産業省は「DX 推進ガイドライン Ver.1.0」（2018 年 12 月）などを公表し，
DX の推進を図ったものの，現状は決して芳しいものとはいえない。経済産業省「DX レポート 2（中
間とりまとめ）」によれば，調査対象の約 95％で DX の取組みが遅れているとされる（デジタルトラ
ンスフォーメーションに向けた研究会 2020，5）。

DX の推進は，ニューノーマル時代の中小企業にとって競争力の源泉となる重要な手段である。中
小企業には，コロナ禍を契機に，DX の本格的な取組みが期待される一方，中小企業経営者には，ニュー
ノーマルを新たなビジネスチャンスと捉え，新しい価値創出を目指す積極的な取組みが望まれる（日
経 XTECH 2020；中小企業庁 2021，320-450）。

５　ニューノーマルと職業会計人の役割

ニューノーマル時代にあって，職業会計人に対する役割期待は大きい 8（宗田 2020）。当面，職業
会計人の最優先課題は，中小企業の事業存続に向けた，資金繰り対策であることはいうまでもない。
一方，ニューノーマルを見据えた将来の準備も重要な課題となる。「認定経営革新等支援機関」とし
ての役割がそれである（ＴＫＣ全国会中小企業支援委員会 2019；河﨑 2020，30-40）。

5.1　「認定経営革新等支援機関」制度の目的
認定経営革新等支援機関は，中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関を認定する制度

であり，2012 年 8 月に「中小企業経営力強化支援法」によって創設され，2016 年 5 月に「中小企業
等経営強化法」に引き継がれ，その施策内容が拡充された。
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本認定制度の目的は，中小企業の多様化・複雑化する経営課題の中で，「税務，金融および企業財
務に関する専門的知識」「支援に係る実務経験」が一定レベル以上の個人，法人，中小企業支援機関
等（既存の中小企業支援者，金融機関，税理士・税理士法人等）を，経営革新等支援機関として認定し，
中小企業に対して「事業計画の策定」等の専門性の高い支援によって，「中小企業の経営力を強化」
することにある。

5.2　認定経営革新等支援機関が提供する支援内容
認定経営革新等支援機関の業務は，中小企業等経営強化法（最終改正：2020 年 6 月）に次のよう

に規定されている（第 31 条 2 項；下線は筆者）。

（認定経営革新等支援機関）

第三十一条

２ 　前項の認定を受けた者（以下「認定経営革新等支援機関」という。）は，次に掲げる業務を行うもの

とする。

　一 　経営革新を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容，財

務内容その他経営の状況の分析

　二 　経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に

従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言」

　
これらの支援業務の流れは，次のように要約できる（中小企業庁 2019b）。
① 　「経営状況の把握」：中小企業の財務状況，事業の将来性，キャッシュローの見通し，国内外

の市場動向等の経営資源の内容，財務内容その他経営の状況に関する調査・分析
② 　「事業計画の策定」：調査・分析の結果等に基づく中小企業の経営革新等のための事業の計画（経

営改善計画，資金計画，マーケティング戦略計画等）の策定に向けたきめ細かな指導・助言
③ 　「事業計画の実行」：経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するために必要なきめ細かな

指導・助言
④ 　「モニタリングとフォローアップ」：巡回監査による実施した案件の継続的なモニタリングお

よび改善策の提案

5.3　認定経営革新等支援機関が配慮すべき事項
「中小企業等の経営強化に関する基本方針」（2019 年 7 月）では，認定経営革新等支援機関が配慮

すべき事項として，図表 5 に示す 7 項目をあげている（第 6 の 3 二：下線は筆者）。これらの事項の
うち，「⑵活用に関する事項」の 4 つは，認定経営革新等支援機関としての職業会計人が果たすべき
役割の具体的内容と解すことができる。

この図表では，「信頼性のある計算書類等の作成・活用の推奨」（第 6 の 3 二（ホ））に着目されたい。
「ローカルベンチマークの活用」（地域企業評価手法・評価指標検討会 2016）であれ，「事業承継ガ
イドラインの活用（経営資源の『見える化』・『磨き上げ』）」（中小企業庁 2016）であれ，認定経営
革新等支援機関の支援活動のすべては，「信頼性のある計算書類等の作成・活用」が基本とされる（河
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﨑 2020，23-28）。

６　エピローグ

本稿では，ニューノーマル時代における中小企業の経営・会計について，その現況と課題を検討
した。本稿での議論は次のように要約できる。

⑴ 　新型コロナはわが国の企業活動に大きな打撃を与えており，中小企業はその影響に苦しんで
いる。東京商工リサーチの調査結果（2021 年 3 月現在）によれば，新型コロナの「影響が継続」
している企業は調査対象企業の 71.3％にのぼり，「廃業」を検討している中小企業が 6.8％に及
ぶなど，新型コロナは中小企業の事業継続に深刻な打撃を与えている。

⑵ 　ニューノーマル時代における重要な経営課題のひとつとして，「BCP」をあげることができる。
BCP とは，不測の事態（リスク）が発生しても，「重要な事業・業務を中断させない，または
中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針，体制，手順などを示した計画」のこ
とをいう。従来から，中小企業 BCP の重要性は認識されてきたものの，その実践は低調である。
感染リスクを回避しつつ企業活動を円滑に継続するには，リスクヘッジ手段として BCP を積極
的に活用することが望まれる。

⑶ 　ニューノーマル時代の重要な経営課題のもうひとつが，「テレワークと DX」である。テレワー
クとは，「ICT（情報通信技術）を利用し，時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」をい
い，DX とは，「データとデジタル技術を活用して，製品やサービス，ビジネスモデルを変革す
るとともに，業務や組織，プロセス，企業文化・風土を変革し，競争上の優位性を確立すること」
をいう。中小企業では，テレワークに対する認識は高まっているものの，DX の取組みはほとん
どなされていないことから，ニューノーマル時代を見据えた DX の本格的な取組みが推奨される。

⑷ 　ニューノーマル時代における職業会計人に期待される役割は，「認定経営革新等支援機関」と
しての役割である。認定経営革新等支援機関とは，税務，金融および企業財務に関する専門的
知識や実務経験が一定レベル以上で，経営革新等支援機関として認定された職業会計人等を

図表５　認定経営革新等支援機関が配慮すべき事項

認定経営革新等支援機関が配慮すべき事項
（「中小企業等の経営強化に関する基本方針」（第6の3二））

⑴倫理に関する事項 ロ　合理的な理由なしに，特定の中小企業者等を支援対象から除外すことの禁止
ニ　業務上知り得た秘密の保持

⑵活用に関する事項

イ　支援案件の継続的なモニタリングの実施
ホ　 中小企業に会計の定着を図ることに加え，『中小会計要領』または『中小指

針』に拠った信頼性のある計算書類等の作成・活用の推奨
ヘ　 「ローカルベンチマーク」の指標をはじめとした財務・非財務の基本事項に

ついて中小企業等と認識の共有化と活用の促進
ト　「事業承継ガイドライン」を踏まえた，計画的な事業承継の取組の促進

⑶連携に関する事項 ハ　 認定経営革新等支援機関相互の連携および外部支援機関（独立行政法人中小企
業基盤整備機構，独立行政法人日本貿易振興機構等）等の知見の活用と連携

（注）図表中のイ～トは，「中小企業等の経営強化に関する基本方針」における記号である。
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いう。その目的は，中小企業に対して事業計画の策定等の専門性の高い支援を行うことによっ
て，中小企業の経営力を強化することにある。そのため，ニューノーマル時代の職業会計人に
は，従来の会計・税務の業務（記帳代行や申告業務）とともに，経営助言業務（経営計画の策定・
相談業務）に関する高度な能力が求められる。

⑸ 　社会情勢の変化に対応し，企業の行動をアップデートしていくことが，ニューノーマル時代
に求められている。中小企業がニューノーマル時代を生き抜くためには，時代の変化に適応し
て常に変容する必要がある。ニューノーマル時代の必須手段は，IT とコミュニケーションのス
キルであり，これらのスキルを駆使して，新しい環境変化（ニューノーマル）に適応できるか
どうかが，中小企業のパフォーマンスに差をもたらすことになろう。

（注）

１　高橋賢氏（横浜国立大学）を司会・座長とし，宗田健一氏（鹿児島県立短期大学，「アフターコロナ禍に
おける中小企業支援と税理士業務」），飛田努氏（福岡大学，「中小企業におけるマネジメント・コントロール・
システムのリ・デザイン―経営危機下におけるトランスフォーメーション―」），吉川晃史氏（関西学院大学，

「中小企業の日常管理と事業継続計画（BCP/BCM）の接続」）の報告・討論が実施された（中小企業会計
学会 2020）。

２　本調査は 2021 年 3 月 1 日～ 3 月 8 日にインターネットによって実施され，有効回答は 9,832 社であった（な
お，同調査では，資本金 1 億円以上が大企業とされ，当該会社は 1,474 社，また，1 億円未満や個人企業等
が中小企業とされ，当該会社は 8,358 社である）（東京商工リサーチ 2021）。

３　東京商工会議所の景況調査（2021 年 3 月）によれば，新型コロナの「影響が生じている」と回答した企
業は 66.7％であり，「長期化すると影響が出る懸念がある」は 26.7％であり，併せて，93.4％の中小企業が
コロナ禍の影響を懸念しているとされる（東京商工会議所 2021）。

４　2021 年 4 月 23 日の時点で，金融支援を含む，新型コロナに関連した支援内容については，経済産業省
（2021）を参照されたい。また，その実態については，中小企業庁（2021，188-197）を参照されたい。

５　『2021 年度　中小企業白書』によれば，中小企業の経常利益は，リーマンショック後は緩やかな回復基
調が続いたが，2020 年に入ると，感染症の影響により，中小企業の経常利益は減少に転じたとされる（中
小企業庁 2021，18）。

６　帝国データバンクによれば，2021 年 4 月 30 日現在，新型コロナ関連倒産〈法人および個人事業主）は，
累計で 1401 件あったとされる。業種別上位は「飲食店」（229 件），「建設・工事業」（125 件），「ホテル・旅館」

（87 件）などである（帝国データバンク 2021；中小企業庁 2021，33-35）。
７　調査対象は商工組合中央金庫の取引先中小企業であり，調査票によるアンケート調査が実施され，有効

回答は 4,890 社であった（商工中金 2021，2）。 
８　同志社大学中小企業マネジメント研究センター『新型コロナウイルスの中小企業経営に与える影響にか

んする調査　調査結果報告書』によれば，新型コロナの状況を踏まえ，「経営上の相談をしたり，対応を求
めた社内外の相手はありますか？」との問いに対し，「税理士」との回答が 67.5％であった（経営者仲間の
79.8％，従業員の 72.4％に次いで 3 番目に高い）（同志社大学中小企業マネジメント研究センター 2020）。

【参考文献】

ＴＫＣ全国会中小企業支援委員会編著 . 2019. 『税理士のための認定支援機関実務ガイド』ＴＫＣ出版 .
河﨑照行 . 2003. 「リスクの本質」古賀智敏・河﨑照行編著『リスクマネジメントと会計』同文舘出版：16-34.
河﨑照行 . 2020. 「中小企業会計と職業会計人の未来―『認定経営革新等支援機関』としての役割―」『経理研



13中小企業会計研究　第７号（2021）

ニューノーマル時代における中小企業の経営・会計の課題
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同志社大学中小企業マネジメント研究センター . 2020. 『新型コロナウイルスの中小企業経営に与える影響に

かんする調査　調査結果報告書』同志社大学 .
飛田努 . 2021. 『経営管理システムをデザインする―中小企業における経営管理実践の分析―』中央経済社 .
内閣府 . 2013. 「事業継続ガイドライン―あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応―（改定版）」内
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総務省 . 2020. 「テレワークの推進」（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/）.
飛田努 . 2020. 「中小企業におけるマネジメント・コントロール・システムのリ・デザイン－経営危機下に
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◆中小企業会計学会第 8回全国大会基調講演

　　　　　未曾有の不況の到来。新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって，数多くの中小企業

は事業活動の縮小を余儀なくされ，存亡の危機に立たされることになった。外出自粛に伴う消費の低迷

により，外食産業や観光業を中心に日本経済はかつてない苦境に直面している。政府発表では，2020

年 4～ 6月期の実質GDP（国内総生産）の速報値は，年率換算で 27.8％減少し，戦後最悪の落ち込み

を記録している。

政府の助成金や緊急融資によって当面の資金を確保できた中小企業も，このいつ終わるのかわからな

い不況を乗り切るために必要な対策を取らなければならない。

中小企業がこの苦境を乗り越えるには，経営の羅針盤となる「適時・正確な会計帳簿」と「中期経営

計画」，そして何よりも「資金」が必要になる。つまり，「会計の力」こそが，不況を乗り切る処方箋だ

と言える。しかし，多くの中小企業では会計に関する専門知識を有する人材が不足しているため，この

処方箋を手に入れることができていない。

これらの課題を解決し，難局を乗り越えて行くには，中小企業の社長自らが，経営に必要となる数値

情報をリアルタイムに確認でき，迅速に意思決定できる経営環境を整える必要がある。そのためには，

税理士等の会計専門家と会計ソフトを始めとするＩＣＴの活用が必須の条件だ。また，自社で作成した

「会計帳簿」と「中期経営計画」を取引銀行に説明することで，銀行との信頼関係を構築することも重

要である。

株式会社ＴＫＣは，こういった中小企業の経営課題を解決するために，全国の会計事務所を通じて，

どのような支援を展開しようとしているのか？　2020 年 10 月 4日にオンライン開催された「中小企

業会計学会第８回全国大会」で講演した内容をご紹介する。

キーワード

講演要旨

　　　　　ＴＫＣ，黒字決算と適正申告，帳簿の証拠力，変動損益計算書　中期経営計画

講演者　飯　塚　真　規（株式会社ＴＫＣ代表取締役社長）

コロナ禍を乗り切るための会計データの活用
―不況を乗り切る処方箋―

１　はじめに

株式会社ＴＫＣ社長の飯塚でございます。中小企業会計学会第８回大会がオンライン方式で開催
されること，お喜び申し上げます。また，弊社が学会の基調講演を担当させていただくという大変
名誉な機会を頂戴しましたこと，河﨑照行会長，坂上学大会委員長をはじめとする学会の役員の皆
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様に心から感謝申し上げます。
本会の統一論題は，「アフターコロナ禍の中小企業会計」とされています。そのため，私の講演テー

マを「不況を乗り切る処方箋―コロナ禍を乗り切るための会計データの活用」とさせていただきま
した。

本日は，ＴＫＣとはどういう会社なのか。帳簿の証拠力，信頼性の問題。弊社の主力会計ソフト
であるＦＸ２はなぜ黒字決算に役立つのか。コロナ禍を乗り切るための会計データの活用について
お伝えいたします。

２　ＴＫＣの社是と経営理念

株式会社ＴＫＣは，法学博士・税理士・公認会計士である飯塚毅博士が 1966 年 10 月に創業し，
今年で 55 期目を迎えます。現在は，全国 78 カ所に事業所を構え，全国の会計事務所（税理士・公
認会計士）と市町村をＩＴで支援しています。

飯塚毅博士は，ＴＫＣの社是を「自利トハ利他トイフ」と定めました（図表 1）。これは，「世の
ため人のため，つまり会計人なら，職員や関与先，社会のために精進努力の生活に徹すること，そ
れがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。そのような心境に立ち至り，かか
る本物の人物となって社会と大衆に奉仕することができれば，人は心からの生き甲斐を感じるはず
である。」という意味です。

そして，ＴＫＣは，定款の第２条の事業目的を「会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託す
る計算センターの経営」と定めています。つまり，日本の税理士・公認会計士をＩＴの力でもって，
とことんご支援する会社だということであります。この「自利利他」の理念のもとで，「企業の黒字
決算と適性申告」を実現すること。これこそ，ＴＫＣが創業以来，目指していることであります。

図表１　TKCの社是
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コロナ禍を乗り切るための会計データの活用

では，この黒字決算と適正申告は，どうやったら実践できるのでしょうか？

３　適正申告の実現

黒字決算は，「会計で会社を強くすること」。すなわち，企業が自ら会計帳簿をつけ，その結果を
経営に役立てること。そのために，ＴＫＣの会計ソフトであるＦＸ２を導入し，変動損益計算書で
業績を管理することで実現できると考えています。

