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Yoshin-Kanri NEWS
一般社団法人与信管理協会　会報

開 会 挨 拶

皆さんこんにちは。お忙しい中このカンファレンスにご
参加頂きまして、誠にありがとうございます。

最近私が思うのは、企業の不祥事によって次 と々株主
総会が開かれているのをみると、それが例の不正会計と
か地盤の杭打ちとかが、長年にわたって行われた問題が
現れているのではないか、つまり、表面的にはとりつくろっ
ているけれども根の深い問題がまだいろいろあるのでは
ないかということを感じました。

つまり、専門家に相談したくらいでは分らない、徹底的
に調査をしなければどうなっているのかは分らない、役
員がからんだり、専門家自体が信用ならない場合に、訴
訟などどういう対応ができるかと言ったら、役員や専門家
と比べ、株主は非常に不利な立場でかかわらざるを得な
いということが、皆さんもすぐにお分かりかだと思います。

もっとも、これは建築や役員の資質の問題であって、
金融の問題とは違います。この与信管理協会でやってい
るのは主として金融関係でありますから、そういう問題は
それほどありませんので、じっくり専門書を読んだり、い
ろいろな相談をすればそれで物事は解決するわけであり

ますけれども、役員の資
質や建築の場合はそうは
いきません。

同じリスク管理と言っ
ていても、金融の場合と
建築の場合はまるで違う
ので、そうなると今度は
訴訟上の立証責任という
ような問題は同じように
考えていいのか、という
問題が出てくるだろうと
思います。とにかく世の中というものは複雑になればなる
ほど、従来の法律の考え方では対応できないという問題
が起こってきます。

今回の改正会社法の執行を考えても、守りのガバナン
スから攻めのガバナンスと言われておりますが、その攻め
のガバナンスという考え方とはいったい何かというと、こ
れは透明性を確保しなければいけないということです。
確保しない場合には、どうして確保しないのかということ

第6回クレジット・カンファレンスが、2015年11月16日
に早稲田大学9号館で開催されました。

まず奥島孝康代表理事により開催のご挨拶をいただ
き、菅野健一専務理事より協会活動の報告がありまし
た。続いて、今年度から発足した分科会の先陣をきって

「ASEANリサーチ＆マーケティング研究会」の企画とし
て、昨今の最注目テーマでの一つである『チャイナ・リス
ク』について「中国ビジネス最新事情」と題しまして、中国
のエキスパートであるEY Japanの工藤敏彦氏より「減速

経済下における企業動向と与信管理・中国からの事業撤
退」、粟谷肇氏より「海外子会社の不正防止対策」につい
てご講演いただきました。現下の中国における企業動向
や与信管理の実態、現地子会社の撤退や不正防止といっ
た関連企業マネジメントの要諦など、大変興味深い内容
で会員の皆様も熱心に聴講されていました。また、古川
英太理事より「シンガポール・インドネシア視察ツアー」の
報告がありました。

第６回クレジット・カンファレンス開催

代表理事　奥島　孝康
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についてエクスプレインが必要である。つまり、コンプラ
イ・オア・エクスプレインとはそういう意味であろうと私は
思っております。そしてかねてから私たちも指摘していた
ハードローに対してソフトローというものが我が物顔にの
し歩くようになってきたわけですが、これはもともとソフト
ローが取引社会で、いつの間にか歴史的に形成されてき
て、それは法律ではないけれどもしかし事実上法律とし
ての効果を持っている、またそれに従わなかったら実際
に取引をやっていけないということは皆さんもご存じの通
りであります。

そのようなものが再び甦ってきた。つまり、法律がどん
どんどんどん進化して細かく決めていくにも関わらず、そ
の上でもう一つこのソフトローというものが出てくる余地と
いうものが出てきた。東証でのごらんの通り上場基準な
どに現れているソフトローの考え方はそういうものであり
ます。

いくら事実上と言っても、東証ではその上場基準に満
たないということで上場してくれなければ株式取引はきわ
めて困難で、企業は資金調達ができなくなる。このよう
な問題を考えていきますと、この与信管理協会で急速に

発達しているこの領域では法律問題は、ほとんどすべて
純粋な法律問題であるとはいえ、局面によっていろいろ
な考え方が出てくる可能性があると私は思っています。た
とえば、皆さん方が研究されているリスクマネジメントに
ついても、そのような問題がありはしないか、法律上で
は過失責任が原則だとはいえ、ケースによっては過失推
定的責任のような立証責任の事実上の転換を考えねばな
らないケースも、必要な局面が出てくるのではないかとい
うことも視野において、皆様の研究をぜひとも私にも教え
て頂きたいものだ、とそのように思っております。

とはいえ、私はいつも楽しくなければ勉強ではない、
楽しくなければ研究ではないと思っております。楽しんで、
大いに雑談をしながら、しかしその議論風発の中から場
合によっては真実をかすめ取るというようなこともあるわ
けですから、そんな研究会を今後も充実させていきたい
と思います。現場の取引の中からソフトローが生れるので
すから、つまりは、「答えは現場にあり」ということも忘れ
ないで、現場のベテランである皆様はそのくらいの気持ち
でこの研究会を大いに楽しんで頂きたいということをお願
い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

■日本企業の国際化と信用取引

ただいまご紹介に預かりました工藤と申します。本日は
私の方から中国ビジネス最新事情、その後、粟谷の方か
ら不正防止対策ということでお話しさせて頂きます。

与信管理協会様より講演をお引き受けし、そもそも与
信管理の前提となる「信用取引」というものが中国や新興
国で成り立つのだろうかという、根本から考えてみました。
まずは自己紹介を含め、個人的な経験を踏まえて、愚見
を述べさせていただきたいと思います。

私は83年に大学卒業後、電機メーカーに勤務し半導
体の営業をしておりました。半導体と言っても今から30
年程前ですから、デジタルウオッチや電卓のLSIの担当
でした。入社して2年目から香港に駐在し、販売現地法

人のセールスマネジャーとし
て1年間勤務しました。した
がって、日本のビジネスをほ
とんど経験しないまま、ど
ちらかというと中国でのビジ
ネスを先に覚えたようなとこ
ろがあります。当時の香港
でのビジネスは信用取引と
いうものはほとんどなく、原
則、キャッシュ・オン・デリ
バリー（COD）でした。単価が高い製品は日本本社から
香港お客様に出荷していましたが、決済条件はL/C at 
sightでした。これが当時の香港の常識であり、こういう
世界で私は育ちましたので、普通の日本のビジネスマンの

EY Japan　新興国コンサルティング室　中国デスクリーダー
シニアマネージャー　公認会計士　 　工藤　敏彦

減速経済下における企業動向と与信管理・中国からの事業撤退

中国ビジネス最新事情
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方とは感覚が違う部分があるようです。
87年に電機メーカーを退職後、90年より監査法人に勤

務、95 年から98 年にかけて上海に駐在しました。その
当時、日本のビジネスマンの間で「日本では信用取引が
前提だったが、中国ではCODにすべきだろうか」といっ
た議論がされていましたが、CODの世界で育った私から
見ると当たり前ではないかと思った次第です（笑）。

広州国際信託投資公司（GITIC）という中国の政府系
ノンバンクが破たんし、日本の金融機関などが大きな損
害を被ったのもこの当時に大きな話題となりました。司馬
遼太郎によると、明治以降日本人ほど政府を信用してき
た国民はいないそうですが、「政府系であれば安心」とい
う日本の常識が通じない事件でした。

■信用経済社会の前提

スライドには、「世界はオレオレ詐欺だらけ」（養老孟
司「『自分』の壁」）を引用させていただきましたが、日本
から一歩外へ出たら、そこは信用ならないウソつきだらけ
の世界であるということをまず認識する必要があると思い
ます。

