
日日中中簡単会計ソフト簡単会計ソフト

≪ご提案≫≪ご提案≫

ⅡⅡ；会計システムの構築；会計システムの構築

；；問題解決問題解決
上海上海AobaAoba

自社自社レベルの確認

①毎月の決算報告書は、

何枚？ 何cm？

＝コンサルの約20社で7070枚枚

②「77」「，，；カンマカンマ」の使用？

＝『会計数字』のOpenOpen化化

一致
不一致不一致

；前年入力＆当年ナシ
監査書監査書

経営経営・BizBiz

経営の道具経営の道具

「税務税務」目的目的

修正不可能！
「決算書の各欄」だけを「決算書の各欄」だけを

修正可能修正可能 ；；意味不明？
決算書決算書

単なる「計算機」単なる「計算機」ソフトソフト

・「▲：マイナス」入力； OKOK

・現場は「「現金主義現金主義」」

＊＊発票発票主義主義

中国系

＊説明責任＊説明責任PointPoint

日中簡単会計相違



決算書の修正

100100負債・負債・

資本合計資本合計103103資産

合計

00＊＊＊＊＊＊00＊＊＊＊

33＊＊＊＊＊＊00＊＊＊＊

100100＊＊＊＊＊＊00＊＊＊＊

103103
負債・負債・

資本合計資本合計

数分後数分後

 