また，適正申告は，税額計算の基礎となる会計帳簿が「正規の簿記の諸原則」と「中小会計要領」
に準拠して作成された正規の帳簿であること。会計帳簿と決算書，税務申告書の作成に関わった税
理士が，計算書類と申告書の蓋然性を税理士法第 33 条の 2 に定める書面添付で保証していること。
そして，ＴＫＣが発行する「記帳適時性証明書」で，会計と税務が一気通貫で処理されていること
が証明されていることによってなしえると考えています（図表 2）。

ＴＫＣは，創業以来「会計帳簿の証拠力」の確保を最も重要なこととしてシステムを開発してき
ました。そのため，本日は，まず「会計帳簿の証拠力」と「適正申告」について説明し，その後で
中小企業の「黒字決算」を実現する方法についてお話しさせていただきます。その点をご了承くだ
さい。

3.1　飯塚毅博士が考えた会計帳簿のあるべき姿（1960 年代）
時は 1960 年代まで遡ります。
ＴＫＣの創業者であり，比較税法学者であった飯塚毅は，その当時会計帳簿のあるべき姿をドイ

ツの「正規の簿記の原則」にもとめました。当時のドイツ所得税法第５条は，ドイツ商法第 38 条の

図表２　TKCが最も重視していること
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「正規の簿記の原則（Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung）」という用語を引用しており，ド
イツの企業はこの原則の遵守を法律上の義務として課されていました。

また，1919 年に制定されたドイツ租税基本法第 162 条は，会計記録の具備すべき条件として，次
の７項目を定めていました。

①　会計記録には日常用語を使わなければならない
②　会計帳簿は編綴し，各ページに一連番号を記入しなければならない
③　帳簿の記入がなされる欄に空欄を残してはならない
④　記録内容の削除または抹消を行ってはならない
⑤　疑いを抱かせるような記録の変更を加えてはならない
⑥　現金の入金および出金の記録は，毎日，少なくとも１回はなされなければならない
⑦　日付を遡及した記帳及び実質上の計算の誤りがある場合，否認の対象となる
また，ドイツ所得税法施行規則第 29 条 2 項は「全ての取引は，常時，かつ，暦日の順序に従って

記録され，従って，取引の発生，経過及びその消滅が，当初の取引発生を記録した帳簿から，容易
に，追跡可能性（トレーサビリティ）が与えられていなければならない」と規定されていました（坂
本 2011）。

さらに，ドイツ租税基本法の第 208 条が同第 162 条に規定している各種の記帳条件を遵守した記
帳を「正規の記帳（Ordnungsmäßiger Führung）」と位置づけ，その真実性に意義を唱える原因が
ない場合には，課税の基礎とされるということが定められていました。

1919 年 RAO 第 208 条 1 項 1 文（帳簿の証拠力）

162 条および 163 条の規定に合致する帳簿および記録は，それ自体正規の記帳（Ordnungsmäßiger 

Führung）の推定があり，事情に基づいてその実質的な真実性に意義を唱える原因がない場合には，課税の

基礎とされる。

言わば，「正しい記帳が納税者を救う」という構造になっているわけであります。「自己が作成し
た帳簿であっても，その証拠力が法的に認められる」という原則が成り立っているということにな
ります。

ドイツにおいては，数々の法律改正を経たいまでも，この原則は貫かれています。では，この命題は，
日本ではどのような構造になっているのでしょうか？

3.2　帳簿の証拠力：日本ではシャウプ税制勧告に始まる
日本の法律体系における「帳簿の証拠力」と言う命題は，1949 年のシャウプ税制勧告にまで遡り

ます。しかし，ここで先に結論を申し上げると，ＴＫＣでは法人税法第 130 条，所得税法第 155 条
の規定が「帳簿の証拠力」を認めている根拠と解釈しています。

ここでは，法人税法第 130 条を例にご説明します。

（青色申告書等に係る更正）

第 一三〇条　税務署長は，内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等（連結中間申告書，連結
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確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。）に係る法人税の課

税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には，その内国法人の帳簿書類（当該連結確

定申告書等に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更正をする場合にあつては，連結子法人の帳簿

書類を含む。）を調査し，その調査により当該青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準

又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り，これをすることができ

る。ただし，当該青色申告書又は連結確定申告書等及びこれらに添付された書類に記載された事項によつ

て，当該課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他

その計算に誤りがあることが明らかである場合は，その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨

げない。

アンダーラインを引いた箇所を抜粋すると「税務署長は，内国法人の提出した青色申告書に係る
法人税の更正をする場合には，その内国法人の帳簿書類を調査し，その調査により当該青色申告書
の計算に誤りがあると認められる場合に限り，これをすることができる。」となります。

つまり，「秩序正しく記帳された帳簿は証拠力を持つ。」と理解できます。
会計帳簿に証拠性を認める税法条文を保つ国は，世界 150 カ国の中で，西ドイツと日本だけであり，

日本の法人税法第 130 条と所得税法第 155 条が，西ドイツの旧国税通則法（RAO）第 208 条，新国
税通則法（AO）第 158 条と同一内容の条文となっており，それは 1949 年のシャウプ勧告以来，日
本の税法に取り入れられたものなのです（飯塚 1988）。

また，ドイツ租税基本法第 162 条ほど厳密に記帳条件を定めているわけではありませんが，日本
の法人税法施行規則別表 20 において，「青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記
載事項」が定められており，同別表 21 では「貸借対照表と損益計算書に記載する科目」が定義され
ています。

しかし，「帳簿の証拠力」について，日本の法制度がドイツを除くと世界に類を見ない構造になっ
た変遷をたどってみると，第２次世界大戦直後の法人税法から確認する必要があります。

3.3　政府の判断で課税標準は変更できた
1947 年つまり「シャウプ税制勧告」以前の法人税法は以下のように規定されていました。

昭和二二年三月三一日 戦後最初の法人税法

第六章　課税標準の更正及び決定

第二九條〔課税標準の更正〕①第一八條第一項，第二十條第一項，第二十二條第一項，第二十二條第三項

において準用する第二十條第一項，第二十三條第一項又は第二十四條第一項の規定による申告書が提出され

た場合又はこれらの申告書について第二十五條第一項の規定による修正があった場合において，申告又は修

正に係る課税標準（各事業年度の普通所得，超過所得若しくは資本又は清算所得をいう。以下同じ。）が政

府において調査した課税標準と異なるときは，政府は，その調査により，課税標準を変更する。

つまり，賦課課税・推計課税が法人税法で認められていた時代があったわけです。
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3.4　1949 年シャウプ税制勧告
その後，1949 年に「シャウプ税制勧告」が成されました。その翻訳では，「今日，日本における記

帳は嘆かわしい状態にある。」と述べられています。「税務職員は信頼すべき帳簿がないから賦課課
税によるしかないと言い，一方で納税者は帳簿をつけても税務職員が帳簿を信用しない」という悪
循環にあることが述べられています。

1949 年　シャウプ税制勧告　第 4 巻　附録 D　所得税および法人税の執行

E　附帯問題

2． 帳簿と記録

ａ．現在の不十分な記帳

申告納税制度のもとにおける適正な納税者の協力は，納税者が自分の所得を算定するため正確な帳簿と記

録をする場合にのみ可能であるということは自明の理である。今日，日本における記帳は嘆かわしい状態に

ある。多くの営利会社は帳簿記録を全然もたない。他の会社は帳簿記録をありあまるほど多く備えているが，

その納税者にしかどれが本当のものでどれが仮装のものにすぎないかがわからない。その結果は悪循環とな

る。すなわち，税務職員は正確な信用すべき帳簿がないから標準率およびその他の平均額を基礎とする賦課

課税によるほかはないと主張する。一方納税者は，例え，正規の帳簿をつける能力があったとしても，税務

職員が帳簿を信用しないから，それは意味がないという。この悪環循を断ち切らなければならない。納税者

が帳簿をもち，正確に記帳し，その正確な帳簿を税のために使用するように奨励，援助するようあらゆる努

力と工夫を傾むけなければならない。同様に，税務職員がそのような正確な帳簿に基づいた申告を尊重する

ようにあらゆる努力と工夫を傾注しなければならない。

そして，この悪循環を断ち切るために「青色申告制度」が勧告され，「帳簿が不正確であることが
明らかに指摘されない限り，尊重されるべき」と結ばれています。

1949 年　シャウプ税制勧告　第 4 巻　附録 D　所得税および法人税の執行

E　附帯問題

２．帳簿と記録

c. 中小企業

⑶　正しい記録を行うための誘引策―税務署の態度―

教育と道具の提示だけでは恐らく不十分であろう。このような道具を納税者が利用するように積極的に奨

励する見返りを与えねばならない。一つの可能性は帳簿記録を行う納税者には特別な行政上の取扱いを規定

することである。こうして，このような特別な取扱いを希望する納税者は正確な帳簿記録を行う意図がある

ことを税務署に登録する。これらの帳簿は税務署で認可された様式を用いて記録される。それは先に述べた

各種の発達した様式の中の一つであろう。このように帳簿記録を行なっている納税者は他の納税者と区別さ

れるように異なった色の申告書を提出することを認められる。

税務署はこのような納税者がもしそのような帳簿を記録し，申告をこの特別用紙ですればその年の所得を

実地調査しない限り，更正決定を行わないことを保証する。また，更正決定を行ったらその明確な理由を示

さなければならない。（途中省略）帳簿を記録することを申告した納税者に対して，税務署はある場合には，
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その年の中途に予備調査を実施して記帳を照査し，納税者が正直に行っている場合にはこれを援助し，必要

なレベルまで記帳していない場合には特別申告の特権を取り消すことができる。もちろん，申告書のいかな

る調査も帳簿を最終的なものとする必要はない。しかし調査は更正決定の前に行わなければならない。そし

て，帳簿が不正確であることが明らかに指摘されない限りそれは尊重されるべきである。

3.5　更正は，帳簿書類を調査し，計算に誤りがある場合に限る
そして，「シャウプ税制勧告」の翌年の 1950 年の法人税法では，「更正は，帳簿書類を調査し，計

算に誤りがある場合に限る」とされ，「更正を通知する書面にその理由を付記」しなければならない
こととされました。

昭和二五年三月三一日 「シャウプ税制勧告」直後の法人税法

第 三一條の三　政府は，青色申告書を提出することができる法人の青色申告書を提出した事業年度分につい

て，第二九條乃至第三一條の規定による課税標準若しくは欠損金額又は法人税額の更正又は決定をなす

場合においては，当該事業年度分の申告書につき第二五條第七項後段の規定の適用があつた場合を除く

外，その帳簿書類を調査し，その調査により課税標準叉は欠損金額の計算に誤があると認められる場合に

限り，これをなすことができる。（以下略）

第 三二條　政府は，第二九條乃至第三一條の規定により課税標準若しくは欠損金額叉は法人税額を更正又は

決定したときは，これを当該法人に通知する。この場合において，当該更正又は決定が青色申告書を提出

した事業年度分についてなされたものであるときは，通知の書面にその理由を附記しなければならない。

これは，先にお伝えした「ドイツ租税基本法における帳簿の真実性に異議を唱える原因がない場
合には，課税の基礎とされる」「正しい記帳が納税者を救う」という構造と同じ論理構成だというこ
とになります。

3.6　会社法改正（2005 年 6 月 29 日）
また，飯塚毅は，その著書『正規の簿記の諸原則』において，「帳簿の証拠力」を担保するため

の記帳要件として，ドイツ商法第 239 条２項およびドイツ国税通則法第 146 条１項１文にならって，
次の４つの文言をわが国の商法等に採用することを提言しました。

１．完全網羅性（vollstandig）
２．正確性（richtig）
３．適時性（zeitgerecht）
４．整然明瞭性（geordnet）
そのあと，この提言がＴＫＣ全国会の運動方針となり，会計帳簿の記帳要件として「適時性」と「正

確性」とが，2005 年 6 月 29 日改正の商法（第 19 条 1 項）及び会社法（第 432 条 1 項）に採用され
るに至りました。

商法第 19 条（商業帳簿）

商人の会計は，一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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２　商人は，その営業のために使用する財産について，法務省令で定めるところにより，適時に，正確な商

業帳簿（会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。）を作成しなければならない。

会社法第 432 条（会計帳簿の作成及び保存）

株式会社は，法務省令で定めるところにより，適時に，正確な会計帳簿を作成しなければならない。

２　株式会社は，会計帳簿の閉鎖の時から十年間，その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存し

なければならない。

アウトプットである計算書類の信頼性は，インプットである記帳の品質に大きく依存します。す
べての商人に記帳の「適時性」と「正確性」が義務づけられたのは画期的なことだと考えています。

3.7　法的記帳要件を完全に充足する会計ソフトの入力項目の整備
会社法の改正と前後しますが，消費税法においても記帳要件が定められているのは，皆さまもご

存じの通りです。消費税法第 30 条 8 項 1 号に定めるイからニの要件を帳簿に記載していないと消費
税の仕入税額控除を受けることができないという規定になっています。

仕入税額控除の記帳要件（消費税法第 30 条）

８　前項に規定する帳簿とは，次に掲げる帳簿をいう。

　一　課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には，次に掲げる事項が記載されているもの

　　イ　課税仕入れの相手方の氏名又は名称

　　ロ　課税仕入れを行つた年月日

　　ハ　課税仕入れに係る資産又は役務の内容

　　ニ　第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

そのため，ＴＫＣでは仕訳の入力画面にイからニを入力するようにし，納税者が消費税の仕入税
額控除の要件を満たすことができるようにしています（図表 3）。

ＴＫＣ以外の会計ソフトは入力項目が増えることを嫌い，これらの記帳要件を入力するかどうか
は顧客任せにしているケースが多いようです。ＴＫＣでは，入力項目を減らすために適法性の遵守
を顧客任せにしてはならないと考えています。

3.8　ＴＫＣシステムの開発思想
今までの説明で，ＴＫＣは会計帳簿の証拠能力を確保するために，法令準拠性を確保できるよう

会計ソフトを設計していることがおわかりいただけるかと思います。その中でも最重要視している
のが，次の５点です。

①　法的記帳要件を完全に充足する入力項目の整備
②　過去データの訂正・追加・削除の処理の禁止
③　年一ではなく月次での処理方式の採用
④　｢記帳適時性証明書｣ の発行
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⑤　データセンターにおける原始仕訳データの 10 年間備蓄
とは言え，システムだけで会計帳簿の証拠能力を確保できるわけではありません。
そこには，税理士や会計士などの会計専門家が行う「巡回監査」が必要なのは当然です。この観

点から，巡回監査は，関与先企業の「会計帳簿の証拠能力」を評価し，これを補強する行為だと言
うこともできると思います。

3.9　ＴＫＣ会員による月次巡回監査
ＴＫＣの顧客である税理士・公認会計士の団体であるＴＫＣ全国会は，巡回監査をこのように定

義しています。

『TKC 会計人の行動基準書』

第３章　実践規定の部

２．巡回監査

巡回監査とは，関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し，会計資料並びに会計記録の適法性，正

確性及び適時性を確保するため，会計事実の真実性，実在性，網羅性を確かめ，かつ指導することである。

巡回監査においては，経営方針の健全性の吟味に努めるものとする。

巡回監査は，毎月行う月次巡回監査と期末決算時に行う決算巡回監査とに分けられる。

図表３　FX2の仕訳入力画面
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3.10　税理士法第 33 条の 2 の書面添付
次に，「適正申告」を構成する２番目の要素である「税理士法第 33 条の２に定める書面添付」に

ついてですが，「書面添付制度」は，過去にこの学会でも報告があり，また本日も自由論題の中で小
川晃司先生が発表されるとのことですので，制度の詳細については触れません。書面添付制度は，「申
告書の作成に関し，計算し整理し，または相談に応じた事項」を法定様式に記載し，法人税申告書
に添付して税務署に提出することができる制度です。

書面の添付の有無は法人税申告書別表１に記載します。この書面が添付されていると税務調査が
行われる前に，税理士に意見徴収が行われ，被疑事項が解消した場合には，調査省略になります。