次に「格差社会と信用」と書きましたが、ノーベル経済
学賞を受賞したポール・クルーグマンはその著書、『格差
はつくられた』の中で、「社会的信頼感は経済的平等の上
に成り立つものである」という言葉を引用しています。こ
れを見て私は、はたと思いました。なぜかというと、最近
は日本でも「格差」が問題視されていますが、従前は「一
億総中流社会」と言われていたように、格差のあまりない
社会でした。だからこそ、日本では高度の信用経済社会
が成り立ったのでしょう。しかし、中国あるいはアジアな
どの新興国でこういう信用経済社会の前提が満たされて
いるのかと考えると、そうなってはいません。今年は中国
からの観光客による「爆買い」が話題になりましたが、彼
らが決済しているのはクレジット・カードではなく、デビッ
ト・カードです。経済は急成長してまいりましたが、それ
とともに信用経済が発展してきたのかどうかは不明です。

最後に日米世論調査を引用しました。この世論調査は、
安倍首相の戦後70年談話の内容を検討した「21世紀構
想懇談会」においても取り上げられた世論調査です。アメ
リカ人は日本を信用するか、日本人はアメリカを信用する
か、その内容が書いてあります。ではアメリカ人、日本人
それぞれが中国を信用するかというと、アメリカ人の回答
が30％で、日本人はたったの7％です。そうすると、わず
か7％しか信用していない国について、はたして与信管理
を語る意味があるのかという疑問を感じるわけです（笑）。

この調査に関連してもう一つ私が申し上げたいのは、
世界の平均と比べて日本人は中国を悪く見過ぎていると
いうことです。類似の世論調査はいろいろありますが、
欧州やアジア諸国と比較して、アメリカは中国に対して厳
しい見方をしています。そのアメリカよりもさらに低いとい
うのがこの調査結果です。中国にも、もちろん悪い部分
もありますが、世界の中で日本人ほど中国を悪く見ている
国民はいないということです。日本人の中国に対する見方
が相当偏っている、良し悪しではなくて偏っているという
ことを少し念頭に置いた方がよろしいのかと思います。

■「新常態」時代への移行と企業動向

「新常態」、ニューノーマルと言われておりますが、昔は
高成長でしたけれども、最近はだんだん低成長になって
きたということです。今年3月の全人代で7％前後という
目標が掲げられましたが、実績は4月－6月期が7.0％、7
月－9月期が6.9％というような結果でした。先月末に発表
された第13次5 ヶ年計画では、来年以降は6.5％という
数字が掲げられています。私は6.5％というのも少し高過
ぎるというのではという気がしています。棒グラフの推移
を見ていただくと、2010年という年は中国が日本のGDP
を追い越した年ですが、その時点のGDPは40兆元で、
それ以降もかなりの勢いで成長しました。日本は2010年
からあまり変わっていません。

それと最近のニュースで、「一人っ子政策」をやめるこ
とになりました。グラフにはありませんが、人口の推移は
1981年に10 億人を初めて超え、2005年に13億人を突破
しました。2014 年13億6,700万人で、2005 年から5％増
えていますがほぼ同じです。したがって、一人あたりGDP
もこの棒グラフと同じようなテンポで伸びているというこ
とです。一人当たりGDPの急成長には、二つの意味があ
ります。製造業にとっては人件費アップで厳しい環境、だ
から縮小・撤退しようというマイナスの影響です。一方、
この伸びは所得の増加を示しています。今年の流行語大
賞にもなりそうなあの「爆買い」という現象の背景には、
こういったことがあります。

中国市場に向けた戦略ということで、いくつか書いて
いますけれども、中間富裕層をターゲットとした日本企業
の戦略で製造業の中では自動車、それと先ほども申し上
げましたが爆買いの話、それからインターネット通販、こ
れらがポイントになっていると思います。これまでマクロ
経済のデータを見てきましたが、ではミクロはどうかとい
うことで、日本の会社の決算発表に目を向けてみました。
今年度の上半期ですが全体の7割が経常増益です。プラ
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ス要因では、北米市場および国内が好調、そして円安と
インバウンド。それからマイナス要因で中国景気の減速と
いうことが必ず言われますが、これはいろいろだと思いま
す。中国と直接取引をしていない会社であっても、世界で
一番大きな中国経済の減速の影響は、資源・エネルギー
の需要が減少による価格下落の影響を受けています。資
源やエネルギーを売っている会社が苦しい決算となり、買
う側は好決算ということで、中国と取引はしていなくても
日常的に中国の影響は受けているというのが今の世界経
済の状況なのだろうと思います。

■日本のバブルとの類似性

日本のバブル経済との類似性ということで、マクロデー
タ云 な々どの理屈はともかく、感覚的な現象面を見ると私
は似ていると思います。当時世界第2位の経済大国であっ
た日本において、どうしてバブルが発生したかというと、
通説によれば、ちょうど30年前のプラザ合意で急激なド
ル高を是正するということになり、日銀がドル買い円売り
介入を行い、円の過剰流動性が生まれて、それが株式市
場・不動産市場に流れていったと言われています。

一方、中国はどうだったかというと、米国で起きたリー
マンショックの後に、4兆元、当時のレートで56兆円とい
う巨額の財政出動を行い、これが景気を過熱させました。
それと中国の事情としては、中央政府の財源であった土
地使用権の払下金を地方政府の財源に移したことがあり
ます。このため、お金欲しさに地方政府の役人が積極的
に土地の払下を行い、その上にいわゆる箱モノを作りまし
た。中央政府は景気過熱抑制で金融を引き締めますが、
地方がこの調子ですから資金不足が生じる、この不足部
分いわゆるシャドーバンキングを通じて調達というような
形で、バブルが形成されました。日本と中国を比較する
と、両方とも世界第2位の経済大国で生じたこと、原因は
世界第1位の経済大国が関係していることです。プラザ
合意の後アメリカは双子の財政赤字と貿易赤字に苦しん
でたいのが、みごとに立て直しました。

あと二つのPKOとありますが、一つは国連の平和維持
活動、peace keeping operations、もう一つは株価操作、
price keeping operation。これはちょうど私が公認会計
士の世界に入った頃でしたのでよく憶えていますが、1990
年にサダム・フセインがクェートに侵攻し91年に第一次
湾岸戦争が始まり、その国連のPKOに参加すべきか否
か、自衛隊を派遣するかで議論になりました。集団的自
衛権は認めていませんので、派遣できませんというのが
あの時の結論でした。そのしばらく後、日本の株式市場

で株価が下落し、日本の政府も株価操作をおこないまし
た。当時、兜町のPKO、永田町のPKOと呼んでいました。
最近、上海証券市場のPKOという言葉を新聞で目にしま
すが、株式市場のPKOと言ったのはたぶん日本が最初だ
と思います。偶然ではありますが、今年の夏は上海株式
市場のPKOと日本の安保法制が話題になりました。

中国の統計は実態を映しているのか、6.9％というのは
嘘ではないかというような見方があります。その可能性は
まったく無いとは言えないと思いますが、公表数値より実
態が悪いのではないかと日本人が感じている理由のひと
つには、製造業中心の見方になっていることが考えられま
す。産業別に成長率を見ると。第二次産業が6％、第三
次産業は8.4％となっています。もう一つこれを裏付ける
データとして、リクルートが出している日系企業の業種別
求人情報があります。流通・小売りは増加していますが、
あとは軒並み減少しています。おそらく第二次産業から
第三次産業へ中国はかなりの速度で移行していく、人件
費が高いことは中国も分っていますから、産業のそういっ
た転換に日本企業が乗り切れていないがゆえに、日本企
業はより中国を悪く感じている面があると思います。

個別企業の動向について見ると、自動車関連はまあ堅
調です。また一人っ子政策の影響で子供にはお金を使う
ようで、ベビー用品・子供服などが好調です。面白いの
は、紙おむつ用の不織布の生産を日本国内で増産すると
いうニュースもあります。日本での「爆買い」あるいは日本
からネット通販で購入ということで、日本で増産する。円
安の影響もあり、生産拠点の国内回帰の動きというのも
最近のトレンドとして見られます。

