SMBC (CHINA) NEWS No. 19-15 仮訳
关于公布《海关认证企业标准》的公告
海关总署公告2018年第177号

≪税関認証企業基準≫公布に関する公告
税関総署公告 2018 年第 177 号

现将《中华人民共和国海关企业信用管
理办法》（海关总署令第237号）配套执行的
《海关认证企业标准》（含通用标准和进出
口货物收发货人、报关企业、外贸综合服务
企业单项标准）予以发布，自2019年1月1日
起施行。海关总署公告2014年第82号同时废
止。

ここに≪中華人民共和国税関企業信用管
理弁法≫（税関総署令第 237 号）に関連して
執行する≪税関企業認証基準≫（共通基準お
よび輸出入貨物の荷送人・荷受人、通関申告
企業、対外貿易総合サービス企業の個別基準
を含む）を公布し、2019 年 1 月 1 日より執
行する。税関総署公告 2014 年第 82 号は、
同時に廃止する。
特にここに公告する。

特此公告。
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付属文書 1

附件 1
《海关认证企业标准》
说 明

≪税関認証企業基準≫
説明

一、关于认证标准的分类
认证企业标准分为高级认证企业标准和
一般认证企业标准，每类标准均包括通用认
证标准和根据企业经营类别不同而制定的单
项认证标准，具体包括内部控制、财务状况、
守法规范、贸易安全 4 大类标准。

一、認証基準の分類について
認証企業基準は、高級認証企業基準およ
び一般認証企業基準に分類され、各種基準
は、いずれも共通認証基準および企業の経
営分類に基づき別個に制定した個別認証基
準を含み、具体的には内部統制・財務状況・
コンプライアンス・貿易安全の 4 大分類の
基準を含む。
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認証企業は、共通認証基準およびその実
際の状況に一致した相応する経営分類別の
個別認証基準に同時に合致していなければ
ならない。

认证企业应当同时符合通用认证标准和
与其实际情况相符的相应经营类别的单项认
证标准。

二、关于认证标准的赋分规则
二、認証基準の配点ルールについて
赋分选项分为两种，一是“达标”、“不
配点の選択肢は二種類に分類され、一つ
・
「未到達」で、点数の「0」
・
「-2」
达标”
，对应分值为“0”
、
“-2”
；二是“达标”
、 目は「到達」
“基本达标”、
“不达标”，对应分值为“0”、 に対応する；二つ目は「到達」
・
「基本到達」
・
“-1”
、
“-2”
。
「未到達」で、点数の「0」
・
「-1」
・
「-2」に
対応する。
达标：企业实际情况符合该项标准。该
到達：企業の実際の状況が当該項目の基
项标准中有分项标准（用（1）
、
（2）、
（3）等 準に一致している。当該項目の基準のなか
表示）的，也应当符合每个分项标准。
に項目別基準（（1）・（2）
・（3）などにて表
示）がある場合、各項目別基準にも一致し
ていなければならない。
基本达标：企业实际情况基本符合该项
基本到達：企業の実際の状況が当該項目
标准。该项标准中有分项标准（用（1）
、
（2）
、 の基準に基本的に一致している。当該項目
（3）等表示）的，也应当符合或者基本符合 の基準のなかに項目別基準（（1）
・
（2）
・
（3）
每个分项标准。
などにて表示）がある場合、各項目別基準
にも一致あるいは基本的に一致していなけ
ればならない。
不达标：企业实际情况不符合该项标准。 未到達：企業の実際の状況が当該項目の
该项标准的分项标准（用（1）
、
（2）
、
（3）等 基準に一致していない。当該項目の基準の
（2）・（3）などに
表示）中如有不达标情形的，该项标准即为 なかの項目別基準（（1）・
て表示）に未到達の状況がある場合、当該
不达标。
項目の基準はすなわち未到達とする。
非適用：関連基準を当該経営類別企業に
不适用：相关标准不适用于该经营类别
適用しない場合、税関は、当該項目の基準
企业的，海关不再对该项标准进行认证。
について認証を行わなない。
分支機構に対して認証を実施する場合、
对分支机构实施认证的，每一家分支机
构相关指标的赋分参照以上规则与总公司合 各分支機構の関連指標の配点は、以上のル
ールを参照して本社に合算する。
并计算。
三、关于认证标准的通过条件
企业同时符合下列三个条件并经海关认
定的，通过认证：
（一）所有赋分标准项均没有不达标（-2
分）情形；
（二）内部控制、贸易安全两类标准中
没有单一标准项（用 1、2、3 表示）基本达
标（-1 分）超过 3 项的情形；

三、認証基準の合格条件について
企業が下記の三つの条件に合致かつ税関
から認定を受けた場合、認証合格とする：
（一）すべての配点対象の基準項目に未
到達（-2 点）の状況がない；
（二）内部統制・貿易安全の二つの分類
の基準において、個別基準項目（1・2・3
にて表示）の基本到達（-1 点）が 3 項目を
超過する状況がない；
（三）认证标准总分在 95 分（含本数）
（三）認証基準の合計点が 95 点（95 を含
以上。
む）以上である。
认证标准总分=100+（所有赋分项目得分
認証基準の合計点＝100+（すべての配点
总和）
。
対象項目の得点総数）
（※付属文書 2 以降は仮訳省略）
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关于公布《海关认证企业标准》财务状况类
指标认定标准的公告
海关总署公告 2019 年第 46 号