いわば，税理士による「税務監査証明」と言える制度です。

3.11　ＴＫＣが発行する「記帳適時性証明書」
ＴＫＣでは，ＴＫＣ会員関与先の中小企業の月次決算データをＴＫＣインターネット・サービス

センター（ＴＩＳＣ）でお預かりしています。また，ＴＫＣ会員が実施した電子申告もＴＩＳＣを
経由して国税庁等に送信しています。

そのため，その中小企業が月次決算をいつ実施したのか，会計帳簿と決算書，法人税申告書が一
気通貫で作成されているかを証明できる構造となっています。この利点を活かして，ＴＫＣ会員の
電子申告後に無償でＴＫＣから発行しているのが「記帳適時性証明書」です。その内容は，弊社のホー
ムページで確認できますので，ご参照ください（https://www.tkc.jp/ao/system/tekiji）。

3.12　会計帳簿の証拠力が実現されてこそ，適正申告を実現できる
会計帳簿の証拠力。すなわち正確性，信頼性が保証されてこそ，課税標準となる決算書の金額の

正確性が保証され，租税正義の基礎となることはおわかりいただけると思います。
また，経済の先行きがなかなか見通せない今日，会計データこそが中小企業経営者が経営の方向

性を見定める羅針盤になることに異論はないと思います。正確な会計帳簿から作成される信頼性の
高い決算書，税務申告書で，迅速な融資が受けやすくなります。

４　黒字決算の実現

次に，ＴＫＣが最も重視しているもう 1 つのこと，「黒字決算の実現」についてご説明します。こ
のために必要なのは「会計で会社を強くする」という考え方――すなわち企業自らが会計処理を行い，
経営者がその数字を経営に役立てていくことです。そして，このような開発思想の下で開発された
ＴＫＣの会計ソフト「ＦＸ２」は，変動損益計算書を活用した業績管理を促し，中小企業の黒字決
算の実現を支援します。

4.1　企業が存続発展するための条件
当社では企業が存続発展するための「必要条件」には，売上高の継続的な実現が，「十分条件」には，

ＩＣＴ活用による業績管理体制の確立が重要であると考えており，これらを支援するために，会計
システムである「ＦＸ２」と中期経営計画策定システムである「継続ＭＡＳシステム」を開発提供
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しています。
「売上高の継続的な実現」には，社長の経営理念のもと，強みと機会を活かした経営戦略，新商

品開発への取組み，売上高と限界利益率の管理，キャッシュフローの先行管理――等が不可欠です。
また，「ＩＣＴ活用による業績管理体制の確立」には，経営計画策定やＰＤＣＡメカニズムの構築が
求められます。これらを「継続ＭＡＳシステム」を活用して支援しています（図表 4）。

さらに，経営計画に基づく業務執行の中では，売上高や限界利益率・キャッシュフローを管理し，
さらには部門別業績や労働分配率などの管理を行う――。これらを「ＦＸ２」で支援し，経営者の
予実管理と打ち手の検討に貢献します。

そのため，ＴＫＣは，ＦＸ２を帳簿作成のためだけに使うのは，実にもったいない使い方だとお
客さまに説明しています。ＦＸ２開発のねらいは，「中小企業の黒字化」「部門別業績管理の実現」「経
営者を賢くする」ことにこそあるからです。

4.2　変動損益計算書が業績管理の決め手
黒字決算を実現するために，ＴＫＣシステムでは変動損益計算書を業績管理の基本に据えていま

す。皆さまご存知の通り，変動益計算書ではコスト（原価や販管費）を変動費と固定費に区分する
ことで売上高の変動に応じた限界利益を算出できるので，経営者が必要とする経営計画や利益確保
に活用しやすいためです。特に，このコロナ禍では，売上高の先行きが見えない中で，固定費が負
担になったため，変動損益計算書による業績管理は，非常に有効性が高いと考えています。

ＦＸ２の「全社業績の問合せ」では，全社の最新業績を一目で把握できます。売上高・変動費・
限界利益・固定費・経常利益について，365 日にわたって前年同日比較が可能です。売上高から限界

図表４　FX2は，なぜ黒字決算に役立つのか―企業が存続発展するための条件
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利益までは「商品・市場戦略の成果（戦略家としての成績表）」として，限界利益から経常利益まで
は「適正な成果配分の実現（管理者としての成績表）」として，タイムリーに確認できます。

また，「業績評価マトリックス」機能（図表 5）では，売上高・限界利益率・経常利益を過去の自社デー
タと比較し，「商品・市場戦略の成果」や「業績管理の成果」について評価のポイントを表示します。
これにより，経営者はいま自社がどのような状況にあり，次に何をするべきかというヒントを得ら
れます。

さらに，黒字決算の実現には期末着地点への管理が重要です。ＦＸ２「先行き管理」機能では，
期首から本日までの業績をベースに期末の着地点を予測し，固定費要圧縮額または戦略予備費を算
出できます。目標の経常利益を達成するために，業績悪化が見込まれる場合には固定費要圧縮額を
検討し，コスト削減や新規設備投資の延期などの策を考え，実行に移します。利益が見込める場合
には，社長の意思決定で活用できる戦略予備費を用いて，備品等の購入や臨時賞与の支給などの方
法を検討できます。

このように，経営者の黒字決算のための具体的な打ち手や行動に資する「継続ＭＡＳシステム」「Ｆ
Ｘシリーズ」「書面添付」を活用している企業の約６割が黒字経営を実現しています。国税庁の統計で，
日本の企業の黒字割合は 35％とされていますので，その効果がわかるのではないでしょうか（図表 6）。

図表５　業績評価マトリックス機能
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５　コロナ禍を乗り切る会計データの活用

コロナ禍で中小企業が苦境に立たされている今，ＴＫＣでは会計データを活用してどのような支
援ができるのでしょうか。先の見通しが立たずに経営計画を作れないと嘆く経営者も多いようです。
しかし，コロナ禍による緊急融資を受けた多くの企業は，2021 年または 2023 年から返済のため必要
利益を稼がなくてはなりません。そのために必要なのは，会計事務所による経営計画策定支援であり，
そこでは上述の変動損益計算書の考え方が役に立ちます。将来的に発生する借入金の返済額から必
要利益を試算し，そこから必要となる限界利益と売上高を計算できるからです。

5.1　コロナ禍での経営計画は，必要利益の算出から始める
必要利益や必要売上高といった具体的な数値を経営者が確認することで，「このままではいけない」

と気づいていただく。たとえ先行きが不透明で売上高の目標達成が難しいとしても，コストの削減
や役員報酬の見直しなど，事業存続のためにできることを会計事務所との対話を通じて具体的に考
えてもらう――これが今まさに重要なことではないでしょうか。

次のステップとして，策定した短期経営計画を月次でＦＸシリーズに予算登録することで，経営
者は予実管理が可能になります。さらに，全社および部門別の業績を迅速かつ正確に把握して問題
点を発見することで，業績改善のための打ち手を早期に検討できるようになります。

5.2　ＴＫＣの会計事務所・中小企業向けのコロナ支援策
ＴＫＣではコロナ対策としてＴＫＣ会員事務所向けに「緊急支援関与先チェック」機能を提供し

図表６　変動損益計算書―業績管理の決め手

TKCの会計システムを活用している企業の黒字割合は，国税庁統計の黒字割合より抜群に高い割合です。

TKCの会計システムを活用している企業※1

国税庁統計※2
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※1．FXシリーズとTKC継続MASシステムを使用し，「書面添付」を実施している企業を集計
※2．国税庁「平成30事務年度法人税等の申告（課税）事績の概要」より引用

TKCの会計システム利用企業の59%が黒字経営を実現

黒字割合
34.7%

黒字割合
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ています。これは関与先企業の月次決算データを基に緊急融資等の要件を自動判定し一覧で確認で
きる仕組みです。加えて，ＴＫＣ会員事務所から関与先企業への迅速で正確な情報発信をご支援す
るための「緊急資金繰り対策コーナー」では，国・都道府県・市区町村・金融機関の中小企業支援
策を掲載しています（2020 年 9 月 30 日現在 9,176 件掲載）。

おかげさまでこれらの情報は全国の多くのＴＫＣ会員事務所，関与先企業の皆さまから高い評価
をいただいています。

これからもＴＫＣは，税理士業界，ＴＫＣ全国会，ひいてはＴＫＣ会員事務所の社会的地位向上
のため，システム開発やサービス提供を通じて全力でご支援してまいります。

６　おわりに

結びとなりますが，中小企業がこの苦境を乗り越えるには，経営の羅針盤となる「適時・正確な
会計帳簿」と「中期経営計画」，そして何よりも「資金」が必要になります。つまり，「会計の力」
こそが，不況を乗り切る処方箋だと言えます。しかし，多くの中小企業では会計に関する専門知識
を有する人材が不足しているため，この処方箋を手に入れることができていません。

これらの課題を解決し，難局を乗り越えて行くには，中小企業の社長自らが，経営に必要となる
数値情報をリアルタイムに確認でき，迅速に意思決定できる経営環境を整える必要があります。また，
そのためには，税理士等の会計専門家と会計ソフトを始めとするＩＣＴの活用が必須の条件となり
ます。また，自社で作成した「会計帳簿」と「中期経営計画」を取引銀行に説明することで，銀行
との信頼関係を構築することも重要でしょう。

株式会社ＴＫＣは，ＩＣＴの力を使って，中小企業の「黒字決算と適性申告」を実現すること。
これをとことん支援し，日本の会計事務所の職域防衛と運命打開に貢献してまいります。

【参考文献】

飯塚毅 . 1988.『正規の簿記の諸原則 改訂版』森山書店．
坂本孝司 . 2011.『会計制度の解明―ドイツとの比較による日本のグランドデザイン―』中央経済社．
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　　　　　中小企業金融において，貸し手と借り手の情報格差である「情報の非対称性」は，従来か

ら大きな問題とされている。金融機関は，「情報の非対称性」によるリスクをカバーするため，融資の

際に経営者本人の保証や不動産の担保提供を要求することで対処してきた。しかし，「情報の非対称性」

によって決算書の信頼性を確保できない融資の実行は，経営の不透明化を生じさせ，中小企業の継続・

成長を阻む虞がある。そこで，本稿では，わが国の中小企業金融において「情報の非対称性」を解消・

縮減し，「決算書の信頼性」を確保する制度について , 情報の非対称性に着目した観点から考察を行った。

ドイツには，中小企業の「決算書の信頼性」を確保する制度として，税理士等が行うベシャイニグン

グ作成業務がある。ベシャイニグングは，決算書の作成者である税理士等が同時に決算書の作成に関す

る証明書を発行し，ドイツの中小企業金融という「場の条件」に適合した場合のみ成立する独自の制度

として，社会に広く普及・定着している。

重要なことは，決算書に対する信頼性の程度は，税理士による税務代理から，会計監査人による監査

証明まで，「保証の内容がグラデーションをなして『保証の連続体』を構成している」という点である。

その前提に立てば，わが国の中小企業においても税理士および既存の制度である書面添付制度を活用す

ることによって，「決算書の信頼性」の確保は可能となる，と筆者は考える。

書面添付制度は，税理士による「税務申告に関する保証業務」と同時に，確定決算主義を根拠とした

間接的ではあるが一定の「決算書の信頼性」を確保できる制度である。本稿では，税理士の厳格な独立

性と税務申告の信用力を包括して法制化された「わが国固有の価値ある書面添付制度」を社会に普及・

定着させるべきとの結論に至った。

※本稿は査読済み論文です（2021年２月20日決定）。

キーワード

論文要旨

　　　　　中小企業，情報の非対称性，ベシャイニグング，税理士，書面添付制度

小　川　晃　司（税理士・愛知工業大学大学院経営情報科学研究科博士後期課程）

わが国の中小企業金融における課題と展望
―書面添付制度を活用した決算書の信頼性の確保―

１　はじめに

貸し手である金融機関は，借り手である企業
についての十分な情報や知識を保有していない
ため，金融活動に必然的に付随する「情報の非

対称性」1 の問題がある（家森 2020a, 115）。中
小企業 2 にとって「情報の非対称性」は，資金
調達をする際に困難を生ずる大きな原因であり，
円滑な中小企業金融を行うためには，「情報の
非対称性」を緩和することが必要不可欠である

（中小企業庁 2005, 96）。
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もっとも，中小企業は，企業の最も重要な情
報である決算書 3 に関して「信頼性の高い客観
的な計算書類等を定期的に作成し，金融機関等
に提供すること自体が未だに定着していない

（中小企業庁 2005, 97-98）」。そのため，融資を
実行する金融機関は，経営者本人などからの保
証（以下「人的保証」という）や不動産などの
担保提供（以下「物的保証」という）を要求す
ることで対処してきた。

しかしながら，決算書の信頼性を確保でき
ない融資の実行は，経営者リスクを高め，中
小企業の継続，成長をはばみ，中小企業金融
の円滑な運営を妨げる虞がある 4。そこで本
稿では，わが国の中小企業金融における現状
と課題を検討し，すでにドイツの中小企業金
融において行われている「ベシャイニグング

（Bescheinigung）」の経緯および内容を明らか
にするとともに，わが国における「税理士固有
の保証制度（武田 2005b,10）」である書面添付
制度を活用した「決算書の信頼性」の確保につ
いて，情報の非対称性に着目した観点から考察
を行うこととする。

２　中小企業金融の現状と課題

「中小企業の会計に関する基本要領」（以下
「中小会計要領」という），「中小企業の会計に
関する指針」（以下「中小指針」という）の適
用対象企業である中小企業数は，約 260 万社と，
わが国の株式会社全体の 99％以上を占めてい
る（河﨑 2016, 10）。ここでは，わが国におい
て株式会社の大多数を占める中小企業に対する
金融の現状と課題を整理する。

2.1　中小企業の現状
2018 年度におけるわが国の法人税申告件数

の資本金別株式会社数は，資本金 1 千万円以下
が約 220 万社，資本金 1 千万超 1 億円以下が約

34 万社となっている（国税庁長官官房企画課 
2020, 14）ことから，その多くが資本金 1 千万
円以下の会社である。また，会社の自己資本比
率は，資本金の額が小さいほど自己資本比率が
低く，2018 年度における資本金 1 千万円未満
の会社の自己資本比率は 19.3％と資本金 10 億
円以上の会社の自己資本比率 45.5％の半分以下
となっている 5。したがって，自己資本比率か
ら見る限り，中小企業は財政基盤が弱く，間接
金融に依存していると考えられる。さらに，中
小企業の借入金は年々増加している 6。このよ
うな状況のなか，金融機関が「情報の非対称性」
に関してどのような対応をしているのか問題と
なる。

2.2　情報の非対称性
2002 年の中小企業白書によれば，金融機関

は，中小企業に融資を実行する場合において，
規模が小さいほど高い割合をもって中小企業に
対して人的保証を要求し，また，規模にかかわ
らず高い割合をもって中小企業に対して物的保
証を要求している（中小企業庁 2002,144）7。つ
まり，金融機関は，中小企業に対する融資を実
行する場合，「情報の非対称性」のリスクをカ
バーするため，人的保証や物的保証を要求する
ことで対処してきた。

しかしながら，「情報の非対称性」により「決
算書の信頼性」を確保できない融資の実行は，
企業経営の実態が明らかでない経営の不透明化
を生じさせ，人的保証や物的保証が実行される
経営者リスクを高め，事業承継問題を含めた中
小企業の継続および発展を阻み，中小企業金融
の円滑な運営を妨げる虞がある 8。そのため金
融庁は，2003 年 3 月に『リレーションシップ
バンキングの機能強化に関するアクションプロ
グラム』を公表し，金融機関に対して，「担保・
保証に過度に依存しない融資の促進」を要請し
ている。さらに，その 10 年後の 2013 年 12 月
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わが国の中小企業金融における課題と展望

に経営者保証に関するガイドライン研究会 9 は，
『経営者保証に関するガイドライン』を公表し，
金融機関に対し「経営者保証に依存しない融資
の一層の促進」を要請している。

もっとも，2015 年の調査 10 では，中小企業
の金融機関からの融資全体の 60.1％に人的保証，
48.7％に物的保証が付されている 11。この結果
から，中小企業に対する融資の多くは，依然と
して人的保証や物的保証によって実行されてい
る現状が，容易に推察できる。