■中国における与信管理

それでは与信管理の話を進めさせて頂きます。
これは今年の3月決算で、E社という福井県で100年以

上の伝統を誇る会社が倒産しました。日本国内の業績は
まずまず堅調であったようですが、連結売上約2,000 億
円の会社で中国の売上げが70％占めており、そこで550
億円の貸倒引当金を計上、最終的には負債総額711億円
で民事再生手続きに入りました。減速経済の影響という
のももちろんありますが、中国ビジネスの関係者の間では
非常に大きな話題になりました。このほかにS 社（商社）
が128億、あとK社（商社）が中国で8億と、債権回収で
きないということでも問題となりました。それと一番最近
の話題でO社（電機）は、中国でATMの販売代理店向
けの出荷を停止しました。代理店からの債権回収できず、
215億の返金を求めて争いとなっているようです。
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ではそのE社の例を見てみましょう。スライドの図で示
した通り、仕入取引、顧客販売取引、両方の取引にE社
が入ってファイナンスを付けているのです。取引先が材料
を仕入れれば代金を立替え払いし、さらに加工してでき
た製品については、最終ユーザーからの回収を待たずに、
取引先に売上代金を支払う、そうすると、モノが動けば
取引先にカネがジャブジャブ入るというような取引をして
いました。これは、「変調中国ビジネス」という日経新聞
の連載記事に掲載されていましたが、周囲の人は危ない
取引だとは思っていたけれど、社長が中国人総経理を高
く評価しており、「誰も言えなかった」そうです。もともと
E社というのは繊維でスタートした会社です。それが非コ
ア事業においては、自らの経験不足のため勘所がなかっ
たのでしょう。チャイナドリームということで飛びついたけ
どダメだったというのがまず一番の原因で、それから調査
報告書によれば循環取引も一部あった等、管理面でかな
りずさんな部分があったようです。

信用情報の収集ということにつきましては、2014年から
企業年度検査制度が撤廃されました。工商行政管理局
という役所があり、日本の法務省登記局に相当する機関
ですが、従来はそこに財務諸表等必要な情報を企業がイ
ンターネットを通じて申告していました。それが去年から、
新しい「企業信用情報システム」に変わりました。若干懸
念されるのは、財務情報が強制公示事項ではなく任意に
なったということです。従来は調査会社や弁護士等を通
じて、工商局が保管する財務情報にアクセスすることが
可能でしたが、新しいシステムの下では工商局自体に企
業の財務諸表を保管していない可能性があり、財務情報
へのアクセスについては制約の懸念があります。

債権保全についてですが、中国では日本の根抵当権と
いうのはありませんので、継続的な売買を取引するときに
は日本と比べると不便なのかなと思います。ただ、動産

への抵当権の設定は可能で、具体的には工場の機械等
に抵当権を設定しています。もちろん土地使用権や建物
等の不動産にも設定できますが、通常、金融機関が設定
済みのことが多く、順位が劣後します。また、問題なの
は土地使用権などに担保権を設定しても、強制執行が難
しいことがあります。

■中国からの事業撤退

最後に事業撤退についてお話しさせていただきます。
スライドには2つのデータを掲載しましたが、経済産業

省のデータによるとほぼ横ばいとなっています。私ども実
務家の感覚からすると、件数はかなり増えており、これ
は実態を表していないと思います。蒼蒼社という中国専
門出版社がありますが、かなり前から進出企業に関する
データブックを出版しています。この蒼蒼社が把握してい
るデータによると、2010 年から2013年にかけて、12 社、
23社、63社、98 社と増加しており、トレンドとしてはこれ
が実態に近いのではないかと思われます。

次に、事業撤退の方法ですが、出資持分譲渡、清算、
破産の3 種類あります。このうちどれが一番良いかと言う
と、買ってくれる相手がいれば出資持分譲渡が手続きが
楽なのでいいわけですが、ただ相手がいないことには成
立しませんので、実態は清算の方が多いようです。先ほ
どの蒼蒼社のデータでは8割～ 9割が清算、残りが持分
譲渡ですが、破産というのも1件ありました。破産につい
て、法制があるのだから使えばよいという意見もあるので
すが、ただこれは、中国から借金を踏み倒して帰ってくる
ということで、印象が悪く、あまりお勧めできないと思っ
ています。

事業撤退のタイミングということですが、将来を見通し
て、事業の継続が不可能であると判断されるならば、躊
躇せずに撤退すべきです。清算手続きの過程において債
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務超過になると、追加出資を検討しなければならない状
況もありえます。そのような状況になる前に、早い段階で
意思決定をすべきです。

意思決定を遅らせている理由の一つに「中国からの事
業撤退は難しい」という先入観があるように思われます。
中国を特殊視して、「難しい」、「難しい」と言われますけれ
ども、日本においても事業の清算は容易ではありません。

「中国だから」難しいということは必ずしもあたりません。
確かに、日本と違って中国であるがゆえに難しい部分

はあります。スライドにいくつか書きましたが、実質的に
は「政府の認可が不可欠であること」、「清算時の税務監
査・税関監査に時間がかかる」ことの2点です。これは確
かに中国ゆえの難しさですが、その点を除くと日本より簡
単に行えることもあるわけです。撤退においては、雇用
関係の解除が日本でも中国でも重要なポイントになりま
すが、雇用関係は日本人よりも中国人の方がドライです
から、日本よりも簡単に行えると思います。普通の中国人
であれば、「カネ」さえ払えば辞めてくれます。「中国人は
良くも悪くもカネ次第」という面があります。このことを悪
くとらえる方もいらっしゃいますが、私はそう思いません。
世の中「カネ」で解決できることくらい楽なことはないと思
います。「会社のために何十年も勤めたのにクビにするの
か？」などと本気で考えている人はいません。ただし、そ
ういう「演技」をする人はいます。それは自分がもらう退
職金に、プレミアムをたくさん欲しいから演技をしている
だけですから、冷静に対処すればいいわけです。

今年の2月にC 社が1043人の労働者を解雇して清算
したというニュースがありました。実は今年上半期の日本
経済新聞の電子版で一番読まれた記事がC社の記事でし
た。事案の概要は次の通りです。

2015 年2月5日に突然従業員に通告し、労働争議が
起こった。経緯を見ると、2月10日には1043人のうち約
1000人はサインして、2月12日には全員合意、2月14日に
プレスリリース、となっています。

先ほど「カネ」と言いましたけれど、実際10人、20人
程度の小規模な事業の清算であれば、解雇は普通にやっ
ています。労働契約解除の合意をとらなければいけない
のですが、「あなたの『経済補償金』はこれだよ」、と言っ
て本人の目の前でキャッシュを積みます。金を見せるとだ

いたいの中国人はそれで納得し、その場でサインしてくれ
ます。

このC社のケースというのは、2月5日に始まって2月14
日にはもう終わっているのです。1000人をわずか10日です。
これは素晴らしい成功事例であるというのが中国におけ
る実務家の評価ではないかと思います。ところが、日本
においてはこのC社のケースは、失敗事例と考えられてい
るようです。

先ほど倫理観のお話し「日本人の倫理観は功利主義で
はなく、強烈な理想主義である」（B.ラッセル）を少しさ
せていただきましたが、日本人の感覚で中国に対応する
のは間違いだと思います。清算手続きであれ何であれ、
日本人の流儀、日本人の倫理観で対処しようとしても無理
だということです。C社のケースが日本で失敗と考えられ
ている原因の一つには、労働争議が起こったことにある
のではないかと思います。私が承知している限りでは、多
くの「労働争議」では、騒いでいるのは数人だけで、残り
の大半の労働者が黙って見ている、平穏なようです。こ
れは中国だけかと思いましたが、先月日経新聞で連載さ
れていましたJR東海の葛西氏の「私の履歴書」の中で、
労組との戦いの話がありましたが、「先鋭化している人間
は一部の人間だけで、大半の労働者はまじめに働きたい
と思っている」とありました。中国も同じだと思います。

