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税務・財務相談

！

東日本大震災からの復興に向けて

新時代の金融制度に対応できる
自立型中小企業を目指そう！
― 中小企業の会計に関する基本要領 ― その１
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P
R
P 東日本大震災から１年半以上が経過しましたが、大震災以来、毎月本誌のこのコーナーではR
P
R
P税務、財務に関連する復興支援策をご紹介してきました。
R
P ところで、来年2013年３月31日に「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置にR
P
R
P関する法律」（中小企業金融円滑化法）という法律が、いよいよ期限を迎えるということをご存R
P知でしょうか？ そして、この被災地福島県についても同法延長の特例措置はありません。同法R
P
R
P終了後に「中小企業の倒産が増加する」との懸念の声も多く、来年４月以降、中小企業をめぐるR
P金融情勢の悪化は避けられなくなってきました。
R
P
R
P その対応として、金融庁は2012年４月、内閣府、中小企業庁と連携して「中小企業の経営支援R
Pのための政策パッケージ」を公表し、同法の「出口戦略」として、これまでの「貸出条件変更へR
P
R
Pの対応」から「コンサルティング機能の発揮」に軸足を移しています。
R
P 東日本大震災に直面して、中小企業から地域金融機関に対し、修繕資金などの新規融資からR
P
R
P資金繰りに至るまで様々な相談が寄せられました。そして、地域金融機関は、既存借入れの条件R
P変更に柔軟に応じるなど、中小企業の復興に向けて懸命な支援を行ってきたのです。このようなR
P
R
P背景から、中小企業庁は、意欲ある中小企業に対し、接触頻度を高めることで相互理解を深めるR
Pなど、中小企業とメインバンクとの関係強化を図り地域密着型金融（リレーションシップÉバンR
P
R
Pキング）を推進していこうとしています。その上で、「外部監査を義務付けられていない中小企業R
Pにとって、決算書自体の信頼性を高める取組も必要である」として、中小企業庁と金融庁は、R
P
R
P2012年２月１日に、中小企業の実態やニーズに即した新しい会計ルールを公表しました。これは、
R
P省庁間縦割の壁を取り払い「金融と経営支援の一体的取組」という省庁横断的連携の一環であるR
P
R
Pことにおいても注目されています。
R
P そこで、今月号では、会計を基礎として経営力と資金調達力を強化することを目的とする会計R
P
R
。
Pルールの概要及び総論について取り上げます（各論については次回以降で詳しく見ていきます）
R
Pこれまでご紹介してきました緊急避難的対策としての復興支援策とは異なりますが、中小企業R
P
R
P金融円滑化法期限切れ後の世界を生き抜き、さらに東日本大震災からの復興の礎ともなる重要なR
Pテーマです。
R
P
R
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¬éÆÌÀ±Å±êÜÅp³êÄ«½Aé

〔質問１〕
中小企業向けの新しい会計ルールが公表され

ÆïvÌµsÌêÂÆµÄA½¬AGNÉö\³ê

たと聞きましたが、どのような目的で作られた
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会計ルールなのですか？
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〔質問２〕
どのような経緯で、新しい会計ルールが公表
されることになったのですか？
〔回

答〕
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〔質問３〕
新しい会計ルールは、すべての中小企業が利

ÇðLµAÛIÉ®ðs¤¬éÆÉ¨¢
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用できるのですか？
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〔質問４〕
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新しい会計ルールを活用すると、どのような
効果が得られるのですか？
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〔質問５〕
「経営者に役立つ会計」とは、どのような会
計を意味していますか？

〔質問６〕
「利害関係者とつながる会計」とは、どのよ

〔回

答〕

うな会計を意味していますか？
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〔質問８〕

pjAÂvãiÞEtøàjªw¦³

「実行可能な会計」とは、どのような会計を

êÄ¢Ü·B

〔質問７〕
「実務に配慮した会計」とは、どのような会
計を意味していますか？

意味していますか？
〔回

答〕
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ihttp://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/about/download/0528KaikeiYouryou-1.pdfj
¬éÆôRcïÉéÆÍ»ïuÔæèÜÆßiÄjyQlf[^Wzv
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図１：中小企業の実態（
「中小企業の会計に関する研究会中間報告書」（中小企業庁）
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図２：中小企業を巡る会計の枠組み
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