人的保証や物的保証に過度に依存しないため
には，中小企業金融において問題となっている

「情報の非対称性」そのもの
4 4 4 4

を解消・縮減する
べきであり，そのためには，企業の最も重要な
情報である「決算書の信頼性」を確保する制度
が必要である。

３　ベシャイニグング
（Bescheinigung）12

ドイツでは，信用格付のために金融機関に提
出される一切の年度決算書に対して，宣誓帳簿
監査士・経済監査士によるわが国の監査証明書
に相当する「確認の付記」ないし，税理士・宣
誓帳簿監査士・経済監査士（以下「税理士等」
という）による「年度決算書の作成に関する証
明書（ベシャイニグング）」の添付が求められ，
中小企業金融における「情報の非対称性」の解
消・縮減を行っている（坂本 2019，232-233）。
ここでは，ドイツ独自の制度であるベシャイニ
グングについて，その経緯および内容等につい
て検討する。　

3.1　経緯
3.1.1　1961 年信用制度法と 1964 年連邦金融

制度監督局通達

1961 年に公布された信用制度法（正式には
「信用制度に関する法律：Das Gesetz über das 

Kreditwesen」）の第 18 条は，一定の条件の下で，
金融機関に年度決算書の徴求義務を課している。

1961 年 第 18 条「信用の基礎となる事実」

（Kreditunterlagen）

金融機関は，総計 1 万ドイツマルクを超える信

用を供与された信用受給者について，経済的な関

係の開示，特に年度決算書の提出を要求しなけれ

ばならない。

設定された保証や連帯保証人を考慮に入れた公

開の要求が明らかに根拠がない場合には，当該金融

機関はその時点でこれを取りやめることができる。

信用制度法第 18 条において保証や連帯保証
による場合には，年度決算書の徴求を取りやめ
ることができると規定していることから，主と
して無担保・無保証による信用供与を想定して
いたと考えられ，信用供与の基本に「年度決算
書」を位置付ける本規定が，ドイツの中小企業
金融の基盤を形成している（坂本 2019, 234）。

そして，1964 年 3 月 11 日付で，次の連邦金
融制度監督局の通達が出されている。

1964年3月11日付　連邦金融制度監督局の通達

第 18 条は，提出された年度決算書の経済監査士

による証明（Testierung）を規定していない。同

条は，信用受給者自身が作成した貸借対照表書類

だけでは十分ではなく，可能であれば，経済監査士，

帳簿監査士ないし税理士の証明書（Testat）が徴

求されるべきである。信用受給者の年度決算書が，

法律上の義務に基づいてあるいは任意に，決算監

査人による監査が行われる限りで，金融機関は証

明された貸借対照表を徴求しなければならない。

信用制度法第 18 条には「年度決算書」の品
質に関する直接的な定めはない。しかし，　こ
の連邦金融制度監督局の通達により，「年度決
算書の信頼性」を確保するため，「経済監査士
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ないし税理士による一定の保証がない年度決算
書」は，信用制度法第 18 条に規定する「年度
決算書」に相当しないという解釈を導き出した
ことになる（坂本 2016, 9）。このように信用制
度法第 18 条と当該通達をもって，ベシャイニ
グングの基礎が築かれた。

3.1.2　職業会計人業界の対応

ドイツ連邦税理士会（以下「連邦税理士会」
という）は，信用制度法第 18 条および通達に
対応して，1992 年 2 月 21/22 日付で年度決算
書の作成および（任意の）監査の分野における

「決算付記および監査付記」について，『税理士
および税務代理士の決算付記および監査付記に
関する連邦税理士会の注意事項』（以下『注意
事項』という）を公表している。ドイツ経済監
査士協会（以下「経済監査士協会」という）も
同様に，1996 年『経済監査士による年度決算
書作成に関する諸原則』（以下『諸原則』とい
う）・『蓋然性評価に伴う年度決算書の作成に関
するチェックリスト』を公表している 13。

1998 年 6 月 8 日 /9 日，連邦税理士会は，総会
において『税理士業務における品質保証に関す
るドイツ連邦税理士会の指針』を決議・採択 14 

し，その後，2001 年 10 月 22 日 /23 日付の総
会決議に基づいて『税理士による年度決算書の
作成に関する諸原則についての連邦税理士会の
書簡』（以下『書簡』という）を発表している。

『書簡』では，経済監査士協会の 1996 年に公表
した『諸原則』を前提として「その他の委任契
約（限定的な監査による年度決算書の作成等）」
が加えられるとともに「帳簿の記帳」を関与先
で行っているか，税理士が行っているかの区分
を設けて，異なる証明書の文章が提示されるこ
とによって，初めて中小企業の実情に合った証
明書が定型化され，実務において適用可能なも
のとなった（坂本 2016, 10）。

3.1.3　ベシャイニグングの本格的始動

2002 年，貯蓄銀行やその他の機関から 2002
年 12 月 31 日の営業年度の年度決算書に対して，
次の要望書が出されている。

帳簿記帳に基づく数字がそれ自体として蓋然

性があることの説明を，作成された年度決算書

に付すこと（die erstellten Jahresabschlüsse mit 

einer erklärung zu versehen,dass die Zahlen aus 

Buchhaltung in sich plausibel sind.）

これにより，信用制度法第 18 条に該当しな
い場合でも，企業格付プロセスの一環として
金融機関に提出される一切の年度決算書に証
明書の添付が求められるようになった（坂本 
2019, 237）。要望書が出された理由について坂
本（2019，237）は，「ドイツ全土の金融機関が
自らの判断の下でこの要望書を出したのか，そ
れとも連邦金融制度監督局から水面下の要請が
あったのかは不明であるが，信用制度法第 18
条による『開示の要求』の拡大という流れのな
かで，バーゼルⅡが予定する『企業の信用格付』
の将来的な必要性が加わって，かかる要望書が
出されたことは間違いない」と指摘している。

この蓋然性 15 評価を伴う年度決算書の提
示に関する金融機関からの要求の結果として，
2002 年，連邦税理士会と登録済協同組合ドイ
ツ税理士連盟の「会計制度問題に関する作業グ
ループ」は『蓋然性評価を伴う年度決算書の作
成に関するチェックリスト』を公表し，2004
年には連邦税理士会が登録済協同組合ドイツ税
理士連盟・登録済協同組合ダーテフとともに作
成した『税理士業務における品質保証と品質管
理』が決議・採択されている。

また，2001 年ごろから，経済監査士協会と
連邦税理士会との間で，ベシャイニグングを伴
う年度決算書の調整に関する原則を一致させる
動きが活発化している（弥永 2018, 101）。その
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なか，経済監査士協会が，2009 年 11 月 27 日
付で『年度決算書の作成に関する諸原則』を，
連邦税理士会が，2010年4月12日/13日付で『年
度決算書の作成に関する諸原則についての連邦
税理士会の声明』（以下『声明』という）を公
表した。

このように信用制度法第 18 条による「開示
の要求」の強化，さらにはバーゼルⅡが予定す
る「企業の格付け」がより強く求められると
いった金融行政および金融機関による要求から
ベシャイニグングは本格的に始動した。

3.2　内容
3.2.1　概要

ベシャイニグング作成業務に関する基準書
（坂本 2016, 3）である『声明』では , 税理士等
に提出される書類（証憑，帳簿，資産証明書など）
の評価の度合いに応じて，作成委任範囲を「評
価を伴わない年度決算書の作成」，「蓋然性評価
を伴う年度決算書の作成」，「包括的な評価を伴
う年度決算書の作成」の 3 つに区分している。
これに加えて『声明』では ,「関与先が帳簿を
記載している場合」，「税理士が簿記の協力作業
をしている場合」，「税理士が帳簿を記載してい
る場合」という３つのケースに応じて , それぞ
れの証明書が用意され（坂本 2012, 93），全部
で 8 種類の証明書がある（図表 1）。

現在，ドイツにおいて，金融機関が行う信用

格付けに必要な「年度決算書」は，3 つの区分
のうち税理士等によって「蓋然性評価」ない
し「包括的な評価」を伴って作成された年度決
算書である（坂本 2019, 242）。もっとも，多く
の場合，「蓋然性評価を伴う年度決算書の作成」
が活用されている（Henselmann 2018，19）。

「蓋然性評価を伴う年度決算書の作成」は，
税理士等が企業の提出した証憑，帳簿などにつ
いて質問や分析的評価を行い，その正規性を評
価したうえで，税理士等が年度決算書の作成を
行う。そのうえで「蓋然性評価を伴う年度決算
書の作成」は，「年度決算書作成のため重要な
一切の見地からして，提出された証憑，帳簿及
び資産証明書の正規性を否定する状況が自身に
既知となっていない（Henselmann 2018，24）」
とする消極的な保証を記載した証明書を年度決
算書に添付して，金融機関へ提出を行うまでの
一連の業務である。

3.2.2　制度の特徴

ベシャイニグングは，「信用制度法第 18 条」
と「信用格付け（バーゼルⅡ）」を制度的背景
とし，税理士等の責任の限定と信頼性を確保し
た決算書を金融機関へ提出することを目的とし
ている（坂本 2012, 107-108）。そして，ベシャ
イニグングは，税理士の独立性（ドイツ税理士
法第 57 条）をはじめとする職業規則などが厳
格に遵守されることを前提にして，決算書の作

図表１　2010年『声明』が想定する証明書

委任の範囲
帳簿の記帳・
簿記の協力

評価を伴わない
年度決算書の作成

蓋然性評価を伴う
年度決算書の作成

包括的な評価を伴う
年度決算書の作成

①  関与先による帳簿の記帳 ○ ○ ○

②  税理士による簿記の協力作業 ○ ○ ○

③  税理士による帳簿の記帳 ○ ○ －

①②③は,「関与先が資産証明書（Bestandsnachweis）を作成すること」を前提とする。
出所：坂本（2012），93
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成者である税理士等が同時に証明書を発行し 16，
ドイツの中小企業金融という「場の条件（武田 
2007, 138-141）」に適合した場合のみ成立する
制度である。さらに連邦税理士会および経済監
査士協会が，ベシャイニグングを普及するため
お互いに協力し，その品質管理と品質保証の徹
底を社会に周知している。Henselmann（2018，
19）は「（ドイツの：筆者加筆）金融機関は通
常『年度決算書の作成に関する証明書』がない
中小企業の年度決算書に対しては，懐疑的な判
断をする」と指摘していることから，ベシャイ
ニグングは社会一般に認められ，広く普及して
いると理解できる。

ベシャイニグングは，経済監査士協会と連邦
税理士会の連携した啓蒙活動によって社会に広
く普及・定着した。これら一連の活動を含めた
ベシャイニグング制度は，わが国の中小企業金
融施策において参考にすべきである。

４　「決算書の信頼性」の確保

わが国では，3 で検討したドイツの「ベシャ
イニグング」のような制度は存在しないが，税
務および会計の専門家である税理士が，わが国
の法人税申告社数全体の約 9 割に関与（2018
年度は 89.1％）しているという実態がある（財
務省 2019, 128）。そこで税理士を活用して中小
企業の「決算書の信頼性」を確保する制度につ
いて検討を行う。

4.1　税理士の活用による解決方法
税理士は，租税法律主義 17 のもと，税務に

関する専門家として，「独立性」と「公正性」
が求められ，かつ，「納税義務の適正な実現を
図る」ことを使命としている（税理士法第 1 条）。
また，税理士法において，税理士は真正の事実
に基づく業務遂行義務や相当注意義務（同法第
45 条）など多くの義務が課されており，厳格

な精神的独立性（実質的独立性）が求められて
いる 18。

また，税理士は，公認会計士と同様に「会計
業務」を「共通業務」として成立している（武
田 2005a, 7）ため，「税務の専門家」であると
ともに「会計の専門家」である。このことは，
会社法の会計参与，地方自治法の外部監査人，
政治資金規正法の登録政治資金監査人などに税
理士が登用されていることからも明らかである。

4.2　決算書の信頼性による解決方法
「決算書の信頼性」において最も重要な点は，

武田（2003, 36）が「積極的保証から消極的保
証を経て，無保証の意見陳述に至るまで，保証
の内容がグラデーションをなして，『保証の連
続体』を構成している」と指摘する内容である。
つまり，「決算書の信頼性」の程度は画一的な
ものではなく，さまざまな保証の程度が存在し
ているということである。

坂本（2019, 142）は，中小企業の決算書に対
する信頼性は，税理士による税務代理から会計
監査人による監査証明までの形態があるとして，
図表 2 のように整理している。

「決算書の信頼性」の確保として最も優れて
いるのは会計監査人による正規の監査である
が，中小企業においては①制度的制約，②コス
ト負担的制約，③証明度的制約があるため，現
実的ではない（坂本 2019, 146）19。したがって，
わが国の中小企業金融という「場の条件」20 に
適合した「決算書の信頼性」の程度は，限定さ
れた利用者の必要性に対応すれば十分であると，
筆者は考える。

５　書面添付制度 

中小企業における「決算書の信頼性」は，会
計専門家による税理士等の関わりの程度による

（図表 2 参照）ことから外部から識別可能であ
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る（坂本 2019, 148）。そこで，税理士の本来業
務である書面添付制度を活用して，中小企業金
融が必要とする一定の「決算書の信頼性」を確
保することについて考察を行う。

5.1　内容
5.1.1　概要

書面添付制度は，1956 年税理士法改正によ
り創設された。書面添付は，税理士法第 33 条
の 2 に規定され，税務申告書を作成した税理士
が，申告書の作成に関し，計算，整理又は相談
に応じた事項を記載した書面を，申告書に添付
する業務（以下「第 1 項業務」という）と，他
人が作成した税務申告書について，租税に関す
る法令の規定に従って作成されていることを審
査する業務（以下「第 2 項業務」という）があ
る。2001 年の改正によって事前通知前に意見

聴取が創設され，現在の制度に至っている。
書面添付制度について，大蔵省（当時）は，

制度創設当初の税理士法試案（1953 年）に対
して，税務書類に独立会計人が関与し , その責
任を明らかにすることは税務行政上効果的であ
る（日本税理士会連合会 1987, 117-118）との
見解を示している。また，第 2 項業務創設を含
む税理士法改正に係る第 90 回国会衆議院大蔵
委員会において，福田（当時の大蔵大臣官房審
議官）は，税務監査という言葉でも結構である，
専門家の書面がついているということで，その
内容に正確性が保証されている，と答弁してい
る 21。

書面添付制度は，税理士の厳格な精神的独立
性，虚偽記載に対する懲戒処分 22，書面添付の
利用者である税務官庁からの一定の信頼がある
ことから，書面添付制度は，「税理士による税

図表２　決算書の信頼性のレベル

ケース

税理士の関わり

保証なし

低　い

高　い
低

　い

保
証
の
程
度

計 算 書 類 の 信 頼 度

①税理士の
関与がない
②税理士による
税務代理

③＝②＋税務申告と
同一の決算書

④＝③＋巡回監査

⑤＝④＋中小会計
要領等準拠

⑥＝⑤＋電子帳簿
保存法準拠
⑦＝⑥＋税理士
による書面添付

⑧＝⑦＋会計参与

⑨会計監査人
による監査

該　　当（○）

出所：坂本（2019），143
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○ ○

○
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添付は，ガイドライン要件の充足状況の検証に
当たり，経営の透明性を確保する有力な手段で
あり，こうした支援を通じて経営者と金融機関
の橋渡しを行うことを期待している」と評価し，
金融庁参与であった家森（2020b, 10）は，「書
面添付で『経営者保証』を外す金融機関がいく
つも出てきましたが，ますますそうした方向に
進んでいくと思います」と期待していることか
ら，いずれも同制度に対する高い評価と期待が
あることが窺える 26。

また，多くの金融機関が，書面添付制度適用
企業に対し，融資条件，優遇金利，経営者保証
不要，不動産担保不要といった金融商品を提供
している 27。したがって，中小企業金融政策の
中枢を担う金融庁および当事者である金融機関
は，書面添付制度の活用によって一定の「決算
書の信頼性」が確保されたとの認識を有してい
るものと捉えることができる。

もっとも，書面添付制度の提出割合は，現状
（2018 年度）税理士が関与する法人税の申告件
数のうち，僅か 9.5％に留まっている（財務省 
2019，127）ことから，書面添付制度の意義に
ついて再認識をする必要がある。