もう一つ最後に、「規模の大きな事業をやったらどこの
国でも難しい」と書きました。ここでは、ドラッカーの言
葉を引用していますが、撤退の難易度は、日本であるか、
中国であるか、ということとはそれほど関係はなく、事業
規模がその地域にどれほどの影響を及ぼすかということ
の方が重要な要素になります。これも「私の履歴書」で日
立製作所の川村隆氏が書かれていたことですが、「海外
は契約さえしっかりしておけば迅速な事業撤退が可能で
ある。やはり難しいのは国内事業の整理である。」とおっ
しゃられています。

最後にまとめますと、大規模な事業を整理するとなれ
ばあればいろんな問題も起こりえますが、そうでなければ

「中国だから難しい」という先入観にとらわれず、臆せず
にやるべきでしょう。破産にならない段階で早く意思決定
をしてやるということが重要だろうと思います。
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■グローバル企業を取り巻く状況

ただいまご紹介に預かりました粟谷と申します。よろし
くお願いいたします。

私はFIDS（不正対策・係争サポート）というチームに
所属しています。

FIDSは会計監査業務ではなく、企業における有事対
応としての不正調査やデジタルフォレンジックス及び平時
対応としての会計不正や贈収賄、カルテルなどの不正対
策やサイバー攻撃対応等のコンサルティングを行ってい
ます。

今日は最近特に関心が高い海外子会社の不正防止対
応について、多くの会社さんがどういう点で悩まれている
のかという観点からお話しできればと思っております。

今回、中国がテーマになっていますが、中国経済は減
速しているというのが最近の新聞でもよく出ているところ
です。今後、中国における会計不正が増加してくるので
はないかということが懸念されております。これは日本企
業の子会社自身ということもありますし、与信管理の観
点から言えば、取引先でも起こることが考えられます。

この背景としていくつかご説明します。まず一つ目は、
経済が順調でなくなってくると売上がだんだん落ちてきま
すので、現地のマネジメントに対しては、親会社、地区統
括、事業部などから売上や利益の確保のプレッシャーが
かかってきます。二つ目は、これは中国での特徴の一つ
かもしれませんが、スーパー営業マンへの依存度が高く
なるということがあります。これは先ほどの工藤の話でも
ありましたが、中国でのビジネスは人間関係というのが特
段重視される、というか、それ以外無いという中で、新
規取引先を新たに獲得してくる能力がある人が、だんだ
んスーパー営業マンになってきます。そういう数字を作れ
る人は社内でだんだんアンタッチャブルな存在になってい
き、何か怪しげなことをしていても周りが見て見ぬふりを
するという状況になっていきます。それが三つ目の現地子
会社の内部統制が弱まりやすくなるという一つの例でもあ
ります。先に申しあげたとおり、現地のマネジメントに対

しては相当なプレッシャーが
かかってきますので会計不
正への誘惑が働きますが、
内部統制の存在は会計不正
を邪魔する存在ともなりま
す。そこで、マネジメントは
強い権限を持っていますの
で、その権限を濫用して会
社の中にある内部統制を自
分たちで無効化してしまう、
ということが海外子会社で起こる不正の事例で多く見受
けられます。また、景気が悪くなってくるとリストラという
ものが行われてきますけれども、最初にどこから手がつ
けられるかというと、間接部門、管理部門の方 と々いった
ところから手をつけられるのが一般的かと思いますので、
内部統制を担った方々がいなくなってきて、チェックがだ
んだん働かなくなってくるといったようなことも出てくるか
と思います。

経済が減速する中でどういった不正が考えられるかと
いうと、一般的なものを挙げると、売上関連では、架空
売上、不良債権の隠ぺい、それから取引獲得や継続を目
的とした金銭の支払いが考えらえます。こうした支払は、
公務員相手であれば贈賄ですし、中国の場合、民間同士
の賄賂も法で規制されています。在庫関連でいうと、在
庫の水増し、不良在庫の飛ばし、経費関連でいうと経費
の先送り、あるいはリベートの過小計上、引当金過小計
上といったようなことがターゲットになりやすいかと思い
ます。

EYが定期的に実施しているアジア太平洋地区版の不
正行為サーベイにおける中国での傾向をご紹介します。

「不況が汚職を招く」というところで、約8割の回答者が
中国では贈収賄、汚職が広く行われていると考えていると
いう結果が出ております。その背景として経済成長の鈍さ
といったものが例として挙がっています。あるいは56％の
人が汚職の増加を不況および競争の激化といったものが
より拍車をかける原因であるだろうと、という結果が出て

EY Japan　FIDS（不正対策・係争サポート）
シニアマネージャー　公認会計士 　粟谷　　肇

海外子会社の不正防止対応

中国ビジネス最新事情
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います。
最近では内部通報をきっかけに不正が発覚するといっ

たようなケースが増えてきていると思います。ACFE（公
認不正検査士協会）のレポートを見ても、不正が発覚す
る手段のダントツの一位は内部通報であるという結果が
出ています。ただし、この内部通報というものが有効に
活用されているかどうかというポイントとして、その通報
制度自体が従業員の方々に信用されているかどうかとい
うことがあります。信用されていないと、なかなか勇気を
持って「不正が起きています」ということを言ってくれる
人が出てきません。中国においてそれはどうかというと、
EYの不正行為サーベイでも、約4割の人が通報したこと
によってなんらかの不利益を受けるのではないかと思って
いて、もし不正行為を自分が見たり聞いたりしても通報し
ないという結果が出ています。また、現地の子会社にお
ける汚職防止対策としてのコンプライアンス・プログラム
の作成に対して、日本の本社から支援されているかという
質問に対しては、約半分がそうでもないと答えています。

海外子会社の不正防止対応における課題ですが、現
状としては、不正リスクをきっちり把握されているケースは
少ないと思われます。色 と々お話を聞いていると、海外子
会社マネジメントの現地化を進めている会社では、本社
が積極的にその海外子会社の実情を見にいくということ
がなされなくなりますし、日本人駐在を送っている場合で
も海外では直属の上司の顔だけ見て仕事をしているような
方が現地には非常に多いので、駐在の方が担っている職
責外の情報は上がってきません。日本では部署間の連携
があるので海外も同じと考える方も多いと思いますが、そ
うではありません。直属の上司からの報復も恐れるでしょ
うし、そもそも現場レベルでラインを越えた報告という発
想が無いので、日本人の駐在の方がなんでも知っている
かというと、そうではないということです。

海外子会社管理の一環として内部監査を実施するとい
うこともありますが、海外子会社を回りきれない、往査で
きても数年に一度実施できるかどうかで、往査には様々
なテーマを持っていくということもあり個々のテーマを深
堀りできないということも起きがちです。

私どもが海外子会社の不正防止対策をお手伝いする
際には、最初に対象子会社のビジネスを理解するために
ヒアリングをします。親会社の事業部門の方に「この子
会社は何をやっている会社ですか」ということを聞きます。
そうすると一言では「こういう製品を作って売っています」
と説明ができます。その先の話、例えば「物流はどうなっ
ていますか」「得意先はどういうところですか」「仕入先は

どういうところですか」「代理店を使っていますか」という
話をしていくと、日本にいる方ではだんだん答えられなく
なるので、子会社のマネジメントの方々にヒアリングする
ことになります。まず現地に駐在している方あるいは過去
に駐在していた元マネジメントの方が日本にいらっしゃれ
ばその方にお話を聞きますが、そういう方に話を聞いても
先ほどお話したように自分が受け持っていた職責以外に
なると「そこはよく分らないです」となります。ローカルの
マネージャークラスの人にも話を聞くことになるのですが、
比較的在籍年数が少ないことと情報共有ができていない
ことから、話が食い違うということも多 あ々ります。結局、
子会社のビジネスをきちんと把握されている方というのは
意外といない、ということになりますので、こうした会社
では、その子会社の不正リスクを把握できていないと言
えると思います。

一方で、ご案内の通り、コーポレートガバナンス・コー
ドの策定や平成26年の会社法の改正でグループ内部統
制システムが法律に格上げされた等により、子会社に対
する親会社としての管理責任が重くなってきています。

