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2019年 第6号 ご挨拶 

世界的に見ると、近い将来、インフラ投資の需給にに大きなギャップが生じると見込まれます。中国だけでは、 「一帯一路」」 地

域全体の膨大なインフラ投資需要を満たす資金を供給することはできません。習近平中国国家主席は、2019 年 4 月に開催

された第二回国際協力一帯一路フォーラムにおける基調演説において、「一帯一路の投資と資金調達への多国間および各国

金融機関の参加を歓迎し、第三市場の協力を奨励する。複数のステークホルダーが関わることで、確実に全員にメリットをもた

らすことができる。」と述べています。日本企業は、中国企業とともに新しい第三国市場に参入するために互いの強みを補完し

合い、インフラ事業を実行する上で合理的かつ効率的な方法を構築し、双方の協力を強化することから大きなビジネスチャンス

を得られると考えます。 

KPMG中国 GJP中国総代表   髙部 一郎 

 

1. 「一帯一路」 協力の道筋の提示  「一帯一路」 インフラ・プロジェクトへの国際民間資本の参加強化 

KPMG、国家発展改革委員会 市場価格研究所（NDRC）、中国国際建設業協会（CHINCA）は、 「一帯一路」 プロ

ジェクトへの国際民間資本の参加の現状を把握するため、共同研究チームを立ち上げ、共同で本報告書を作成しました。本

報告書では、政府、企業、国際機関、専門的企業に対して提言を行い、これらすべての関係者が協力して、情報の透明性、

ガバナンス、公正な競争、官民協力の相乗効果を特徴とする強固な市場メカニズムを構築することを期待しています。 

中国企業と外国企業は、プロジェクトの準備段階でリスクを特定する能力を向上させる等、インフラプロジェクトのライフサイクル

全体にわたって市場ベースのリスク管理メカニズムを確立すべきです。そのためには、外部のアドバイザーを関与させて、潜在的な

パートナーについて事前の包括的な評価とデューデリジェンス調査を実施し、提案されたプロジェクトの資金調達計画も含めて、

財務上の実現可能性と資金調達について厳格な評価を実施することも効果的です。 

また、中国企業には、以下のような取り組みが求められます。 

 海外プロジェクトの開発と運営に対するアプローチの再調整。 

 国際ビジネスにおける効率的な資本展開能力の強化、「一帯一路」 に沿った国々の状況に適した革新的な新しいモ

デルの開発 
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 地域社会から「社会的信用」を得るために、企業の社会的責任にさらなる注意を払い、国際市場で良いイメージを作

る努力 

 自国のビジネス環境に慣れ親しんだ現地パートナーを含む様々な外国企業や、コンサルティング会社や金融機関を含

む既存の国際企業と協力するメカニズムの確立 

 研究開発活動や 「「一帯一路」 諸国における現地人材の育成のために、外国の主要企業や機関との協力。 

＞ 全文はこちら （英語） 

＞ 全文はこちら （中国語） 

 

 

2. 自動運転車対応指数 2019 - 自動運転車に対する各国の準備状況分析 

自動運転車（以下、AV）による影響については多くの不確定要素がありますが、少なくとも、政府、民間の幅広い組織が大

きく変化することは確実だと思われます。こうした変化に対応できる国には、AV の普及によって「安全性」「公共交通と運送サー

ビスの効率化」「道路利用の効率化」「車より人と緑を中心としたクリーンな都市の再形成」などの社会的利益がもたらされます。

また、各国政府は政策環境、投資の魅力、インフラの対応、消費者の受容性を、AV 技術の進化に対応させようと努力するで

しょう。そして企業は自動車をテストし、メディアは自動運転車の採用によるメリットとリスクを分析し、消費者は AI によって実現

される新しい交通パラダイムを理解するようになるでしょう。あらゆるセクターのステークホルダーは、この世界の変革に対し戦略的

かつ柔軟、敏速に対応する必要があります。 

中国政府は、2018年に最初の公認 AV試験を許可し、多数の国内企業が世界での競争に向け活動しています。2018年に

は、政府公認の公道での AV 試験が開始され、2 月に南部の広州で中国スタートアップ企業の Jingchi と Pony.ai が試験を

実施しました。中国の大手検索エンジン会社 Baidu などの企業は、2015 年にはすでにこのような試験を行っていましたが、中

国では、新しいイノベーションをテストする環境は、世界の他の多くの市場よりはるかに簡単で、規則当局は介入する前に企業

にイノベーションを試行させようにする傾向があります。中国にとっては、世界での競争を目指すスタートアップ企業を含め、自動

車技術を専門とする企業の多さもプラスになります。 

＞ 全文はこちら（日本語） 

 

3. 経理ガバナンスの観点からの子会社管理～子会社の不適切会計の防止に向けた施策 

昨今、日本で報告されている開示すべき重要な不備の内容を見ると、親会社における、子会社の会計情報に対するモニタリン

グ不足という問題が浮き彫りになります。資産の流用の原因としては、当然子会社側における内部統制の整備不十分があげら

れますが、一人の経理担当者に業務が集中し第三者によるチェックが効いていないような状態を親会社が全く把握できておらず、

是正していないことは、企業グループとして大きな問題です。また、親会社に比べると子会社の経理体制は相対的に脆弱な場

合が多く、慢性的な人数、経験不足に悩まされているにも係わらず、親会社にそれを補うようなチェック機能、支援機能が整っ

ていないケースも見受けられます。 

子会社管理の問題点として、1.異常値を発見するという視点からの分析の欠如、2.会計情報の透明性を確保する環境整備

の遅れがあげられます。子会社のリスク評価を適切に行うためには、子会社に対する十分な理解が欠かせません。「地域」、「事

業」、「経営者」、「戦略・計画」、「業務」、「システム」、「人材・組織」といった視点から子会社の特性を把握します。 

改善のための具体的な施策として、大きく以下の 2つが挙げられます。 

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2019/05/charting-the-course-of-belt-and-road-cooperation-together.html
https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2019/05/charting-the-course-of-belt-and-road-cooperation-together.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2019/06/autonomous-vehicles-readiness-index.html
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 子会社の決算業務の標準化・・・子会社の決算数値の異常値分析、決算テンプレートの活用、監査を参考とした異

常値分析のアプローチ、将来を見据えた取組み 

 子会社の統制業務の標準化・・・すべての子会社を対象とした最低限遵守すべき統制の整備、統制テンプレートの

活用、統一すべき統制の絞り込み 

＞ 全文はこちら（日本語） 
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