ベシャイニグング制度（3 参照）があるドイ
ツにおいて，ドイツ産業連盟会長，日本でいう
経団連会長である Kempf（2015，27）は，「各
税理士会，連邦税理士会が，税理士の関与した
会計処理そして作成した文書について，『いか
に質が高いのか』ということをきちんと担保す
るようなしくみを作り上げてきた方がよかった
のではないか」と，わが国の書面添付制度のよ
うな制度がドイツにも必要であったのではない
か，と指摘している。アメリカは，中小企業に
融資をする場合の決算書の信頼性は , 税務申告
書との整合性で判断している（中小企業金融公
庫総合研究所 2007, 60）ものの，税務業務にお
ける独立性が確立されていない 28。わが国では，
コロナ禍の緊急経済対策において，持続化給付

務に関する保証業務（小川 2020, 2-13）」23 とし
て位置付けられている。

5.1.2　「決算書の信頼性」の確保

わが国の法人税法は，確定決算主義に基づ
いて課税所得を計算している。確定決算主義は，
法人税法上直接的に定義していないが，同法条
文の規定から説明される次の 3 点の総体をいう 24。

①　形式的な確定決算主義（法人税法第74 条第1項）

②　 実質的な確定決算主義（法人税法第 22 条第 2

項，同法同条第 3 項，同法同条第 4 項）

③　損金経理要件（法人税法第 2 条第 25 号）

わが国において確定決算主義は，2 つの客観
化過程 25 において最も重要な役割を果たす（武
田 2008, 29）ともに，確定決算主義によって，
企業会計（決算書）と課税所得計算が密接に結
びつき，「わが国の中小企業会計の文化的制度
を形作っている（河崎 2016, 6）」。

書面添付制度は，税理士の立場から情報の実
質的適正性を証明するものであり，書面添付制
度によって「情報の信頼性」すなわち「決算書
の信頼性」が確保される（武田 2006, 13）。つ
まり，書面添付制度は「税理士による税務に関
する保証業務」であると同時に間接的ではある
が一定の「決算書の信頼性」を確保できる制度
である。

したがって，書面添付制度は，税務に関す
る保証業務として，適正な納税義務を実現さ
せ，税務行政の円滑化・簡素化に資するととも
に，間接的にはあるが一定の「決算書の信頼
性」が確保できる「税理士固有の保証制度（武
田 2005b，10）」である。　

5.2　書面添付制度の評価と普及
書面添付制度について，当時，金融庁長官で

あった遠藤（2020, 1）は，「税理士による書面
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金等の申請書類として，法人の場合に法人税確
定申告書および法人事業概況説明書の添付が必
要とされ，税務申告書類の信用力を担保に持続
化給付金等の給付がなされている。以上の点か
ら，書面添付制度は，税理士の独立性と税務申
告の信用力を包括して法制化された「わが国固
有の価値ある制度」であり，社会に普及・定着
させるべきとの結論を得た。

６　おわりに

中小企業金融の現状は「情報の非対称性」の
リスクを回避するため，人的保証や物的保証に
依存している。しかしながら，中小企業金融を
円滑に行うためには「情報の非対称性」そのも

4 4 4

の
4

を解消・縮減すべきであり，そのためには，
企業の最も重要な情報である「決算書の信頼性」
を確保することが必要である。

重要なことは，「決算書の信頼性」は画一的
なものではなく，さまざまな保証の程度がグラ
デーションをなしているという点である。その
前提に立てば，法人税申告数の約 9 割に関与し
ている税務および会計の専門家である税理士お
よび既存の制度である書面添付制度の活用に
よって，わが国においても中小企業金融という

「場の条件」に適合した「決算書の信頼性」の
確保が可能になると，筆者は考える。

厳格な独立性が要求される税理士の本来業務
である書面添付制度は，税務に関する保証業務
であると同時に，間接的ではあるが一定の「決
算書の信頼性」を確保できる制度として，多く
の金融機関などから評価されている。

いっぽう，書面添付制度の提出割合は，法人
税申告全体の 9.5％と低く，社会への普及には
ほど遠い。税理士の独立性と税務申告の信用力
を包括して法制化した「わが国固有の価値ある
書面添付制度」の意義を再認識し，社会に普及・
定着させるべきである，というのが本稿におけ

る結論である。

（注）

１　「情報の非対称性」（information asymmetry）
は，Akerlof の論文「『レモン』市場―品質の
不確実性とマーケット・メカニズム―」（1970
年）において発表された経済学上の概念である

（Akerlof 1970，488-500）。
２　中小企業の定義は一様ではない。本稿では，

中小企業の範囲を「中小企業の会計に関する基
本要領」（中小会計要領）・「中小企業の会計に関
する指針」（中小指針）の適用対象となる企業と
する。

３　会社が決算期に作成した貸借対照表，損益計
算書などについて会社法では計算書類，金融商
品取引法では，財務諸表という用語を使ってい
る。それぞれ対象となる書類は違うものの，企
業の一事業年度における財政状態や経営成績を
示すものとして貸借対照表および損益計算書は
含まれているため，本稿では，一般的な用語で
ある「決算書」に統一している（条文および引
用箇所を除く）。

４　経営者保証に関するガイドライン研究会
（2019）『「経営者保証に関するガイドライン」
Q&A　一部改定』Q.2 を参照している。

５　財務省「4. 規模別主要財務営業比率表」『財
政金融統計月報第 811 号』参照。https://www.
mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/
g811/811.htm（2020 年 11 月 12 日アクセス）。

６　日本銀行「貸出先別貸出金」『預金・貸出関連
統計』参照。https://www.stat-search.boj.or.jp/

（2020 年 9 月 10 日アクセス）。ただし，日本銀行
統計上の中小企業の範囲は「資本金 2 千万以上 1
億円以下」である。

７　人的担保を要求している割合（規模別企業全
体の内；以下同じ）は次のとおりである。従業
員 20 人以下 85.1％，従業員 21 人以上 100 人以
下 82.0％，従業員 101 人以上 300 人以下 62.8％。
物的担保を要求している割合は次のとおりであ
る。従業員 20 人以下 80.4％，従業員 21 人以上
100 人以下 86.7％，従業員 101 人以上 300 人以下
86.4％（中小企業庁 2002, 144）。
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８　前掲注 4 参照。
９　行政当局（金融庁，経済産業省など）関与の

もと，日本商工会議所と全国銀行協会が共同で
有識者を交えた研究会である（経営者保証に関
するガイドライン研究会 2013 参照）。

10　中小企業庁の委託によるみずほ総合研究所の
2015 年調査による（林 2016 参照）。

11　2020 年 10 月 13 日付の日本経済新聞朝刊の一
面において「不動産担保や経営者の保証に偏重
した日本の融資慣行を見直す議論が始まる」と
の記事があるように現在でも状況は変わってい
ない。

12　ベシャイニグングとは，ドイツ信用制度法の
要請を受けて，年度決算書の作成を行う税理士
等が，職業原則などの遵守を裏付けとして，自
己監査の禁止規定に抵触しないよう配慮を払い
つつ，関与先が作成した帳簿，資産証明書，財
産目録などの「正規性」を評価することによって，
間接的に年度決算書自体の正規性を保証する業
務のことをいう（坂本 2019, 133 参照）。ベシャ
イニグング（Bescheinigung）は「証明書」とい
う意味である（Henselmann 2018，18）。ベシャ
イニグングに関するドイツ語原文訳については，
坂本（2011；2019）を参考にしている。

13　1998 年 7 月 7 日連邦金融制度監督局は，次の
ような通達を出している。「連邦金融制度監督局
の通達 9/98 金融機関は通常，年度決算書の信頼
性を，経済監査業務に従事する者の協力によっ
て，または銀行の判断後に，この目的に適任の
税理士業務の従事者の協力によってより確実な
ものとする場合にのみ，その他の資料をさらに
提出させることを断念することができる」。連邦
金融制度監督局は，当該通達によって，信用制
度法第 18 条所定に「年度決算書」の信頼性に関
する解釈をより厳格にした。

14　当該指針は，翌月の「連邦金融制度監督局通
達 9 ／ 98」において，一部の税理士による「年
度決算書の信頼」に疑問を呈すること，を予
期して出されたものと推測される（坂本 2019, 
235）。 

15　蓋然性とは「真実と認められる確からしさの
度合い」をいう（Henselmann 2018，25）。 

16　ただし，年度決算書の責任は，簿記全体の完
全性と真実性に対する個別責任として原則とし
て経営者にある（坂本 2012，108-109）。 

17　金子（2019，78）は，「法律の根拠に基づくこ
となしには，国家は租税を賦課・徴収すること
はできず，国民は租税の納付を要求されること
はない。この原則を租税法律主義という」とし
ている。 

18　「税理士の独立性」に関しては，拙稿，小川・
小森（2019）を参照されたい。 

19　①制度的制約とは，監査人の独立性の観点か
ら，中小企業は，税務会計の顧問である税理士
とは別に，会計監査のために他の公認会計士を
委任する必要が生じること，②コスト負担的制
約とは，中小企業にとって「正規の監査」にか
かるコストは過重負担となること，③証明度的
制約とは，中小企業金融における「決算書の信
頼性」は，「正規の監査」レベルまでの証明度は
必要ないこと（坂本 2019，146），である。 

20　例えば，中小企業の決算書の利用者は，経営
者，税務官庁，金融機関などに限定されている。

21　第 90 回国会衆議院大蔵委員会議録第 2 号 , 
1979 年 12 月 5 日 , 6（『第 90 回国会衆議院委員
会議録（第 1 類第 5 号）』所収）。 

22　書面添付に虚偽記載を行った場合，当該虚偽
記載を行った税理士は，厳格な懲戒処分（戒告，
2 年以内の税理士業務の停止，税理士業務の禁止）
を受ける（税理士法第 46 条）。 

23　「税理士による税務に関する保証業務」に関し
ては，拙稿，小川（2020）を参照されたい。

24　「わが国における確定決算主義」に関しては，
拙稿，小川・小森（2020）を参照されたい。

25　企業自らが作成した主観的な計算書類を第一
次的に客観化する過程として株式総会での承認
をいう法的手続きを求める「第一次的客観性」
および客観性が付された計算書類をベースに法
人税法が求める特別規定に従い，申告調整を行
う法人税法に従う「第二次的客観性」のことを
指す（武田 2008，29）。

26　書面添付制度を高く評価する，武田（2006），
河﨑（2018）などの有力な意見もある。

27　三菱 UFJ 銀行，商工中金をはじめ，全国にお
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いて約 40 の金融機関が提供している（各金融機
関の HP にて確認，2020 年 9 月 10 日現在）。

28　坂本（2020, 8）は，「会計大国アメリカでも税
務業務における独立性は確立されていない」と
指摘している。
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　　　　　本研究は，中国の『小企業会計準則』における収益認識の規定を詳細に解説し，簿記処理

を検討したうえで，『小企業会計準則』における収益認識の特徴を明らかにしようとするものである。

中国財政部は，小企業の認識・測定・報告に関する会計行為の規範として，2011 年に『小企業会計準則』

を公表した。『小企業会計準則』は，収益に関して，商品販売，役務提供とその両方を含む取引について，

認識要件と測定方法を規定している。商品販売による収益関しては，「所有権の移転に伴うリスクと経

済的便益が移転する」という認識基準よりむしろ，具体的な認識時点が提示されている。役務提供によ

る収益に関しては，同一会計年度内に開始し完了する役務について，役務提供が完了した，かつ代金を

受け取ったあるいは代金を受け取る権利を取得した時に，収益は認識される。役務提供の開始と完了は

異なる会計年度に行われる場合には，工事進行基準に基づいて収益は認識される。商品販売と役務提供

の両方を含む取引に関しては，商品販売と役務提供を区分しかつ個別に測定できる場合には，両者を区

分して会計処理する。

キーワード

論文要旨

　　　　　小企業会計準則，企業会計準則，収益，認識，測定

姚　　　小　佳（近畿大学准教授）

中国の『小企業会計準則』における収益認識

１　はじめに

中国財政部は，小企業の認識・測定・報告に
関する会計行為の規範として，2011 年に『小
企業会計準則』を公表した。中国の小企業は，
数が多く，規模が小さく，かつ業務内容も比較
的に簡単で，会計基礎が弱いなどの特徴がある
ため，『小企業会計準則』は，小企業の特徴に
合わせ，認識・測定・報告に関する会計規定を
簡略にして，小企業の従業員の専門的な会計判
断を減少させるために設定された。

2020 年 1 月時点に，中国に進出している日
本企業は 13,646 社もあり，中国の会計制度や
会計準則に関心をもつ企業は多いと考えられる。

しかし，会計情報において重要な意味を持つ収
益に関して，日本では，上場企業や大企業を適
用対象とする企業会計準則第 14 号「収益」に
関する解釈や研究は多数あるが，小企業の収益
認識に関する研究はほぼない 1。そこで，本研
究は，中国の『小企業会計準則』における収益
認識の規定を詳細に解説し，簿記処理を検討し
たうえで，『小企業会計準則』における収益認
識の特徴を明らかにしようとするものである。

２　『小企業会計準則』の概要

2.1　『小企業会計準則』公表の背景
中国の小企業は，中国の国民経済と社会発展

において重要な役割を果たしているので，中国
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政府は，その発展を支援するために，2003 年
に「中小企業促進法（中小企业促进法）」，2005
年に「個体私営等の非公有制経済発展の奨励・
指示・指導に関する若干の意見（鼓励支持和引
导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）」，
2009 年に「中小企業発展の促進に関する国務
院の若干の意見（国务院关于进一步促进中小企
业发展的若干意见）」を公表した。

その一方で，小企業の会計に関しては，2004
年に『小企業会計制度』が公表されたが，その
後の経済発展とともに，当該制度の問題点が顕
著になってきた。特に，『小企業会計制度』に
おける小企業の範囲は，2003 年の判断規準に
より提示されており，IT 産業，商務サービス業，
不動産業とリース産業などを含んでいないため，
それら業種の小企業には適用できる会計基準が
存在しなかった。

また，2006 年に『企業会計準則』が公表さ
れたが，当該準則は，上場企業および大中型企
業を前提として設定されている。さらに，国際
的には，国際会計基準審議会が，2009 年に中
小企業に適用できる国際財務報告基準を公表し，
イギリス，カナダ，日本などでも基準設定機関
等により中小企業会計基準が設定されたので，
中国でも，国内外の状況を考慮した上で，小企
業に適用できる会計基準を再検討し始めた。

その後，財政部は，2010 年の「『小企業会計
準則』意見応募の通達（关于征求『小企业会计
准则』意见的通知）」と 2010 年 11 月の「『小企
業会計準則』公開草案（『小企业会计准则』公
开草案）」を踏まえて，2011 年に『小企業会計
準則』を正式に公表し，2004 年に公表された『小
企業会計制度』は廃止されることになった。

2.2　『小企業会計準則』の適用範囲
『小企業会計準則』は，法により設立された

企業のうち，『中小企業分類規準規定（中小企
业划型标准规定）』の小型企業規準を満たすも

のに適用されるが，以下の 3 種類の企業は除外
される（财会 2011，第二条）。

①　 株式または債券を公開市場で取引する小
企業

②　 金融機構またはその他の金融業的性質を
有する小企業

③　企業集団内の親会社と子会社
この小型企業は，小企業と零細企業からなり，

業種ごとに異なる規準が設けられている。その
規準を示せば，図表１のとおりである。

３　『小企業会計準則』における
収益の認識と測定

『小企業会計準則』は，「小企業の持続可能
な発展を促進し，国民経済や社会発展における
重要な役割を果たすために，小企業会計の認識・
測定・報告を規範する」ことを目的として（财
会 2011，第一条），第一章「総則」，第二章「資産」，
第三章「負債」，第四章「持分」，第五章「収益

（収入）」，第六章「費用」，第七章「利益（利潤）
および利益分配」，第八章「外貨業務」，第九章

「財務報告」，第十章「附則」と付録「会計勘定
項目，主要な会計処理および財務報告」で構成
されている。

その第五章「収益」は，八条のみで構成され
ており，そこでは，「収益は，小企業の日常活
動において形成され，持分の増加をもたらす，
持分所有者から投下された資本と関連しない経
済的便益の総流入であると規定されており，商
品販売による収益と役務提供による収益を包含
している」（财会 2011，第五十八条）と述べら
れている。なお，収益認識に関しては，第五章
のみで取り扱われている。