こういった中で、グローバル企業はグループにおける
コンプライアンス・プログラムを構築し、いろいろなポリ
シーやルールを各社で作っている、あるいは作ったところ
だと思います。ただ、そのルールを作るところまではでき
ても、その作ったルールが海外子会社の営業所レベルま
で行き届いているか、きちんと守られているか、あるいは
おかしなことが起こっていないかということをモニタリン
グするところまでは、なかなかできていないのが現状だと
思います。お話を伺うと、モニタリングで悩まれている会
社さんが非常に多く、モニタリングの主管部署がどの部
署なのかと押し付け合いをしているという話もお聞きしま
す。とはいえ、海外の事業拠点数は増え続けていますし、
グローバル企業ですと数十、数百拠点というのも当たり前
となっている一方で、世界中の捜査当局が捜査能力を上
げてきている、コンプライアンス違反を起こしてしまった
会社に対する社会の目が厳しくなっているということから
すると、海外子会社の不正防止対策の一環としてのモニ
タリングというのは重要な経営課題の一つであると思い
ます。

■不正のメカニズム

クレッシーという学者が理論として確立したもので不正
の三要素というものがあります。「不正の動機」と「不正を
起こせる機会」、あとは「不正を起こした時に自分を正当
化できる理由」、この三つが揃うと不正が起きるというも
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ので、これをベースに実務的な観点からどうして不正が
起こるのかをご説明致します。

まず、不正が起きる時には、不正を行う動機や周囲か
らのプレッシャーがあります。これは自動車に例えるとア
クセルで、なんとかしなきゃ、というところが起きてきま
す。しかし、通常であれば「いやいや、そんなことをして
はダメだ」とブレーキの役割をする倫理観があって、これ
によって大抵は思いとどまります。ところが、この良心の
呵責を超えてしまうほどに動機・プレッシャーが高まって
きますと、心のブレーキをかけてもこれを超えてしまうわ
けです。そして不正の具体的な行動に移すことになるの
ですが、通常、会社の中には統制活動といわれているゲー
トの役割をするものが二重三重に構築されていて、不正
が出来ないような仕組みをつくります。ところが、何らか
の理由によって誰かがこのゲートを外したり、ゲートが開
きっぱなしになっていると、それは暴走する車である不正
を実行しようとする者を止められず、事故、すなわち不正
の機会となります。また、心の中のブレーキである倫理
観や、会社内のゲートである統制活動の良し悪しは、企
業の組織風土に左右されます。つまり、組織風土はメン
テナンスの役割を果たし、組織風土が良好であれば、倫
理観や統制活動を高いレベルで維持できます。なお、不
幸にも不正が起きてしまった時には何らかの形で兆候が
表れてきます。これは不正実行者の行動に表れることも
ありますし、不正を隠すための異常な取引記録や会計記
録という形で表れることもあります。

こうした不正のメカニズムに基づき、どのような観点で
モニタリングをするのかですが、動機や倫理観といった
心理的要因は個人の心の中にあるので、ここを掘り下げ
ていこうと思ってもなかなか難しいので、統制活動、組
織風土の異常や不正の兆候の有無を感知しにいくような
方法が有効かつ現実的な不正対策になると思います。

■不正リスクモニタリングの高度化

ではモニタリングをどうしていけばいいかというところ
ですけれども、代表的なモニタリングである内部監査で
どのようなことが行われているかというと、まずは取引記
録や会計記録、財務諸表を使って財務分析あるいは予実
分析をすることが多いと思います。また、経験と勘に基づ
いて選んだ数件のサンプル取引に関する証票書類に上席
者の承認があるか、ダブルチェックがあるかといったよう
なところを見ているとは思いますが、これらの手続きだけ
で先程申し上げた統制活動や組織風土の異常や兆候が
発見するのは難しいはずです。

というのも、不正をやろうと思う人は、簡単に発見でき
ないように書類を完璧に揃えるので、その書類を見て判
断すると「きちんとやられていますね」となってしまいます。
また、財務分析や予実分析をしても、レベル感としては
大味なものにならざるを得ないというところがありますの
で、かなり大胆な不正にならない限りは異常と感知されな
いということになります。

ではどうすればいいかというと、私どもは二つのアプ
ローチがあると考えています。一つはテクノロジーを活用
して取引レベルに落とし込んだデータ分析を行うというア
プローチです。もう一つは、現場の実情情報から異常の
有無を探るというアプローチです。子会社のビジネスや状
況に応じて使い分ける、または両方実施することで効率
的・効果的なモニタリングになります。次にそれぞれのア
プローチの特徴をご説明します。

まず、テクノロジーを活用するアプローチですが、子会
社とはいえ、数十万件あるいは数百万件といったようなレ
ベルで取引が行われていますので、巧妙に不正を隠蔽さ
れてしまうと人の目では見つけることがほぼ不可能という
こともあり、テクノロジーを活用するモニタリングが今後
の流れになってくると思っています。

従来、表計算ソフトや一般的なCAATツールを使った
データ分析を行っている会社もあると思いますが、隠ぺい
が行われたときに異常が検出されにくいということがあり
ます。某グローバル企業の海外子会社で起きた不正の手
口を単純化してご説明します。まず業績の低迷を隠すた
めに架空売上を計上するのですが、やがて架空債権の回
収期限が来てしまいます。そのままにしておくと滞留債権
という形で架空債権が表面化し、モニタリングや会計監
査で追及されてしまいますので、期末の前に一旦この売上
取引を取り消して、すぐにまた計上するという隠ぺい工作
をしていました。そうすると帳簿上はフレッシュな債権に
生まれ変わるので、期末の滞留債権リストには載ってこな
いということになります。
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一般的なCAATツールというのは、帳簿に滞留債権が
無いかどうかといった単純な抽出は簡単にできましたが、
多面的な分析ができない、または高度な技術が必要とな
るものが多く、事例のような隠ぺい工作が行われると抽
出するのは至難の業ということがあります。先ほどの事例
で、取引の発生状況をプラス取引・マイナス取引に分けて
分析すると、期末前に異常な伝票の数が起票されている
ことが可視化され、異常に気付くことができたはずです。
こうした不正の隠ぺいをも想定した多面的なデータ分析を
実施すれば、効果が飛躍的に上がると考えています。

手前味噌なのですが、私どもはFDA（Forensic Data 
Analytics）と呼んでいるデータ分析手法を使っておりま
す。FDAは不正の専門家としての知見を活かした分析シ
ナリオを各社のビジネスに合わせて、統計分析を駆使し
た多面的なデータ分析や、リスク・スコアリングといって

「この取引はどのぐらい危ないですよ」というような点数付
けを行うデータ分析によりモニタリングをご支援しており
ます。FDAは、分析の視点が定まれば比較的短時間で
分析できることも特徴です。この手法は欧米発祥ですが、
最近では中国でも贈収賄対応として広まっていて、日本
企業でも徐々に採用が始まっている状況です。

一方で、現場の実情情報からのアプローチというもの
があります。例えば、仕入先と共謀して過大仕入を行なっ
て見返りにキックバックを貰うといった不正が海外子会社
ではよくありますが、こうした不正の場合、データからア
プローチするというのは意外と難しかったりします。この
ような不正の場合は、周りの人が不正の証拠までは持っ
ていなくても「あいつは何か怪しいことやっているな」と感
じているケースが結構多いです。例えば、不正実行者が
働いているところに業者がやってきて親しげにずっと話を
しているといったことや、業者から何か貰っているところ
を見たといったことです。こうした情報は、データには表
れてきませんし、ましてやその会社の中にいない人間がそ
ういったことに気付くことはできませんので、その場にい
る従業員の方々の記憶情報、すなわち現場の実情情報を
積極的に拾い上げて活用して行こうというアプローチが有
効となります。