金蝶ソフト；不一致不一致

伝票修正・追加伝票修正・追加

当年度入力当年度入力

；；12/3112/31
翌年度翌年度入力入力伝票伝票

一致一致
監査の数字＝監査の数字＝SoftSoft

数字数字--前年修正前年修正
＋＋今年修正今年修正

決算決算

数字数字

不可能不可能決算書ダケ決算書ダケでもでも
OKOK

決算書決算書

修正修正

国際国際系系SoftSoft中国系中国系SoftSoft



≪回答；中国中国スタイル≫

「http://sme.shanghai.or.jp/index.php」

•• 毎月決算の完了後には、修正・追加が毎月決算の完了後には、修正・追加が
不可能不可能 （科目・金額・摘要（科目・金額・摘要 等）等）

•• 期末監査後の「期末監査後の「税務調整税務調整」」「「修正修正」」を翌を翌
期で入力期で入力

•• そそれ故にれ故に、「決算書」ダケを修正、「決算書」ダケを修正可能可能

決算書の修正；質問

≪再質問≫

•• 「「期首残高期首残高」」とと「「1212月月」＆「」＆「22月～月～44月月」ダケを」ダケを
修正可能修正可能ででOKOK

•• 他月他月[5[5月～月～1111月月]]には、不必要には、不必要

≪現状≫

•• 11月～月～1212月の毎月の決算書で、月の毎月の決算書で、『『全部の全部の
欄欄』』が修正可能が修正可能

；；「勘定科目」の合計、「資産・負債・資本」「勘定科目」の合計、「資産・負債・資本」

の合計、「貸方・借方」の合計、「の合計、「貸方・借方」の合計、「期中期中」合」合
計等の全てで修正が可能計等の全てで修正が可能

「▲：マイナス」入力

交通費を現金で10と計上したが、通信費と判明

通信費通信費 1010／／ 現金現金1010通信費通信費1010／現金／現金1010

交通費交通費▲▲1010／／現金現金▲▲1010現金現金1010 ／交通費／交通費1010

交通費交通費1010／現金／現金 1010

▲；マイナス▲；マイナス逆仕訳逆仕訳

交通費▲交通費▲1010／／

通信費通信費 1010／／

逆逆；；
進化進化

財務費用「受取利財務費用「受取利
息・為替差益」でも逆息・為替差益」でも逆
仕訳仕訳OKOK ？？？？



残高「▲：マイナス」表示

PCPC入力のポイント入力のポイント
：：用友・金蝶用友・金蝶UserUser

＊＊国際会計（国際会計（22級科目級科目））
⇒⇒日本と同じ日本と同じ『『勘定科目勘定科目』』の使用の使用

＊＊発生主義発生主義の明確化の明確化
⇒⇒発票発票「「有有//無無//不要不要」」を摘要入力を摘要入力

＊＊単一入力単一入力的的
⇒⇒相手方相手方「「勘定科目勘定科目」」を摘要入力を摘要入力

33ヶ月？ヶ月？

★★「現金・銀行日報表」の作成・確認「現金・銀行日報表」の作成・確認

；；『『銀行口座銀行口座』』残高表の照合残高表の照合

①勘定科目の条件・規定＆①勘定科目の条件・規定＆補助№補助№

；「；「55ＷＷ11ＨＨ」の摘要入力」の摘要入力

②②償却費リスト償却費リストの確認；過去・今後の確認；過去・今後

③③ＢＢ//ＳＳのの内訳内訳＆＆補助№補助№；；横の監査横の監査

；売掛金・買掛金、仮払金、未払金；売掛金・買掛金、仮払金、未払金

対応対応の手順の手順



①

②

＝＝＝ 24,50024,500



③

RMBRMB販売販売

US$US$販売販売

日本本社日本本社

国際会計の導入スケジュール国際会計の導入スケジュール

Ⅰ.中国会計セミナー

ⅡⅡ..個別相談個別相談

Ⅲ.中国中国コンサル

背景の理解；
中国会計・経営事情

具体的な問題＆対応策具体的な問題＆対応策

対応策の確認

＋事前勉強

勘定科目の決定
；名称・条件・内容

；1～2ヶ月間でOK

国際会計の導入国際会計の導入

中国現地法人に会計システムを
構築いたします。 『Ⅰ～Ⅲ』

ⅠⅠ..セミナーセミナー
中国現地法人の会計・経営状況を理中国現地法人の会計・経営状況を理

解してください解してください

「「基礎・一般論基礎・一般論」です」です



ⅡⅡ..個別相談：個別相談：日本本社日本本社
≪財務諸表≫≪財務諸表≫

B/SB/S、、P/LP/L、余額表、余額表((試算表試算表) ) 、、
資産償却費資産償却費；；償却期間・残存価値償却期間・残存価値、、
「商品・原材料」入出荷在庫表「商品・原材料」入出荷在庫表