3.1　商品販売による収益
商品販売による収益は，通常，小企業が商品

をすでに発送し，かつ代金を受け取ったまたは
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代金を受け取る権利を取得したときに，認識さ
れる（财会 2011，第五十九条）。

3.1.1　商品販売による収益の認識要件

商品販売による収益は，次の 4 つの要件を同
時に満たす場合に認識される（企业会计准则编
审委员会 2019，281-282）。

①　 収益に関連する経済的便益が小企業に流
入する可能性が高いこと

この要件は，商品販売による代金回収の可能
性が回収できない可能性より高いことを意味し
ている。すなわち，商品販売による代金の回収
可能性が 50 パーセントを超えるということで
ある。小企業は，商品販売による代金の回収可
能性を判断する際に，買手との過去の販売実績，
政府の政策とその他の情報に基づいて総合的
に判断しなければならない。引渡商品が販売契

約または合意の要件を満たし，かつ買手が請求
書を受け取り，代金の支払いを承諾する場合に，
通常，関連する経済的便益が小企業に流入する
可能性が高いという要件が満たされると考えら
れる。

②　 経済的便益が企業に流入することにより
資産の増加または負債の減少をもたらす
こと

小企業は，収益を認識する際に，資産の増加
または負債の減少を確認しなければならない。
例えば，商品販売について，小企業は，販売収
入の増加を確認すると同時に，手許現金または
当座預金あるいは受取債権などの資産項目の増
加を確認する必要がある。もし，代金前受販売
方式であれば，販売収入の増加を確認すると同
時に前受金の負債の減少を確認する必要がある。

③　 収益の金額を信頼性をもって測定できる

図表１　小企業と零細企業の分類規準

小企業 零細企業

業種 資産総額
（万元）

売上高
（万元）

従業員数
（人）

資産総額
（万元）

売上高
（万元）

従業員数
（人）

農林牧漁業 50～500 ～50
工業 300～2,000 20～300 ～300 ～20

建築業 300～5,000 300～6,000 ～300 ～300
卸売業 1,000～5,000 5～20 ～1,000 ～5
小売業 100～500 10～50 ～100 ～10
運送業 200～3,000 20～300 ～200 ～20
倉庫業 100～1,000 20～100 ～100 ～20
郵政業 100～2,000 20～300 ～100 ～20

ホテル業 100～2,000 10～100 ～100 ～10
飲食業 100～2,000 10～100 ～100 ～10

情報通信業 100～1,000 10～100 ～100 ～10
IT業 50～1,000 10～100 ～50 ～10

不動産開発業 2,000～5,000 100～1,000 ～2,000 ～100
不動産管理業 500～1,000 100～300 ～500 ～100

リース・
商務サービス業 100～8,000 10～100 ～100 ～10

その他 10～100 ～10

出所：国家統計局（2017）に基づいて作成したものである。
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こと
この要件は，収益の金額を合理的に見積るこ

とができるということである。通常の場合には，
小企業は，商品を販売する際に，商品の販売価
格が確定され，買手からすでに受け取った契約・
協議金額または受け取るべき契約・協議金額に
基づき，収益を認識しなければならない。もし，
商品販売が現金割引，商業割引と売上値引など
の性質を有する要素を伴う場合，後述（3.1.2）
のとおり，小企業は，受け取るべき契約・協議
金額の公正価値により，収益を認識する。

また，商品販売のプロセスにおける不確定要
素の影響により，例えば，返品条件付きの商品
販売のように，商品販売価格が変動することも
ある。小企業は，返品可能性について合理的に
見積ることができなければ，当該商品販売の価
格を確定することができず，収益を認識する
ことができない。この場合，小企業は，商品の
発送時点ではなく，商品の返品期限の終了時に，
商品販売の価格を合理的に見積ることができる
ので，そのときに収益を認識する。

買手から受け取るべき契約・協議金額が公正
でなければ，小企業は，公正な取引価格に基づ
き収益を認識しなければならない。

④　 関連する発生済原価または将来発生しう
る原価を信頼性をもって測定できること

通常，棚卸商品の原価や商品の運送費用など，

商品販売に関連して発生した原価または将来に
発生しうる原価は合理的に見積もることができ
る。棚卸商品が企業で生産された場合には，小
企業は当該棚卸商品の生産原価を信頼性をもっ
て測定できる。棚卸商品が購入される場合には，
小企業は当該棚卸商品の購入原価を信頼性を
もって測定できる。商品販売に関連する発生し
た原価または将来に発生しうる原価を合理的に
見積もることができない場合があるが，そのと
き，小企業は，収益を認識せず，受け取った代
金を負債として認識する。

また，商品販売による収益は，取引形態ご
とにより，図表 2 のように認識される（财会 
2011，第五十九条）。

企業会計準則第 14 号「収益」においては，
割賦販売における収益については，回収期限到
来日基準も現金基準である回収基準も認められ
ず，販売基準に限定されることになったが，『小
企業会計準則』では回収期限到来日基準が要求
されている点で，小企業への配慮がうかがえる。
また，下取り方式による販売においては，企業
会計準則第 14 号に拠れば現金以外の対価とし
て下取りした物品を捉えることとなり，販売と
一体のものとして捉えて会計処理することにな
るが，『小企業会計準則』では，下取りは，販
売取引とは別個の取引として，つまり，単なる
中古品の購入取引として捉えることとされてい

図表２　商品販売による収益の認識

取引形態 収益の認識
銀行取立決済方式による販売 取立手続きが完了した時点に，収益を認識する。
前受金方式による販売 商品の発送時点に収益を認識する。
割賦販売 回収期限到来日に収益を認識する。

商品の据付・検収を要する販売 買手が商品を受け取り，かつ商品の据付・検収が完了した時点に，収益
を認識する。

手数料方式による代理販売 売手が代理販売精算書を受け取る時点に，収益を認識する。

下取り方式による販売 販売した商品は物品販売として処理され，回収した商品は物品購入とし
て処理される。
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る点も，相違点として指摘できるのである。

3.1.2　商品販売による収益の測定

小企業は，受領すべき契約・協議金額により
収益の金額を確定する。このとき，現金割引は，
期限内の支払いを奨励するために債務者に提供
する債務の減額を意味するので，その場合の収
益は現金割引前の金額により測定され，現金割
引は実際発生時に当期損益に計上される。つま
り，現金割引は財務費用として取り扱われる。
これに対して，商業割引は，商品販売を促進す
るための商品の表示価格の減額を意味するので，
その場合の収益は，商業割引後の金額により確
定される（财会 2011，第六十条）。

また，小企業は，すでに商品売買による収益
を認識した商品販売に返品が発生した場合に
は（販売が本年度か前年度にかかわらず），返
品発生時に商品販売による収益を減額する。販
売した商品の品質や種類の原因により販売価格
を減額する売上値引について，小企業は，実際
発生時に商品販売による収益を減額する（财会 
2011，第六十一条）。

3.1.3　商品販売による収益の会計処理

小企業は，商品販売による収益を認識する際
に，すでに受領した金額および，受領すべき契約・
協議金額に受け取るべき増値税額を追加した合
計金額を，借方の「銀行預金」（银行存款），「売
掛金」（应收账款），「受取手形」（应收票据）な
どの勘定科目に計上し，認識される収益の金額
を貸方の「主要営業収益」（主营业收入）と「そ
の他業務収益」（其他业务收入）などの勘定項目
に計上した上で，受け取るべき増値税の金額を
貸方の「未払税金―未払増値税（売上付加価値
税）」（应交税费―应交增值（税销项税额））に計
上する。貸借対照表日に，小企業は，支払うべ
き消費税，資源税，都市維持建設税と教育費附
加などの税金額を借方の「税金及び附加」（税金

及附加）に計上し，貸方の「未払税金―未払消
費税（未払資源税・未払都市維持建設附加税な
ど）」（应交税费―应交消费税（应交资源税・应
交城市维护建设税等））に計上する。

以下では，事例 1 により，商品販売による収
益の会計処理を示す。

事例 1　下取り方式による商品販売

A 社と B 社は，下取り方式のテレビ販売契約

を締結した。A 社は，2X19 年 5 月にＢ社に 100

台テレビを販売し，販売価格は一台あたり 2,000

元であり（増値税抜き），増値税率は 16％であり，

売上原価は一台あたり 900 元である。A 社は，テ

レビの販売と同時に，B 社から旧型テレビを 100

台回収し，それを原材料として利用する。回収価

格は一台あたり 232 元である（増値税込み）。なお，

代金はすべて銀行預金の授受により決済されてい

る。

事例 1 は図表 2 の下取り方式による販売に該当

し，A 社が小企業会計準則を適用するならば，以

下のように記帳する。

①　2X19 年 5 月に A 社がテレビを 100 台販売した。

（借）銀行預金 232,000

 （貸）主要営業収益 200,000

 未払税金―未払増値税 32,000
 （売上付加価値税）

（借）主要営業原価 90,000

 （貸）棚卸商品 90,000

②　 2X19 年 5 月に A 社が旧型テレビを 100 台回

収した。

（借）原材料 20,000

 未払税金―未払増値税 3,200
 （仕入付加価値税）

 （貸）銀行預金 23,200

出所：企业会计准则编审委员会（2019），284, 例 12-5 に
基づいて一部を修正したものである。

以上の検討により，商品販売による収益の認
識に関して，従来の「資産の所有に伴う主要な
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リスクと経済的便益の移転」という判断規準に
言及せず，商品の発送や代金の受領または代金
を受け取る権利の取得に注目し，図表 2 に示し
たように，販売形態ごとに具体的な認識時点を
提示している。そのため，小企業の会計担当部
門の従業員は，収益の認識時点を決定する際に，
従来の「所有権の移転に伴うリスクと便益が買
手に移転する」ことに関する専門的な会計判断
を行う必要がなくなり，より会計処理しやすく
なったという利点があるが，その一方で，「実
質優先」という会計情報の質的特性 2 が損なわ
れるという怖れがある。

3.2　役務提供による収益
役務提供による収益に関しては，小企業が，

建築設置，修理補修，交通運輸，倉庫リース，
郵便通信，コンサルティング，文化体育，科学
研究，技術サービス，教育サービス，飲食宿泊，
仲介代理，衛生保健，地域サービス，旅行，娯
楽，加工及びその他の役務提供から生じる収益
を包含している（财会 2011，第六十二条）。

3.2.1　役務提供による収益の認識要件

役務提供による収益認識について，以下の 3
つの要件が挙げられている（企业会计准则编审
委员会 2019，287-288）。

①　 収益の金額を信頼性をもって測定できる
こと

この要件は，収益の金額を合理的に見積るこ
とができるということである。通常の場合には，
小企業は，役務を提供する際に，買手からすで
に受け取った契約・協議金額または受け取るべ
き契約・協議金額に基づき，収益を認識しなけ
ればならない。小企業は，役務を提供するとと
もに，実際の状況により，すでに受け取った契
約・協議金額または受け取るべき契約・協議金
額を増加または減少させる可能性があり，その
場合には，小企業は，役務提供による収益総額

を適時に調整しなければならない。
②　 収益に関連する経済的便益が小企業に流

入する可能性が高いこと
この要件は，役務提供による収益総額を回収

できる可能性が回収できない可能性より高いこ
とを意味している。小企業は，役務提供による
収益総額の回収可能性を確定する際に，取引相
手の信用，過去の経験および決済方法と期限に
関する契約・協議金額などの要因により，総合
的に判断しければならない。

小企業は，役務提供による収益総額の回収可
能性を確定する際に，定性分析を行わなければ
ならない。役務提供による収益総額を回収で
きる可能性が回収できない可能性より高けれ
ば，役務提供による収益総額が企業に流入する
可能性が高いと考えられる。通常の場合，小企
業が提供したサービスが契約・協議要求を満た
し，かつ相手が支払いを承諾する場合に，役務
提供による収益総額を回収できる可能性が回収
できない可能性より高いと考えられる。小企業
は，役務提供による収益総額が企業に流入する
可能性が低いと判断する場合には，確実な証拠
を提供しなければならない。

③　 取引の進捗度を信頼性をもって測定でき
ること

この条件は，取引の進捗度を合理的に見積る
ことができることを意味している。企業が取引
の進捗度を測定するために用いることができる
方法には，以下のものがある。

⒜ 　すでに完了した作業の測定―これは比較
的に専門的な測定方法であり，専門的な測
定士は，すでに提供した役務について測定
し，一定の計算方法により役務提供の進捗
度を確定する。

⒝ 　すでに提供した役務が提供すべき役務全
体に占める割合―この方法は，提供した役
務の量により役務提供の進捗度を確定する。

⒞ 　すでに発生した原価が見積総原価に占め
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る割合―この方法は，原価により役務提供
の進捗度を確定する。すでに提供した役務
の原価はすでに発生した原価に含まれ，す
でに提供したまたは提供しうる役務の原価
は見積総原価に含まれる。

なお，見積総原価は，すでに発生した原価と
発生するであろう原価の合計額ということにな
るが，それを信頼性をもって測定できるという
のは，取引において，すでに発生した原価と発
生するであろう原価とを信頼性をもって見積る
ことができることを意味している。企業は，健
全な内部原価計算制度と有効な内部財務予算お
よび報告制度を設け，毎期に発生した原価に関
する情報を正確に提供し，残余の役務提供のた
めに発生しうる原価を科学的かつ合理的に見積
る。さらに，企業は，役務の継続的な提供状況
または外部状況の変化とともに，発生しうる原
価を随時に修正する。

3.2.2　役務提供による収益の測定

⑴　 役務の開始と完了が同一会計年度内に行
われる場合

同一会計年度内に開始し完了する役務につい
て，役務提供が完了し，かつ代金を受け取った
かあるいは代金を受け取る権利を取得した時に，
収益は認識される。役務提供による収益は，会
社が役務提供を受けた者からすでに受領した，
あるいは受領すべき契約・協議金額により確定
される（财会 2011，第六十三条）。

小企業が外部へ提供した役務が企業の主要な
営業活動に属する場合には，実現した収益が主
要営業収益として認識され，振り替えられた関
連原価は主要営業原価として処理される。小企
業が提供した役務は企業の主要な営業活動以外
の経営活動に属する場合には，実現した収益は
その他業務収益として認識され，振り替えられ
た関連する原価はその他業務原価として処理さ
れる。小企業が外部へ役務を提供する際に発生

した支出は，通常，「役務原価（劳务成本）」と
いう科目に集計され，費用として認識される際
に，「役務原価」から「主要営業原価」または「そ
の他業務原価」に振り替えられる（企业会计准
则编审委员会 2019，288）。

役務の提供が一回で完了する場合には，小企
業は，役務提供の完了時点に収益および関連す
る原価を認識しなければならない。役務の提供
が一定の期間にわたって完了し，かつ役務提供
の開始と完了が同じ会計期間に行われる場合に
は，小企業は，役務提供に関連する支出が発生
する際に役務原価を認識し，役務の完了時点に
役務収益を認識し，関連する役務原価を振り替
える（企业会计准则编审委员会　2019，288）。

⑵　 役務提供の開始と完了が異なる会計年度
に行われる場合

役務提供の開始と完了が異なる会計年度に行
われる場合には，進捗度により収益は認識され
る。小企業は，貸借対照表日に，役務提供によ
る収益の総額に進捗度を乗じた金額から，前会
計年度までにすでに認識された役務提供による
収益の累計額を控除した金額により，当該会計
年度の役務提供による収益を計上する。また，
見積原価総額に進捗度を乗じて，さらに前年度
までにすでに計上された営業原価の累計額を控
除した金額は，当該会計年度に営業原価として
計上し，本年度の営業原価を次年度に繰り越す

（财会 2011，第六十三条）。
小企業は，工事進行基準に基づいて役務提供

による収益を認識する場合には，役務原価が発
生する際に，借方に「役務原価」を，貸方に「未
払従業員給付（应付职工薪酬）」などを計上する。
小企業は，確定された役務提供による収益の金
額について，借方として「売掛金」「銀行預金」
などを計上し，貸方として「主要営業収益」を
計上する。役務原価を振り替える場合には，小
企業は，借方の「主要営業原価」，貸方の「役
務原価」に計上する（企业会计准则编审委员会 
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2019，289）。
以下の事例 2 は，役務提供による収益の会計