こうした現場の実情情報を拾い上げるために、私ども
は各子会社の従業員の方々を対象にしたアンケート結果
を分析する手法を採用しています。そのアンケートも、い

わゆるコンプライアンス意識調査というレベルのものでは
なく、さきほどご説明した不正のメカニズムに沿ったアン
ケートをしています。また、アンケートでは、従業員の方々
が回答しやすい工夫を施していますので、回答者の皆さ
んは割と素直に答えてくれていますので、分析結果はその
組織の現状をよく表しているという評価をいただいており
ます。

■海外子会社のモニタリング体制の見直し

モニタリングに関するもう一つの課題として、誰がモニ
タリングをやるのかということがあります。大きな不正が
起きた時に公表される再発防止策として「内部監査部門
を強化します」というものが非常に多く見られます。それ
自体は悪いものではないと思いますが、内部監査部門と
いうのは、人的リソースが少なく予算もあまり持っていま
せんので、海外子会社を網羅するような十分な監査を行
うのは難しいというのが現状です。ですので、子会社に
対する継続的なモニタリングは、その会社を直接見てい
る事業部の海外子会社所管部門、あるいは地域統括会
社があれば地域統括会社が担うというのが現実的である
と考えています。

また、モニタリングの結果はその所管部門の中だけに
留めておくのではなく、親会社の内部監査部門や監査役
にまで開示・共有し、その情報に基づいた改善策を講じ
るというのが実効的です。

今回は中国がテーマということですが、中国でモニタリ
ングを行う上での留意点をご紹介いたします。中国には
国家秘密保護法というのがありまして、国家秘密に相当
するものを中国本土の外に持ち出してはいけません、とい
うものです。ここで問題なのが、何が国家秘密なのかと
いう定義が非常に曖昧であることと、行政に裁量がある
ということです。ですから、中国の子会社にモニタリング
を実施した際に、日本に持ち帰った何かしらの情報が国
家秘密に触れると判断されてしまうというリスクがあると
考えられます。

中国の子会社に対してモニタリングや不正調査を行うと
いった際に、日本にどこまでの情報を持ち帰るのかという
ことにも気を付けて頂ければと思っております。
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与信管理協会としてリス
ク管理インフラツアーを9月
に開催いたしました。昨年
に引き続き、私が幹事をし
ております「ASEANリサー
チ＆マーケティング研究会」
の主催で、二回目のツアーを
行ないました。簡単にこのツ
アーのご報告をさせていた
だきます。

昨年訪問したインドネシアに、今年はさらにシンガポー
ルを加えて、シンガポール・インドネシアツアーということ
で実施いたしました。4泊5日の強行スケジュールで、在
シンガポールの日本上場企業の代表と面談をさせて頂い
たり、地元の会計士等を訪問するなど、充実した内容の
ツアーとなりました。

毎回お伝えしておりますが、このツアーの特徴は、現
地に赴き、現地に進出し事業をされている方達と直接お
話をすることで、生の声を実際に聞くことができ、現地の
事情等をお話し頂くので、勉強・セミナーも含まれている
というところです。このような特徴で他のツアーとの違い
を出して取り組んでおります。

最初にお伺いしたのが、シンガポールでコンサルティン
グ・公認会計士業務をされております、YS PARTNERS
というところでした。シンガポールが建国50周年を迎え、
建国の父といわれるリー・クアンユーさんが亡くなられた
ということもあり、シンガポールが今後どのように変化す
るかという点をお伺いしました。リー・クアンユーさんが
素晴らしい仕組みを作り、それが没後もうまく回っている
ということでした。スーパーエリート主義で、役人でも上
場会社の役員並みに非常に高い報酬を得ることが可能で
あり、彼らのモチベーションで国政を推し進めてきた、と
いうことを知ることができました。注目する政策としては、
PIC（Productivity and Innovation Credit）があります。
経営の効率化・自動化を政府が推奨しており、400％の
損金算入もしくは60％の補助金給付という、非常に素晴
らしい制度です。例えば会社の業務効率を上げるために
パソコン導入をする際には、パソコン導入費用の400％分

を損金算入出来たり、補助金が出るという制度で改革を
しているというお話をお聞きしてきました。

続いてシンガポール高島屋を訪問いたしました。高島屋
は93年にシンガポールに進出されてから、約22年経って
いますけれども、日系百貨店としては圧倒的な人気と集
客力を有しております。現地の方達はどういう生活感でど
んなものを購入されているのかを視察するため、ひとつひ
とつの商品を見に行ったのですが、びっくりするような値
段でした。所得格差の拡がりからか、物価も非常に高い
という事が伺えました。この中には日系のスーパーが入っ
ているんですが、日本産の白菜が1個1,100円でした。お
鍋を作ろうと思って白菜を二個買うと2,000円ですし、椎
茸が700円ぐらいするので、だいたい5、6,000円ぐらい
かかってしまう。そのような物価水準でかつ平日の売り
場でも非常にたくさんの人で賑わっていました。日本のう
どんであったり、お寿司であったり、ラーメンであったり、
日系の様 な々お店だけでなく、韓国企業も物産イベントを
開催していたりなど、非常に活気あふれた場所でした。

それからDP Information Groupを訪問しました。こ
こはいまExperianの傘下に入っている信用情報会社で
す。シンガポールでは37年やられているという非常に老
舗の情報機関で民間企業ですが、個人の消費者管理の
信用情報であるとか、企業の入札資格評価制度で情報を
持っていたり、政府しか持ちえないような情報もこの企業
がすべてデータベースで取り扱っています。このように民
間に開放して、特にシンガポールの企業ではないところに
も行っているということは、シンガポールにおける与信管
理情報の取得が難しい中、一方で政府の運営サイトから
企業情報が簡単にネット上で買えてしまう、そういった利
便性が非常に高いというのもシンガポールの特徴である
と思います。このDPインフォメーションが取り組んでいる
のが、独自のネットワークで加盟企業が約1,000 社あると
おっしゃっていましたが、その1,000 社が毎月取り引きし
ている企業からの支払い・受け取り、払い戻しなどのす
べての情報をこのDPに提供し、だいたい1社最低100 社
の取引企業の情報を渡すことで、毎月10万社分の取引情
報がDPインフォメーションに入ってきます。仮にどこかの
会社が支払遅延を起こしているとか、そういった情報が

理事　古川　英太

シンガポール・インドネシア視察ツアー報告

ASEANリサーチ＆マーケティング研究活動報告
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毎月必ず上がってくることで、その加盟1,000 社はお金を
払うと自動的にそこの情報を見られるという独自のネット
ワークを作っていました。このように面白い取り組みをさ
れている企業と様 な々情報交換をしてきました。

またシンガポールにある会社はASEANを統括してい
る会社が多く、債権回収の問題でアジアの他の国 、々タ
イ、インドネシア、マレーシア、中には日本も相談案件と
してあり、そのようなグローバル企業もしくはローカル企
業から相談を受けているということで、実は債権の回収
に非常に力を入れているということが最近のビジネス状況
であるとお話していただきました。

次にシンガポールのオフィスの中心街にある双日アジア
をお伺いし、ホーム・リスク・マネジメント部の宮崎様に
お会いしてきました。双日アジアは、アジアの統括拠点と
してパキスタンからニュージーランドまで非常に幅広く管
理されており、今回この後訪問したG.I.I.Cという双日が
インドネシアで展開している工業区が上場されました。事
業として長い時間をかけたものだったんですけれども、ア
ジアのビジネスにおいてスピードを持って進めようと思っ
ても、なかなか時間がかかり、我慢してきたことがやっと
結果として表れてきたという話もありました。また法律面、
政治面、金融面おいても、非常に整備されており、為替
も安定しているので、資金調達にも適しているということ
です。裁判実施もマレーシア、インドネシアと比較しても
合理的であり、執行しやすい点がシンガポールの特徴で
あると思います。

最後は先ほども述べました、双日が運営されている工
業区のG.I.I.Cです。90年代頃から工業団地というよりは
都市開発を行っており、コタデルタマスという山手線内側
の半分程度の広さで、かなり大きな町の土地開発をされ
ています。こちらはシナルマスというインドネシアの財閥
との合弁事業を行っており、この一年で大きく変わってい
るため、アジアの変化のスピードというものを見に行って
みようということで、再度訪問しました。