B/SB/Sの内訳表、の内訳表、P/LP/Lの推移表の推移表

『『決算業務決算業務』』為替・与信・税金為替・与信・税金

法人所得税；08/1～

①『接待交際費接待交際費』のルール化・明確化

；「会議費」や「福利厚生費」と区別

（人件費の14％まで、損金？）

②固定資産・無形資産・前払費用

（長期/短期）のリスト作成と明確化

；購入年月・数量・単価単価@@

；償却期間、残存価値償却期間、残存価値 ；；理由理由

ⅢⅢ..海外コンサル海外コンサル

：：中国現地法人中国現地法人

最終的なチェック・確認になります

会計ソフトの使用：デモ版（期間限
定）へ入力させます

⇒会計者の会計者の『『能力・レベル能力・レベル』』確認確認



税務署

中国法人
会計担当
①ＰＣ入力
⑥仕訳修正
⑧月次決算書
作成

日本本社日本本社・
税理士事務所税理士事務所
③データ受信
④コンバート
⑤仕訳チェック⑤仕訳チェック
⑥問合・修正提案⑥問合・修正提案

②会計データの送信

⑥問合⑥問合・修正指示・修正指示

⑦⑦決算承認：毎月決算承認：毎月

修正完了

中国総経理
⑫経営管理

⑨決
算申
告：毎

月

⑩申告書送信：月次
本社経理責任者
⑫予・実管理等
⑬連結決算

－⑪財務応援－

日中簡単会計
日本本社

情報・連絡

情報・連絡

フル・サポートフル・サポート

中国現地法人の対応例 ①

A；CKKⅡソフトをインストールしな
い 「マニュアルを読まない」

B；4ヶ月目のデータ入力して、操作
を不可能

C；期中データを入力して、前月残
高が「0：ゼロ」

；故に、B/Sのチェックが不可能

中国現地法人の対応例 ②

D；3ヶ月分を入力して、送信は

①印刷物（B/S、P/L）だけ

②会計データを中国製圧縮ソフト
「自動解凍ナシ」

E；「単一入力」は、難しく、時間が掛か
る？？ 複合入力が良い！

＝その後、単一入力は「不正が簡単」
だから、導入はダメ！ ？？？



相手方の勘定科目が明確！相手方の勘定科目が明確！

中国現地法人の対応例 ③

F；税務署税務署が、この会計ソフトは「使用
不可！」と報告して、使用させない

＝理由を明確にしない

①税務署の「担当部署・担当者・役人
№・℡№」を聞かせる

②弁護士が対応します

と現地相談すると『5分』で使用OK

中国現地法人の対応例 ④

G；毎週「月曜日：12：00」までに、
前週分の会計データを送信のス
ケジュールだが、守られない！

H；会計ソフトの印刷物「B/S・P/L」
は、××業務後だけ受付ると
言っていたが、税務署はスグ税務署はスグOKOK

I;「節税節税」と「脱税脱税」の相違



中国現地法人の対応例 ⑤

J；上海は毎月「ＩＴ申告」だけ、最悪ＩＴ申告」だけ、最悪

だと・・・・だと・・・・ 「PCPC入力の合計入力の合計≒≒決決
算書算書≒≒申告書申告書」

⇒⇒ITIT申告申告とは、「インターネット」「インターネット」

の利用システム？？？の利用システム？？？

；日本の；日本の【【確定申告確定申告】】と同じ制度と同じ制度

「質問⇒回答」後の対応

現象 ［回答：会計担当者］

＝「中国のルール・法律」「中国会計常識」

＝権威者（CPA・税務局等）の意見・通達

理由 ［想像］

「命令者；上」vs「従属者；下」を決めたがる

対応 ［最初から］

詳細な事でも『裏付け・証拠裏付け・証拠』で確認

；本社/総経理のコントロール・管理が可能

情報は速い情報は速い

中国現地事情 ①

上海経営セミナーの要約

＊販売・人事・戦略等が中心

＊会計には、触れていない

⇒会計の話が出来ないのか？

・会計知識が不足

・社内タブー



中国現地事情 ②

≪サイゼリアの情報≫

約50店舗で、1億円の利益

11億／億／5050店／店／1212ヶ月≒ヶ月≒1616万万
・2009/11/22；朝日新聞
・2009/12月；日経新聞

中国；人治

会計診断会計診断：セミナー参加者へ

初歩的な「会計レベル：大まかな分析」
の1期分をサービスいたします

①中国現地法人が「CKKⅡ：デモ版」に入
力 ；『年初の1月～3月』or『設立直後
の3ヶ月』

②「コンバート［Ⅰ］；⑧-1」で作られたフォ
ルダを「㈱葵BC：鈴木」へ送ってください

③分析レポートを返送いたします

（一部、不可能な企業不可能な企業も有った）



日日中中の勘定科目の勘定科目--①①

入金入金「「売上売上」」に対してに対して
应收账款应收账款

売掛金売掛金

11311131--

0101

入金入金
「資産・費用」の「資産・費用」の
売却売却に対してに対して

未收款未收款

未収入金未収入金

11331133--
0505

入金入金

社員に代わって社員に代わって
一時支払一時支払、、

後日入金後日入金

垫付款垫付款

立替金立替金

11331133--
0101

次、次、

仕訳仕訳
内容内容

名称；名称；

中国・日本中国・日本
科目№科目№

日日中中の勘定科目の勘定科目--②②

経費経費「「社員社員」へ」へ事前渡し事前渡し
暂付款暂付款

仮払金仮払金

11331133--
1111

経費経費
費用費用に対してに対して、、

金額確定金額確定

待摊费用待摊费用

前払前払費用費用

13011301--
0101

資産資産・・
経費経費

「「取引先取引先」へ」へ事前渡し事前渡し
预付账款预付账款

前渡金前渡金

11511151--
0101

次、次、

仕訳仕訳
内容内容

名称；名称；

中国・日本中国・日本
科目№科目№

「「B/SB/Sの中身が不明？」の中身が不明？」は最弱点になります！

支払支払
支払金額が支払金額が

「「未確定未確定」」

预提费用预提费用

未払費用未払費用

21912191--
0101

？？？？
入金理由が入金理由が

不明？？不明？？

暂收款暂收款

仮受金仮受金

21812181--
0202

支払支払支払金額が確定支払金額が確定
未付款未付款

未払金未払金

21812181--
0101

売上売上売上売上分分に対してに対して
预收账款预收账款

前受金前受金

21312131--
0101

支払支払

「「商品・原材料商品・原材料」」
に対してに対して

应付账款应付账款

買掛金買掛金

21212121--
0101

③③