処理を示すものである。

事例２　役務提供による収益の認識

2019 年 12 月 1 日に，C 社は，大型設備の設置サー

ビスを提供する契約を締結した。設置期間は 3 ヵ

月であり，契約金額は 60,000 元である。2019 年

12 月末（日決算日）まで設置役務の提供に関して

取引相手から受領した金額は 44,000 元である。実

際に発生した設置費用は 28,000 元（全部は従業員

の報酬）であり，さらに発生しうる費用は 12,000

元であると見積もられている。C 社はすでに発生

した原価が見積総原価に占める割合方法により役

務提供の進捗度を測定するならば，以下のように

会計処理を行うことになる。

す でに発生した原価が見積総原価に占める割合＝

28,000 ÷（28,000+12,000）＝ 70％

20 19 年 12 月 31 に 認 識 さ れ る 収 益 ＝ 60,000 ×

70％－ 0 ＝ 42,000

20 19 年 12 月 31 日に振り替えられた役務原価＝

（28,000 ＋ 12,000）× 70％－ 0 ＝ 28,000

①　実際に役務原価が発生した。

（借）役務原価 28,000

 （貸）未払従業員給付 28,000

②　役務提供に関する代金を受領した。

（借）銀行預金 44,000

 （貸）前受金 44,000

③ 　2019 年 12 月 31 日　役務提供による収益を認

識し，役務原価を振り替える。

（借）前受金 42,000

 （貸）主要営業収益 42,000

（借）主要営業原価 28,000

 （貸）役務原価 28,000
出所：企业会计准则编审委员会（2019），289 例 12-10
に基づいて一部を修正したものである。

以上のとおり，役務提供による収益に関して

は，同一会計年度内に開始し完了する役務につ
いて，役務提供が完了し，かつ代金を受け取っ
たかあるいは代金を受け取る権利を取得した時
に，収益を認識する。一方，役務提供の開始と
完了が異なる会計年度に行われる場合には，工
事進行基準に基づいて収益は認識される。

3.2.3　商品販売と役務提供の両方を含む取引

小企業は，他企業と締結した契約に，商品販
売と役務提供の両方が含まれている場合には，
商品販売と役務提供を区分し，かつ個別に測定
できる場合には，それぞれ区分して会計処理す
る。一方，それぞれ区分できない場合，または
区分できるが個別に測定できない場合には，当
該契約は商品販売として会計処理される（财会 
2011，第六十四条）。

事例 3 は，商品販売と役務提供の両方を含む
取引の会計処理を示すものである。

事例 3　商品販売と役務提供の両方を含む取引

小企業 D は，設備を販売し，さらに設備の据

付け役務を提供する契約を締結した。D 社が発行

した増値税専用発票 3 に示されている取引価格は

100,000 元であり，その内訳として，設備の販売

価格は 98,000 元で，据付け費用は 2,000 元であり，

増値税税額は 16,000 元である。また，設備の売

上原価は 56,000 元であり，設備の据付けに関して

実際に発生した費用は 1,200 元（全部従業員の報

酬）である。D 社は，設備を引き渡し，据付けた後，

設備の正常運転が確認できたが，代金を受領して

いない。

⑴ 　設備の据付け役務が当該契約の重要な一部で

ある場合

① 　設備の据付け役務の提供に関して実際に費用

1,200 元が発生した。

（借）役務原価 1,200

 （貸）未払従業員給付 1,200

② 　設備の販売と据付け役務の提供に関する収益
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　を認識する。

（借）売掛金 116,000

 （貸）主要営業収益―商品販売 98,000

 ―役務提供 2,000

 未払税金―未払増値税 16,000
 （売上付加価値税）

③ 　売上原価 56,000 と役務原価 1,200 元を振り替

える。

（借）主要営業原価 56,000

 （貸）棚卸商品 56,000

（借）主要営業原価 1,200

 （貸）役務原価 1,200

⑵ 　設備の販売と据付け役務の提供との区別がで

きない場合

① 　設備の据付け役務の提供に関して実際に費用

1,200 元が発生した。

（借）役務原価 1,200

 （貸）未払従業員給付 1,200

② 　収益 100,000 元が認識され，役務原価を振り

替える。

（借）売掛金 116,000

 （貸）主要営業収益 100,000

 未払税金―未払増値税 16,000
 （売上付加価値税）

（借）主要営業原価 57,200

 （貸）棚卸商品 56,000

 役務原価 1,200

出所：企业会计准则编审委员会（2019），290 例 12-11
に基づいて一部を修正したものである。

以上の検討により明らかであるが，商品販売
と役務提供を同時に含む取引についての会計処
理は，企業会計準則第 14 号における商品販売
と役務提供を含む取引の会計処理と整合して
いる。企業会計準則第 14 号は，このような取
引に対して，商品販売に関する履行義務と役務
提供に関する履行義務をそれぞれ認識し，個々
の履行義務が充足されるときに，履行義務に配
分された取引価格を収益として認識する。した

がって，複数要素契約を分割して会計処理する
ということは両準則の共通点であり，このよう
な会計処理方法は，取引実態をより反映するこ
とができる。

４　おわりに

本稿は，『小企業会計準則』における収益認
識の規定を詳細に解説し，関連する会計処理を
明らかにしたものである。以上の内容を踏まえ
て，以下では，『小企業会計準則』における収
益認識の特徴を要約する。

まず，『小企業会計準則』における収益認識
基準の内容は，全 8 章 45 条に及ぶ企業会計準
則第 14 号「収益」に比べて，全 1 章 8 条と簡
潔である。『小企業会計準則』の適用対象であ
る小企業と零細企業は，上場企業と大企業と比
べて煩雑な取引が少ないこともあって，『小企
業会計準則』は，収益について，商品販売，役
務提供およびその両方を含む取引に関して規準
を提供しているものの，企業会計準則第 14 号

「収益」より，内容は簡潔である。
また，収益の認識時点について明確な規準を

提供している。つまり，『小企業会計準則』は，
商品販売による収益の認識について，図表 2 の
ように，従来の「資産の所有に伴う主要なリス
クと経済的便益の移転」という判断規準に言及
せず，商品の発送や代金の受領または代金を受
け取る権利の取得に注目することで，販売形態
ごとに具体的な認識時点を示しているのである。
それは，会計部門の従業員の会計能力が弱いか
らである。中国では，会計担当部門の従業員の
レベルは全体的に高くなく，特に，中小企業の
場合には，会計能力が非常に弱いと容易に理解
することができる 4。商品販売の場合には，販
売形態が多くて，販売代金の支払時点と受領時
点は契約内容により異なっているから，明確な
規準がなければ，会計知識が豊富ではない中小
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企業の会計部門の従業員にとって，収益認識に
関する会計処理は非常に困難である。したがっ
て，専門的な判断を減少させるために，小企業
会計準則は，多様な形態のある商品販売による
収益の認識について，明確な規準を提供してい
るのである。

なお，本研究は，中国の小企業会計準則にお
ける収益の規定と会計処理を詳細に明確にして
いるものの，紙幅の関係で，税法上の規定とど
のような関係を持つのかは明らかにしていない
ので，その点については今後の研究課題とする。

（注）

１　近年，中国の『小企業会計準則』に関する研
究が多数であるが，ほとんどの研究は『小企業
会計準則』を全体的に取り上げ，当該準則の内
容や意義を明確にし，小企業に関するその他の
会計制度・準則（例えば，小企業会計制度，会
計準則と税法）との比較研究を中心としている
だけで（劉 2011，朱 2013，陶 2014，胡 2015 を
参考されたい），収益会計の規定について具体的
な検討しているものはない。

２　『小企業会計準則』は，小企業が提供する会計
情報の質的特性について，信頼性，目的適合性，
理解可能性，比較可能性，実質優先，重要性，
慎重性と適時性を挙げている（企业会计准则编
审委员会 2019，80-82）。

３　増値税は，販売価格に基づいて流通の各段階
で徴収される税金である。通常，増値税は販売
価格に含まれず，販売先が消費者か小規模増値
税納税者ではない限り，この販売先に増値税を
請求する場合に増値税発票を発行しなければな
らない（新日本有限責任監査法人・新日本アー
ンストアンドヤング税理士法人 2013，424）。

４　中国の小企業の経営者は会計担当部門を重視
しない傾向があるため，小企業の会計担当者の
知識レベルと業務能力は高くなく，小企業にお
ける会計担当者は会計の重要性を理解していな
いことも多い（尹 2018）
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『会計研究の挑戦―理論と制度における「知」の融合』
（A5判・496 頁，中央経済社，2020 年 10 月）

河﨑照行著

［評者］　鵜池幸雄（沖縄国際大学教授）

【書評】

１　はじめに

本書は，河﨑照行甲南大学名誉教授の古希を
お祝いするために，先生とご交流のある学会及
び実務界の 19 名の先生方のご寄稿をもとに編
纂され河﨑先生ご自身の論攷を加えて出版され
た論文集である。

本書の構成は，河﨑先生の執筆された序章，
第 1 部「財務会計・ディスクロージャー」，第
2 部「情報会計・制度のフロンティア」，第 3
部「中小企業会計」という大きく 3 部構成となっ
ており，現在の財務会計における諸問題にかか
わる論点を，制度や構造とのかかわりにおいて
財務会計の示しうる企業活動と，IT 技術の進
展が財務会計にもたらしうる変化，そして，制
度会計における中小企業の会計規制のあり方の
3 つに焦点を当て，それぞれについての論攷が
まとめられている。これはまた，序章において
示される河﨑先生の現代会計における問題意識
を大きくまとめたものでもあり，本書の包括的
な構成を理解し，また，各部を読み進めること
によって，編者でもある河﨑先生の現代会計に
対するとらえ方を我々読者が学び，理解を深め
ることが容易にできるものとなっている。

２　本書の概要

2.1　序章
序章「会計理論・会計制度の継承と変革」で

は，河﨑先生の現在に至る財務会計に対する知
見・考察が示されており，また，本書の全体の
流れを示すものでもある。産業構造の変化を「グ
ローバリゼーション」「情報技術（IT）」の波
によるものとし，その中で企業の経済活動を写
像し利害関係者に提供する会計研究は相対する
軸を螺旋的に上昇しながら発展する。有形材（プ
ロダクト）から金融材（ファイナンス）そして
無形材（ナレッジ）を中心として取り込んでい
く市場経済に対応する形で会計理論もグローバ
ル化と IT 化の影響を受けながら展開し，その
中で理論と制度が継承され，変革していくこと
が示されている。一方，グローバル化，IT 化
による統合報告に対して，大企業と中小企業の
属性の違いに着目され，そこから生じる会計慣
行の相違，それを捉える制度の重要性が説かれ
ている。また，そのような制度を教育・普及す
ることで，我が国企業数の大半を占める中小企
業経営者に対してビジネスにおける会計の重要
性が理解され，その経営意思決定の負担を軽減
し的確なものとしていくことへの期待が示され
ている。



52 中小企業会計研究　第７号（2021）

2.2　第 1 部　財務会計・ディスクロージャー
第 1 部は，財務会計が産業のグローバル化や

構造の変化に伴い多様な視点からどのように変
化してきているかを中心に書かれている。

第 1 章「会計は『終焉』か，それとも『再
生』か―ガバナンス改革の進化の視点から―」
は，一橋大学・伊藤邦雄名誉教授の論攷である。
財務会計をコーポレートガバナンスという視点
から，その意思決定にどのような情報が有用で
あるかについて ROE を中心として表している。
また，統合的な報告の重要性にも触れ，「共通
言語」による「対話」を会計に求め，その例と
して ERP による，多様なボトムラインの在り
方と可能性について示されている。

第 2 章「会計に関する 10 のパラドクス」は
廈門国家会計学院・黄世忠教授の論攷である。
英・日文で書かれており，「会計の概念と実務
における矛盾，論理的な破綻または一見正しく
見えるものの実態を表していない記述」を指す
会計パラドクスについて，「会計は客観的事実
に基づく」など 10 のパラドクスを挙げたうえ
で，それぞれに 3 つのパラドクスを解消するた
めの提案が行われ，現在の会計に存する矛盾と
その改善による会計の発展について説かれてお
り，会計における一般的理解に潜む問題点とそ
の解決の方向性を示している。

第 3 章「企業業績の認識メカニズムの展開」
は近畿大学・浦崎直浩教授の論攷である。会計
基準設定の変化を踏まえた企業の財務的業績の
内包の変化を概念的に検討され，製造業を対象
としたプロダクト型会計，金融商品を重要な対
象としたファイナンス型会計，情報通信技術の
発展を背景とした企業価値創出のドライバーを
対象とするナレッジ型会計によって示されるよ
うに，産業の動向による会計の内包しうる情報
及び対象が検討され，その明確化が行われてい
る。

第４章「ドイツ会計法準拠の決算書の目的と

機能」は甲南大学・久保田秀樹教授の論攷であ
る。1861 年施行の普通ドイツ商法典（ADHGB）
から 2015 年会計指令転換法（BilRUG）に至る
ドイツ会計法の変遷について情報提供機能を
軸にその機能変遷を捉えている。そのうえで，
IFRS との比較によるドイツ会計法の特徴とそ
の問題について指摘されており，我が国の会計
制度の変遷を捉えるうえでの参考となるもので
ある。

第５章「収益認識における変動対価概念と売
上戻りの会計処理」は熊本学園大学大学院・佐
藤信彦教授の論攷である。売上戻りを対象とし
て具体的な仕訳を用い，変動対価概念導入によ
る販売時における売上高認識が名目額から予想
額を計上する事前的調整へという思考の変化が
検討されている。また，返品権付販売における
返品権は，それがオプション取引であると指摘
の上，構成要素アプローチのなかでは商品販売
と別建てで認識しうるとされる会計概念の変遷
による企業取引処理の変容が示されている。

第６章「会計基準設定活動としての地方公会
計の整備」は千葉大学大学院・大塚成男教授の
論攷である。行政サービスを提供する公共部門
の活動目的と投資の回収を目的とする民間部門
の活動による目的の違いはあるが，利害関係者
に対する情報提供としての手段として会計をと
らえ，地方公会計の論理を検討することにより
カウンターパートとしての企業会計を捉えよう
とされている。現在の地方公会計を概観したう
えで，「理論基盤」，「会計環境」，「社会的要請」
の変数及び社会的コストの削減の視点に基づき
共通点・相違点の分析をおこなっている。その
うえで，地方公会計から企業会計への示唆とし
て，ガバナンス強化の観点から企業会計で財政
規律という視点が重視されうること，企業に対
する評価基準の多元化が進めば，地方公会計に
おける情報開示のあり方が有益な指針となりう
ると指摘されている。
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2.3　第 2 部　情報会計・制度のフロンティア
第 2 部は，財務会計が，産業活動の IT 化に

より，会計の情報提供機能や会計機能にどのよ
うな変化がもたらされているかを中心にまとめ
られている。

第７章「会計目的の起源とそのモデル化」は
専修大学・椛田龍三教授の論攷である。会計目
的が会計責任と受託責任を重視する見解から，
意思決定・有用性を重視する見解へと変わる過
程を「会社会計基準序説」，井尻説（1983），「基
礎的会計理論」，「APB ステートメント第 4 号」
を通して整理されている。会計の目的は変動す
るものであり，そのためにフロンティアもまた
変わっていくことが歴史的に示されていること
が理解される論攷である。

第８章「情報システムの発展と情報会計基
準」は関西国際大学・浮田泉教授の論攷である。
米国の EDGAR，日本の EDINET などの電子
開示制度の発達を示し，また会計概念フレーム
ワークにおける変遷を情報提供機能においてま
とめられている。会計記帳における記帳要件を
満たす電子帳簿化について考察された上で，こ
れからの情報化を基底とした会計情報開示のあ
り方について検討されている。

第９章「Non-GAAP 指標の浸透，改善，そ
して新たな課題―情報提供機能からガバナンス
支援機能への拡張―」は横浜市立大学・中條祐
介教授の論攷である。会計基準を含めた財務情
報の複雑化と国際化により，企業経営者の意図
するコア業績を的確に表示する目的で GAAP
に基づいた指標に加えて，Non-GAAP 指標が
展開されることが指摘される。初期の段階では
野放図的な開示が行われていたが，米国や EU
における規則やガイドラインの設定による有用
性が高まってきたことが示されるとともに，我
が国における展開についても詳述されている。
そのうえで，投資家支援だけでなく，ガバナン
ス支援目的での Non-GAAP 指標の検討をすす