状況としては、この町自体の住居や大学、病院、ホテ
ルといった町づくりが着実に進み、昨年お伺いしたときに
はなかった200室ほど揃えたような大型ホテルが出来上
がっており、かなり建設が進んでいました。今回特にびっ
くりしたのは、昨年はまだ建設中だったスズキが今年の
春頃からすでに稼働されていたということです。それ以外
にも三菱自動車、上海GMが当工業区内にすでに建設が
始まっております。たった1年で企業の進出、特に四輪関
係が非常に進んでおり、それに付帯する材料、部品、必
要な物流、そのような企業の進出するスピードがアップし
ていると感じました。

ただ国内や、インドネシア、タイなどのASEAN諸国の
自動車自体は販売台数が伸び悩んでおり、市場としては
あまりよくない中で、スズキにもお聞きしたところ、2割ぐ
らいが輸出向けに製造されているそうです。もちろん他の
上海GMも国内というより中国に戻すなど、三菱も基本は
輸出メインというような話が出ていました。いまインドネシ
アが110万台ぐらいの製造台数ですが、その50％はまた
増産ということなので、これからインドネシアがASEAN
を含めて、四輪の製造主として進んでくるのではないかと
思います。

今回のツアーで、ASEAN経済の変化の速さを肌で感
じることができました。一方でインドネシアは少し景気が
悪いのかな、とも感じました。というのも車の渋滞を見て、
昨年に比べると少し減ったように思いました。特にインフ
ラが変わったわけではないので、なんとなく人の数を少な
く感じるような、活気が無いと言ったらいいかもしれませ
んが、そのような状況でした。

年明けには第二弾ということで、今度はベトナムあたり
を検討して、このようなツアーを企画しようと思っておりま
す。協会会員の皆様、特にASEANでの情報収集をした
い方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加いただき，業務
にお役立ていただければと思います。

 新規会員募集 

　当社団法人では、新規正会員（個人・法人・協賛）を広く募集しております。皆様のお近くで当法人にご興味のある方がいらっ

しゃいましたら、是非ご紹介願います。入会手続については当社団法人のホーム・ページ（http://www.yoshin-kanri.com/）を

ご参照ください。その他詳細は、事務局（03-5829-4389）までお気軽にお問い合わせください。
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昔読んだ青木雄二の「ナニワ金融道」
の中に「ワテ印刷屋さかい不渡が多い
んヤ」というセリフがあった。著者は印
刷会社に勤めた経験があるのかもしれ
ない。と言うのは工場の描写がとても
緻密だからである。しかし印刷屋だか
ら不渡が多いと言うセリフに違和感を
持つ方もいらっしゃるに違いない。何故
なら印刷会社は広く一般企業と取引をし
ているから倒産の数も平均に落ち着くは
ずなのに、なぜか「多い」と呟き嘆いて
いるからだ。それは次のような理由から
である。

印刷業は下請けをよく使う。下請け専
業もかなりあるし孫請けも多い。そうす
ると元請が（下請けも）一件倒産すると
その影響は広く出て連鎖倒産が出て来
る。このような業界内部の事情で倒産
に追い込まれる印刷屋が多いのだ。

小生はその倒産の多い印刷業界を主
な得意先としている紙屋なので、ナニ
ワ金融道には共感する部分が多い。だ
いたい「屋」の付く仕事にロクなのは無
いと言われている。紙屋はその代表格
だが、「士、家」の付く仕事は尊敬され
社会的な地位も高いとされる。代議士、
弁護士、評論家、芸術家……。そこで
小生も「士」の付く称号が欲しくて与信
管理士の資格を取ったわけである（？）
が、焦付きさえ出さなければやって行け
ると言われた業界であるから、与信管
理は私にとって切実で命がけの重要な
意味を持つのである。

紙は木から作られる

紙は木材から作られている事はご存
知の方も多いと思う。紙1トン作るには

木が○本必要とか、古紙の回収によっ
て森が救われると少 ヒ々ステックな話を
する人もいるが確かに紙は木から作ら
れる。だったら木偏の漢字でなければ
辻褄が合わないではないか、と思った
のは小生が8才の時。そんな私を親は
持て余した。

紙は千九百年ほど前に中国で開発
（発明）された。その切掛けは洗濯で
あったらしい。洗濯後に発生する細か
な繊維の屑こそ紙の原料だったのであ
る。蔡倫という宦官（去勢した男性の
官吏）がその製法を確立させた。使い
古した衣類や漁網等を磨り潰したり叩
いたりして細かい繊維を作り出し、他に
繭（まゆ）から繊維を紡いで糸をつくる
時発生した屑等を水に混ぜ抄き上げた
のが紙である。であるからして紙は糸
偏の漢字で良いのである。木材を使っ
て紙にする技術が開発されたのは今か
ら百五十年くらい前の事で、それ以前の
紙の原料は使い古した衣類だったので
ある。

紙の歴史は面白い

中国で開発された紙が日本に伝わっ
たのは西暦 610 年、朝鮮から入って来
た。西欧に伝わり始めたのが 750 年頃
である。中国の遥か西方で起こったタ
ラスの戦いで中国（唐）が破れ、ごっそ
り取られた捕虜の中に紙の職人がいた
のである。紙は非常に長い間中国とそ 
の影響下にあった地域にしか伝わって
いなかったが、こうして製紙法が西欧
に伝わりエジプトに達するとパピルスの
生産が途絶えてしまう。

750年頃の中国は唐の時代。楊貴妃

を寵愛し政を忘れ国を傾けた玄宗皇帝
がいた。そして玄宗に仕えた日本人が
いた。「天野原振りさけ見れば春日なる
三笠の山にいでし月かも」という歌でも
有名な阿倍仲麻呂である。

その約20 年後に日本では称徳天皇
が百万塔陀羅尼を作った。これは世界
最古の印刷物とされる。紙に印刷され
たものが百万も作られたのだ。たぶん
木版によるものだったろう。それにして
も百万枚とは凄い数である。因みに活
字を使った印刷は15世紀半ば、ドイツ
のグーテンベルクであると言うのが定説
だ。この印刷術の発明によって大教会
にしかなかった聖書が小さな教会に、
そして人々の中にも広まったのである。

称徳天皇は女性天皇で弓削の道鏡を
寵愛した。その切っ掛けは道鏡が称徳
天皇の病気を治したことによる。道鏡
は江戸時代に「座ると膝が三つ出来」と
揶揄された程の有名人だが、その権勢
が絶頂の時、宇佐八幡宮神託事件が
起こった。なんと「道鏡を天皇にせよ」
とのご神託が下ったのである。

宮廷はまさに驚天動地の大騒ぎと
なった。何しろご神託なので無視でき
ないし嘘だと決めつける事も出来ない。
散々揉めたあげく和気清麻呂を宇佐八
幡（今の大分県にある）に派遣して調査
をさせる事にした。吉報を待つ称徳天
皇と道鏡。さてその結末は如何に……

紙をキーワードに歴史を紐解くと実に
面白いのである。

　『紙』が糸偏の漢字である理由

COLUMN

加藤　比良夫
株式会社シオザワ 

与信管理士
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協賛
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新興国進出を支援し、企業の課題解決をサポートいたします！

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社（SDI）

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社　　http://www.sdigrp.com/

＜お問いわせ＞
Tel:03-5577-3280 Fax:03-5577-3281
http://www.sdigrp.com/contact/

担当：松下 / 木村

現状の日本経済における各種産業マーケット規模は長期的には縮小傾向にあると

言われています。一方で海外、特に新興国は堅調に成長市場として推移し、あらゆる

業界各社は海外マーケットを見据えた展開を余儀なくされています。

ただし、成長市場は世界中の競合がひしめく競争マーケットです。その中で成功する 

企業には徹底的な「情報」戦略があり、「情報」が海外展開の成否を分けていると 

いっても過言ではありません。

SDI は世界中に広がる独自のネットワークと高品質なリサーチを軸に「リサーチ 

からマーケティング」までトータルでサポートすることでお客様の海外展開を成功に 

導きます。

中国、ASEAN（インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、シンガポール）、

インド、メコン川流域経済圏（カンンボジア、ラオス、ミャンマー）、中東（サウジアラビア、

UAE）、中・南米（メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン）、アフリカ etc.

