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中国では企業の税関信用格付制度である AEO（Authorized Economic Operator 、認証された経営者の略称）認証制度を実施し

ている。中国税関は AEO認証企業に対し、税関業務の管理において、例えばより低い貨物通関検査率の適用を与え、専任の税関連絡担当
者を指定することなどの優遇措置を与えている。加えて、2018年 10月 26日、日中両国は AEO相互認証に係る協定を締結した。中国税
関と日本税関はそれぞれ相手国の AEO企業に対し、関連の優遇措置を付与することとなる。 
中国税関総署は、2018年 11月 22日、27日にそれぞれ「税関認証企業基準」に関する公告（177号）及び「中華人民共和国税関

企業信用管理弁法」の実施の関連事項に関する公告（178号）を公布し、「中華人民共和国税関企業信用管理弁法」（税関総署令
237号）と合わせて実施する「税関認証企業基準」を公布した。これをもって、AEO認証にあたっては、すべての申請企業が適用する共通基
準、並びに申請企業性質ごとに輸出入貨物の荷受荷送人、通関企業、対外貿易総合サービス企業向けの個別基準を適用する新認証基準
が導入された。新基準は 2019年 1月 1日より施行された。 

 
新基準の主な変更点及び企業にもたらす影響 
 
今回公布された新税関信用管理規定及び新基準は、旧認証基準に対する企業の意見が取り入れられ、過去の規定に比べてより合理的に

なった部分があるものの、企業内部部署の増設、増員、研修回数の増加、より厳格な内部監査、財務指標の不合格による認証の直接否決、
是正期限及び付加基準の取り消しなど、企業にとって申請基準が厳しくなる内容も多くみられている。新基準における主な変更点、並びに企業
に与える影響について、以下に説明する。 

 
1.内部監査制度の実施の厳格化 
新基準では、内部監査の仕組は「有効であること」が強調されており、実施の頻度は「毎年 1回以上」、かつ高級認証資格を取得した場合、

毎年も税関高級認証企業基準への該当性を確認するための内部監査を実施しなければならない。また、税関の行政罰の有無及びその内容、
さらに異常な原因による申告書の修正・取消などの有無及びその内容の確認も企業内部監査の対象範囲に含まれる。 

 
2.情報システム機能性の向上 
新基準は高級認証企業の情報システムに対する要求が高くなり、従来の 「記録可能、遡及可能、照会可能」に加え、「分析可能、警報通

知可能」という新たな機能を要求してきた。さらに情報システムの管理機能の範囲を拡大し、顧客管理、契約書管理などの機能の追加をも求め
られている。 

 
3.総合財務状況評価の厳密化  
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新基準においての財務状況評価方法は、従来の個別指標ごとの個別評価から 5つの指標を総合評価する方法に変更し、従来の財務指
標に加えて現預金対流動負債比率、純資産利益率を追加し、資産負債比率指標をもって、いずれかの指標が達成できなければ否決されるこ
とを実行し、保証状発行による財務基準達成の代替方をは撤廃した。 

 
4.貿易安全基準におけるビジネスパートナー管理の強化 
新基準において、貿易安全基準の構成部分としてビジネスパートナーへの管理要求が強化された。ビジネスパートナーとは、輸出入サプライチェ

ーンに係る生産メーカー、仕入先、物流業者、通関代理会社等のビジネス関係を持つ取引相手企業を指している。新基準では、ビジネスパート
ナーの安全を図るための重要な要件を定めており、「ビジネスパートナーをスクリーニングする際に、認証基準に従ってビジネスパートナーの包括的
な評価を実施しなければならない」と規定している。 ただし、ビジネスパートナーが AEO認証企業の場合、評価実施の適用外とされる。申請企
業は国際貿易に従事する卸売り企業の場合、ビジネス関係を持つ物流サービスプロバイダー1社を選定して認証基準に対照して審査を実施す
る。 

 
5.検査検疫評価基準の追加 
全国通関一体化、税関と検査検疫局の行政統合により、今まで検査検疫局が担当していた輸出入貨物に対する検査検疫作業は税関が

担当することとなった。この変化を受け、新基準において商品検査検疫に係る信用管理事項と評価基準が追加された。例えば、新基準に追加
された品質管理規定によると、企業では食品、化粧品、動植物及び製品、工業製品などの法定検疫対象商品ごとに品質安全の管理制度を
設けることを要求されている。 

 
6.業務研修対象範囲の拡大、頻度の増加 
新基準に従い、税関法令に関する内部研修に参加すべき対象は従来の「法定代表人又はその授権者、税関業務担当高級管理職」から

「法定代表人（主要責任者）、税関業務担当高級管理職、税関業務責任者、貿易安全担当高級管理職」に拡大し、研修回数は従来の
「毎年少なくとも 1回」から「毎年 2回以上」に増やした。 

 
7.企業による自主開示自主申告の推奨 
企業により税関問題の自主開示自主申告を行う場合、税関認証企業格付に影響しない罰金の上限額を「5万人民元」から「50万人民

元」に引き上げた。 
 

筆者所見 
 
新基準の実施に伴い、AEO認証申請または資格更新にあたる企業の人員、資金、物資など追加コストが生じることが予測できる。新基準を

適用するために以下の対策を提案し、必要に応じて専門家に相談することを推奨する。 
•  内部監査の強化： 
 税関の内部監査に対する要求がより全面的かつ緻密になったため、内部監査の内容が認証基準を網羅しなければならず、より多くのリソース

を投入して内部監査業務の実行を強化すること。 
•  システムの更新： 
 システムの機能が新認証基準の要求を満たすために、既存システムを見直すこと。 
•  財務状況の評価： 
 企業の財務状況、特に資産負債比率の推移を常にモニターし、支払能力、収益力、納付能力という 3つの財務実力を達成し各財務指標

のバランスを維持すること。 
•  ビジネスパートナーの評価： 
 ビジネスパートナーの管理を強化すること。サプライヤー、サービスプロバイダーなどのビジネスパートバーを選別する際、可能ならば AEO認証企

業のビジネスパートナーを優先的に採用し、ビジネスパートナーが認証企業でない場合、認証基準に基づき適格なビジネスパートナーを選別する
こと。 
•  検査検疫コンプライアンス： 
 新規追加された検査検疫基準を参考し、企業は検査検疫コンプライアンス要求を踏まえた輸出入貿易コンプライアンス制度を早期に構築し

または改善すること。 
•  税関法令研修の強化： 
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 新基準に基づく税関業務と法規に係る研修要求に従い、適切に研修をアレンジし、研修内容、授業方式、参加者の学習状況、研修後に
人員のテスト方法及び効果評価など、具体的な内容まで配慮する必要がある。 
•  自主開示自主納税の検討： 

  企業による税関問題の自主開示の場合、「税関認証企業信用評価の処分履歴とみなさない」罰金の上限額が引き上げられたため、企業で
は各社の状況に応じて自主開示制度の利用を慎重に検討できる。自主開示の実施を決定する前に、自主開示による追加納付税金の規模、
罰則（罰金、延滞金）の適用可能性、信用格付の引き下げの有無、将来のオペレーションへの影響などのリスク評価をしておく必要がある。 
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