め，Non-GAAP 指標の定着を推察されている。
第 10 章「四半期開示制度の導入・廃止を巡

る論理と影響」は，一橋大学大学院・加賀谷哲
之教授の論攷である。財務報告における四半期
開示制度の関心が高まる要因として，コーポ
レートガバナンス改革，海外における四半期報
告の見直しの進展，資本市場や企業経営の短期
志向化に重大な影響を与えている指摘の増加を
挙げている。そのうえで，各国及び我が国との
比較，およびその潮流を精察し，制度の変革に
当たって，四半期報告の継続性や短期的な投資
の進む資本市場の必要とする KPI と開示コス
トとの関連性を検討することの重要性が述べら
れており，短期企業情報開示が強調されること
についての問題点を明確にしている。

第 11 章「次世代 EDINET タクソノミの構造
と課題」は法政大学・坂上学教授の論攷である。
2001 年に運用が始まった EDINET は，そこで
提供される企業の財務データを高度に利用可能
とするため 2008 年より XBRL への対応がなさ
れ，データ二次利用は飛躍的に向上した。さら
に IFRS の任意摘要にも対応するため，2013 年
度より金融庁は次世代 XBRL を稼働させてい
る。その拡張内容として，XBRL 対象文章・タ
クソノミ構成の拡大，インライン XBRL とディ
メンションの導入，マニュフェストファイルお
よび DEI の採用の詳説がなされたうえで，問
題点の検討がなされている。また，このような
XBRL にかかわる技術の進展に伴い，会計研究
の深化が図れることも同時に指摘されている。

第 12 章「テクノロジーの進展と電子帳簿保
存法の現状と課題」は西南学院大学・福浦幾
巳教授の論攷である。我が国の電子帳簿保存
は，高度情報化の進展に伴い必要とされてくる
ものであるが，データ保存要件としての「真実
性の確保」「可視性の確保」のもと，納税義務
者の負担の利便性を推進するものとして展開す
る。平成 10 年の「電子帳簿保存法」による明
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文化とその前後における政策的な動きも検討さ
れたうえで，比較法の観点からドイツにおける
史的展開も解説されている。IT 化の進展の中
で，本論文での電子帳簿保存法の変遷とそこに
生じる帳簿保存の基礎的要因についての指摘を
関心を持って見ていく必要があろう。

第 13 章「IT ガバナンス監査の枠組みとアプ
ローチ」は日本大学・堀江正之教授の論攷であ
る。IT 技術の進展と企業活動や市場構造への
取り込みにより，企業において，管理者・担当
者の行うＩＴマネジメント，ＩＴコントロール
を統制する経営陣の活動としてのＩＴガバナン
スが定義づけられている。そのうえで，システ
ム監査の中でこれらをチェックする IT ガバナ
ンス監査の概要，運用などが論じられている。
企業活動において比重が増している IT による
ガバナンスの有効性を計り，それに対する意思
決定を促しシステムを適切に運営するためには
ガバナンス監査が必要とされることが示されて
いる。

2.3　第 3 部　中小企業会計
第 3 部は，財務会計の変革に伴う，会計報告

の高度化，統合化に対して，企業の大多数を占
める中小企業の会計行為がどのように規定され
てきたかについて，我が国とまた比較としてド
イツにおける事例が示されている。基準設定に
おけるトップダウンアプローチ，ボトムアップ
アプローチにかかわる議論だけでなく，中小企
業における特有の会計が注目される背景につい
ても論述されており，中小企業会計学会及び学
会員の方においても着目していただきたい部で
ある。

第 14 章「かくして『中小会計要領』は誕生
した―日本商工会議所の決断により，確定決
算主義は堅持された―」は株式会社 TKC・飯
塚真玄名誉会長の論攷である。IFRS の影響等
による企業会計の新展開の中で，我が国の企業

の大多数を占める中小企業にかかわる会計基
準をどのように設定すべきかは，会計研究者の
みならず，実務界においても当然に大きな問題
であった。その中で「中小企業の会計慣行に配
慮する」とされる「中小会計要領」が，どのよ
うな困難な過程を経て誕生したかについて，論
者の視点から時系列的に詳説されている。中小
企業会計にかかわる実務家である論者にとって，
その過程がいかに感じられていたかについても
伝わる論攷であり，規定の制定について既知の
方にも一読いただき，その視点からの規定成立
への洞察を思推していただきたい。

第 15 章「ドイツ中小企業の会計規則―一般
的な体系とこれまでの改定―」はエアランゲン・
ニュルンベルク大学・クラウス・ヘンゼルマン
教授のドイツの中小企業会計規則について英・
日文で示された論攷である。ドイツにおける財
務会計については，すべての企業に適用される
一般規則と会社向けの厳格な追加規則との間に
乖離があり「二重構造」と呼ばれている。また
税務会計は一般的に財務会計基礎を置くもので
あった（基準性の原則）。1986 年に EU 第 4 号
指令が商法に取り入れられ，また税務にも影響
を与えた時点から今日に至るまでの中小企業に
かかわる会計制度の経緯が詳説されている。そ
の中でドイツが独自に加盟国向けのオプション
を取りうる中小企業への対応にかかわる論説に
も注目したい。

第 16 章「ドイツ税理士による『年度決算書
の作成に関する証明業務』―企業継続の想定に
反する状況がある場合―」は愛知工業大学・坂
本孝司教授の論攷である。我が国における中小
企業の決算書の信頼性を制度的に義務付ける仕
組みがなく，また経営状況が著しく悪化し企業
の継続が想定することができない企業の「決算
書の信頼性」確保の観点から，我が国と同じく，
間接金融が主流であり，かつ，確固とした税理
士制度が存在するドイツの「年度決算の作成に
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対する諸原則についての連邦税理士会の声明」，
「企業継続の想定に反する状況がある場合に関
連した年度決算書の作成に関する諸原則につい
ての連邦税理士会の声明に対する指摘」の内容
を解明し，詳述すると同時に我が国での中小企
業の作成する決算書の信頼性を論じ，それを構
築する対応のきっかけとなることが望まれてい
る。

第 17 章「中小企業会計に関する文化的視座
―中小企業会計の日本版概念フレームワークへ
の挑戦―」は愛知学院大学・平賀正剛教授の論
攷である。企業会計は企業活動を写像するもの
であれば，企業の活動慣行もまた反映されうる
とも考えられる。本論文は，日本企業の組織文
化に焦点を当てている。国際化により，国際的
な文化に統制される大企業と異なり，中小企業
においては，歴史的に続く日本的な組織文化が
濃く残っており，これに対する会計観もまた存
在するとされる。そこで，このような組織文化
に基づく会計の枠組みを考察していく重要性が
指摘され，それに基づく概念フレームワークの
構築が勧められており，規則と企業慣行のかか
わりを検討する一助となる論攷である。

第 18 章「複雑でない事業体の監査にかかる
基準開発の焦点」は青山学院大学大学院・町
田祥弘教授の論攷である。被監査企業の状況
に応じた監査と監査である以上一定の監査手続
きが実施されるというコンフリクトについて，
IAASB における LCE（複雑でない事業体）の
議論，被監査企業と監査主体の組み合わせを通
じて検討されている。中小企業にその特性に適
した会計処理および開示が求められている示唆
を通じて LCE に特化しながら監査の本質を損

なうことのない基準の開発を求めている。
第 19 章「中小企業会計教育における課題と

展望」は東京経済大学・成川正晃教授の論攷で
ある。中小企業を対象とした会計基準を特に大
学において教育する可能性を考察している。会
計教育における学生のレリバンスを高めること
が学生の卒業後のスキルを向上させることにつ
ながる点が指摘されている。また，会計基準の
二分化，複線化の流れをどのように教育課程の
中に組み込んでいくかの困難性も指摘されてい
る。複雑な制度会計を体系的に教育し，かつ教
育される側の有用性を高めることが検討された
うえで，継続的な学習の必要性も提唱されてい
る。

３　むすびに

本書は，河﨑先生の現代における企業会計研
究について，制度会計の観点，情報化の展開と
のかかわりの観点，中小企業の観点からまとめ
られたものであり，これらをまとめられた河﨑
先生，出版委員会の先生方のご苦労もまた大変
なものであったと推察するとともに，成果を拝
読し，学修できることに深い感謝を申し上げる。

本書では，現在の財務会計が抱える問題につ
いて総体として捉えるとともに，個別の観点に
おいても十分に寄稿者によりその論が展開され
ている。そのため本書全体を俯瞰した後に，各
部を独立した形で読み捉えることにより読者の
多様な問題意識にも応えるものとなっており，
今日の制度会計にかかわる皆様には，会計にか
かわる見識を広め，また，思索を深める著作と
してぜひご一読いただきたい。



56 中小企業会計研究　第７号（2021）

No.7 2021

Summary and Keywords

SPECIAL ARTICLE

Journal of Accounting Research for 
Small- and Medium-sized Entities(SMEs)

Issues in Management and Accounting of SMEs
in the Age of the New Normal

Teruyuki Kawasaki (Professor Emeritus, Konan University)

Summary
The purpose of this paper is to discuss the challenges of SME management and accounting in the age of the 

New Normal. “New Normal” is a coined word that combines “New” and “Normal”, and refers to a new lifestyle 

for adapting to “After COVID-19 / With COVID-19”. The key issues of this paper are as follows.

(1)  The spread of COVID-19 has had a serious impact on corporate activities in Japan. In particular, its impact 

on SMEs is great. According to the surveys concerning the impact on SMEs of COVID-19, some SMEs are 

considering “discontinuance of business”, and the COVID-19 crisis is seriously damaging SMEs.

(2)  As important issues for SME management in the age of the New Normal, (a) “BCP (Business Continuity 

Plan)” and (b) “Telework and DX (Digital Transformation)” can be mentioned.

(3)  BCP means “a plan that clarifies policies, systems, procedures, etc. so that important businesses and operations 

will not be interrupted even if an unforeseen situation (risk) occurs.” In order to respond to COVID-19 

(corporate risk), it is necessary to formulate the BCP, and it is desirable for SMEs to promote the BCP.

(4)  Telework refers to “a flexible work style that makes effective use of time and place by using ICT 

(Information and Communication Technology).” And DX means “using data and digital technology to 

transform operations, organizations, corporate culture, and establish a competitive advantage.” With the 

spread of COVID-19, the introduction of IT and telework in SMEs is gradually expanding. However, since 

DX is not popular in SMEs yet, its promotion is desired.

(5)  In the age of the New Normal, professional accountants are expected to play a role as a “certified 

organization on supporting business innovation.” They are expected to strengthen the financial foundation 

of SMEs by utilizing their advanced expertise and practical experience.

Keywords
New Normal, BCP, Telework, DX, Certified Management Innovation Support Organization
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REFERRED ARTICLES

Challenges and Prospects for Small-and Medium-sized Entities in Japan
-Ensuring reliability of financial statements by utilizing the document attachment system-

Koji Ogawa (CPTA, Graduate School of Management Information Science, Aichi Institute of Technology)

Summry

In finance of Small-and medium-sized entities (SMEs), the ‘information asymmetry’, i.e., information gap 

between lenders and borrowers, has long been a serious issue. In order to avoid risks caused by the ‘information 

asymmetry’, financial institutions have required guarantee of an owner and provision of collateral for the real 

estate when making a loan. In spite of the efforts, loans with ‘information asymmetry’ still exists, which may 

cause management uncertainty and hinder continuation and further growth of SMEs. Therefore, this research 

examines the present system to eliminate or at least reduce ‘information asymmetry’ in order to ensure the 

‘reliability of financial statements’ in domestic SME finance.

In Germany, a system, where certified public tax accountants (CPTAs) conduct bescheinigung, exists to 

ensure the ‘reliability of financial statements’ for SMEs. This custom is a unique system well-established and 

widely used in which a CPTA (or another) not only prepares a financial statement but also issues a certificate to 

meet the ‘conditions of the place’ of German SME finance.

More importantly, the degree of the reliability of financial statements involved with tax agency by a CPTA 

and an audit certification by an accounting auditor depends on the fact that “the content of the guarantee forms 

a ‘continuum of guarantee’ with gradation.” Based on the premise, it is plausible to utilize tax accountants and 

the existing document attachment system to ensure the ‘reliability of financial statements’ for Japanese SMEs.

The document attachment system is a ‘tax failing guarantee work’ by a CPTA to ensure a certain level of 

the ‘reliability of financial statements’ based on the principle of final tax returns even though indirectly. In 

conclusion, this ‘valuable document attachment system peculiar to Japan’, which has been enacted to include 

strict independence of CPTAs and creditworthiness of tax returns, should be available and widespread in 

society.

Keywords

Small-and medium-sized entities (SMEs), information asymmetry, bescheinigung, certified public tax 

accountants (CPTAs), Document Attachment System
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REFERRED ARTICLES

Revenue Recognition about 
“Chinese Accounting Standards for SMEs”

Xiaojia Yao (Kinki University Associate professor)

Summary

This paper discusses the bookkeeping methods with the intention to generalize characteristics in terms of 

revenue recognition about Chinese Accounting Standards for Small and Medium-Size Enterprises (SMEs) . 

In 2011, the Chinese Ministry of Finance issued Accounting Standard for SMEs to regulate issues in terms 

of recognition, measurement and reporting for small and medium-size business enterprises. The Accounting 

Standard for SMEs provides recognition criteria and measurement methods for revenues earned from the 

sale of goods contracts or service contracts. In effect, revenues earned from the sale of goods contracts are 

not recognized on the criteria of significant risk transfer and ownership reward. Rather, specific criteria in 

revenue recognition are provided. Revenues earned from service contracts are recognized in two ways. For 

service contracts started and finished in the same fiscal year, revenues are recognized when the service has 

been rendered, payment has been received or right to receive payment has been acquired. For service contracts 

started and finished in different fiscal years, revenues are recognized using the percentage of completion 

method. For contracts that include both sale of goods and services, revenues earned from the sale of goods and 

service contracts are separated and measured individually.

Keywords

Chinese Accounting Standards for SMEs, Accounting Standards for Business Enterprises, revenue, 

recognition, measurement
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『中小企業会計研究』第 7 号を無事に発刊することができました。学会誌編集委員会を代表いた
しまして，この場をお借りして関係の皆様に御礼申し上げます。

第 8 回全国大会は，2020 年 10 月 4 日（日）に法政大学の坂上学先生を準備委員長として開催され
ました。第 8 回全国大会は，新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受け，オンライン開催形式に
より開催されました。この第 8 回全国大会における基調講演「コロナ禍を乗り切るための会計デー
タの活用―不況を乗り切る処方箋―」を講演録として飯塚真規氏（株式会社 TKC 社長）よりいただ
き，本学会誌に掲載させていただきました。さらに，このような時代的背景を紐解くべく，特別寄
稿「ニューノーマル時代における中小企業の経営・会計の課題」を学会会長である河﨑照行先生に
お願いさせていただき掲載させていただいております。また，編集委員も兼ねておられる沖縄国際
大学の鵜池幸雄先生には，学会誌編集委員会より書評をお願いさせていただき掲載しております。

ご投稿いただきました論稿は学会報告を中心に全部で 5 篇となります。いずれもが，査読付論文
の区分でのご投稿で，査読の手続きに入らせていただきました。その結果，学会誌編集委員会にお
きまして，2 篇のご論稿について掲載させていただくことを決定しました。今回の査読付論文区分で
の採択率は 40％となります。いつものことながら，査読の労をおとりいただきました先生方には感
謝の念しかございません。また，短い査読期間で，投稿者の皆様，査読者の皆様また編集委員会の
皆様にもご負担を強いておりますこと，お詫び申し上げます。しかしながら，学会誌の水準を向上
させていくためにも，査読制度は必要でしょうし，より良い査読制度の運営に腐心していきたいと
存じます。是非，会員の皆様方のご協力をお願いいたします。

（2021 年 4 月 27 日）

（成川・記）








	中小企業会計研究2021_表1
	01_目次
	02_本文
	中小企業会計研究2021_表4
	空白ページ
	空白ページ