市場調査 競合調査 リストアップ調査

法規制調査 消費者調査 etc.

その他お客様の状況や対象市場の状況、環境、タイミングに合わせて
最適な調査手法をご提案いたします。

対象エリア

調査メニュー
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信用情報

データバンク

企業要覧

海外企業調査 国内企業調査

DBサービス

株式会社 信用交換所
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法律相談は司法書士法第３条に定められた事項に限ります。

簡易代理認定番号 第８１２１１８号

司法書士法人 ＆

司法書士 北詰 健太郎

未回収の売掛金で
お困りの方へ

〒
大阪市中央区内本町 丁目 番 号 ビル

＆ が選ばれる理由 私達が解決します！お気軽にお問合せください。
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昨年10月に与信管理協会九州支部が発足され、以来、
当協会事務局を担当させていただいております、エスペラ
ンサ税理士法人の藤本周二と原野ゆかりと申します。

月に1度弊法人内で与信管理勉強会を行っております。
様々な業態の方にご参加いただいており、会を増すご

とに違う業界の観点で意見交換することができ、参加者
の方に好評をいただいております。

今年は事例紹介・事例発表・ディスカッション等も企
画しており、皆様とともに益々素晴らしい会にして参りた

いと考えております。
今後とも与信管理協会九州支部をどうぞ宜しくお願い

申し上げます。

私どもエスペランサ税理士法人は平成10年12月に創設
し18年目を迎えました。

スタッフ一同、日々研鑽に励み、人員も30名となり充
実してまいりました。各分野での専門家が集結し、時代
の変革に対応した組織的サービスをご提供できることが

支部の活動　九州支部

支部の活動　関西支部� 関西支部事務局長　北詰健太郎

第5回クレジットカンファレンス 会員事例発表会

平成27年度は関西支部では毎月1回会員事例発表会
を定例勉強会として行い、各会員が実務で感じた疑問点
の共有や、経験談などの発表を行っています。与信管理
に関する実務ノウハウは、会社ごとに閉鎖的に蓄積されて
しまい、経験の長い与信管理の担当者としても「これで
本当に大丈夫だろうか」「もっとほかの方法はないか」「他
社はどうやっているのか」などの悩みを抱えていることが
多いようですが、この会員事例発表会を通じて、この問
題点の解消になっているようです。毎回盛り上がりをみせ、

「参加してよかった」「面白かった」などの声をいただいて
おります。

また、与信管理協会初の試みとして、平成27年9月11
日に第5回のクレジットカンファレンスを大阪にて開催し
ました。テーマを「私的整理」とし、関西における私的
整理の第一線で活躍する方々に御講演をいただきました。
概要は次のとおりです。

大勢の方々に参加していただき、改めて与信管理への
関心の高さ、与信管理協会への期待を感じたところです。
平成28年度も益々の発展を目指し、会員の皆様と手を携
えて歩んできたいと考えています。

概　要

開催日時：  平成27年9月11日（金） 

15時00分～ 20時00分まで

開催場所：同志社大学　大阪サテライト・オフィス

内　　容：

　①  開会宣言
一般社団法人与信管理協会 副会長 八田　英二 先生

　②  活動報告 一般社団法人与信管理協会
　　　　関西支部事務局長 北詰健太郎

　③  基調講演「最新私的整理の動向」
関西法律特許事務所 弁護士 山形　康郎

　④  パネルディスカッション 

「関西における私的整理最前線」

パネラー： 関西法律特許事務所　山形弁護士
堂島法律事務所　奥津弁護士
信用交換所　崎久保氏
不動産鑑定士　川端氏
PWC　木村氏
税理士　国田修平氏

　⑤閉会宣言
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▶今回のカンファレンスは、公認会計士のお二方に中国ビジ
ネスについてご講義いただいたことから、紙面を増幅して
お届けいたします。来年度もカンファレンスや勉強会の内
容を充実させてまいりますので、会員皆様のご参加をよろ
しくお願いいたします。（内田）

▶来年度の予定を企画中です。次回カンファレンスは平成28
年5月23日（月）、早稲田大学にて「事業再生」をテーマ

に検討しています。新しい分科会の発足等より充実したメ
ニューを準備していますので、ご期待ください。協会活動
を盛り上げるためにも新入会員のご紹介を是非とも宜しく
お願い申し上げます。（菅野）

▶写真撮影：山本会里
　【撮影依頼・お問い合わせ】amulita0316@gmail.com

編集後記

平成28年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）会費納入のお願い
日頃より当社団法人の運営に対しまして、ご支援・ご協力いただき誠にありがとうございます。
私たちの活動は、皆様の会費に支えられています。今後、活動をさらに広げていくためにも、引き続き会員継続と会費の納入をお

願い申し上げる次第です。
年会費は下記の通りです。既にこの通知前に納入の際にはご容赦ください。
当法人におきましては、今年度も様々な分野で活躍する与信管理実務担当者を支援し、企業・学術機関との多様なネットワーク

の拠点づくりと、与信管理に関する知識を広く一般に普及させる活動に邁進する所存です。
会員のみなさまの益々のご支援・ご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

＜年会費＞
　◦個人会員　一口　10,000円
　◦法人会員　一口　50,000円（協賛会員　2口以上）

＜期　限＞
　平成28年4月28日（木）

＜振込先＞　以下の口座へのお振込をお願いいたします。
　　　◦金融機関名　　三井住友銀行　　本店営業部
　　　◦口座番号　　　普通　2654002
　　　◦口座名義　　　一般社団法人　与信管理協会
　　　　（イツパンシヤダンホウジン　ヨシンカンリキヨウカイ）

※恐れ入りますが、振込み手数料は会員様負担にてお願いいたします。

私達の強みです。個人・法人問わずまた、設立、事務代
行、事業承継、M＆A、相続までフルサポートさせて頂
きます。お客様の経営発展のために、会計士、税理士
だけではなく、スタッフ全員が複数の眼でお客様の税務
面・財務面を応援させていただいております。

現在、東京進出の準備を進めております。
今年の夏には支店設置いたしますので、弊法人をフル

活用していただき、お客様の事業がさらに発展し、お客

様皆様が幸せになるよう、スタッフ一同、一丸となって
サービスのご提供させていただく所存です。

エスペランサは、ポルトガル語で“希望”を意味します。
お客様の希望を実現するために、あらゆる方面から総

合的にサポートすることを使命としております。
与信管理協会九州支部同様、エスペランサ税理士法

人をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

企業再生支援、組織再編支援、医療法人・公益法人支
援、相続・事業承継支援、法人・個人顧問 他
URL:http:/www.esp.or.jp/

【関連会社】
藤本公認会計士事務所（会計監査、企業価値算定　他）
九州M＆Aサポート（株）（M＆A仲介業務、インフォメーショ

ンパッケージ作成、デューディリジェンス　他）

エスペランサ税理士法人

一般社団法人 与信管理協会
URL : http://www.yoshin-kanri.com/

関西支部　〒604-8162　京都市中京区七観音町623　第11長谷ビル5階
　　　　　司法書士法人F & Partners 京都事務所
　　　　　TEL:075-256-4548　FAX:075-255-6328
九州支部　〒810-0001　福岡市中央区天神1丁目1番1号　アクロス福岡5階
　　　　　エスペランサ税理士法人
　　　　　TEL:092-741-6316／FAX:092-741-6326

本部　〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-3-2
　　　日伸ビル2階
　　　TEL:03-5829-4389　FAX:03-5829-4235