≪税関認証企業基準≫財務状況類指標
認定基準の公布に関する公告
税関総署公告 2019 年第 46 号

现将《海关认证企业标准》（海关总署
公告2018年第177号）中财务状况类指标的认
定标准公告如下：

ここに≪税関認証企業基準≫（税関総署公
告 2018 年第 177 号）における財務状況類指
標の認定基準について以下の通り公告する：

一、会计信息认定标准
企业申请认证的，应当提交当年度会计
师事务所出具的审计报告；企业重新认证的，
应当提交自成为认证企业或者最近一次重新
认证后每一年度会计师事务所出具的审计报
告。海关按照下列情形对“会计信息”标准
是否达标进行认定：

一、会計情報の認定基準
企業が認証を申請する場合、当年度の会計
士事務所作成の監査報告を提出しなければ
ならない；企業が再認証を受ける場合、認証
企業となったあるいは直近で再認証を受け
た後の毎年度の会計士事務所作成の監査報
告を提出しなければならない。税関は、下記
の状況に基づき「会計情報」基準の到達可否
について認定する：

（一）提交无保留意见审计报告的，该
项标准为达标；

（一）無限定適正意見の監査報告を提出し
た場合、当該基準を到達とする；

（二）提交带保留意见审计报告的，该
项标准为基本达标；

（二）限定付適正意見の監査報告を提出し
た場合、当該基準を基本到達とする；

（三）提交否定意见或者无法表示意见
的审计报告，或者不能提交审计报告的，该
项标准为不达标。

（三）不適正意見あるいは意見不表明の監
査報告を提出した、あるいは監査報告を提出
することができない場合、当該基準を未到達
とする。

二、総合財務状況の認定基準
二、综合财务状况认定标准
（一）
「総合財務状況」の認定基準。
（一）“综合财务状况”认证标准。
税関は、下記の状況に基づき「総合財務状
海关按照下列情形对“综合财务状况”
況」基準の到達可否について認定する：
标准是否达标进行认定：
1.“资产负债率”为达标、“综合分值” 1.「資産負債率」が到達・
「総合ポイント」
为达标的，该项标准为达标；
も到達の場合、当該基準を到達とする；
「総合ポイント」
2.“资产负债率”为达标、“综合分值” 2. 「資産負債率」が到達・
が基本到達の場合、当該基準を基本到達とす
为基本达标的，该项标准为基本达标；
る；
3.“资产负债率”和“综合分值”任意
一项为不达标的，该项标准为不达标。

3.「資産負債率」および「総合ポイント」
のいずれか一項目が未到達の場合、当該基準
を未到達とする；

企业重新认证的，自成为认证企业或者
最近一次重新认证后，每一年度“综合财务
状况”标准应当为达标或者基本达标。

企業が再認証を受ける場合、認証企業とな
ったあるいは直近で再認証を受けて以降、毎
年度の「総合財務状況」の基準は、到達ある
いは基本到達でなければならない。

（二）“资产负债率”和“综合分值”

（二）
「資産負債率」および「総合ポイン
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ト」の認定基準。
1.資産負債率≦95％の場合、到達とする；
資産負債率＞95％の場合、未到達とする。

认定标准。
1. 资产负债率≤95%，为达标；资产负
债率＞95%，为不达标。

2.総合ポイント≧0 の場合、到達とする；
2. 综合分值≥0，为达标；-1≤综合分
值＜0，为基本达标；综合分值＜-1，为不达 -1≦総合ポイント＜0 の場合、基本到達とす
る；総合ポイント＜-1 の場合、未到達とす
标。
る。
総合ポイント＝営業利益率ポイント×
综合分值=营业利润率分值*0.21+净资
产收益率分值*0.21+速动比率分值*0.161+ 0.21＋純資産収益率ポイント×0.21＋当座
现金流动负债比率分值*0.161+资产负债率 比率ポイント×0.161＋現金流動負債比率ポ
イ ン ト × 0.161 ＋ 資 産 負 債 率 ポ イ ン ト ×
分值*0.258。
0.258。
（三）指標の計算公式
1.営業利益率＝営業利益／営業収入純額；

（三）指标计算公式。
1. 营业利润率=营业利润/营业收入净
额；
2. 净资产收益率=净利润/平均净资产
平均净资产=（年初所有者权益+年末
所有者权益）/2；

2.純資産収益率＝純利益／平均純資産
平均純資産＝（年初の純資産＋年末の純
資産）／2；

3. 速动比率=速动资产/流动负债
速动资产=（流动资产-存货）；

3.当座比率＝当座資産／流動負債
当座資産＝（流動資産－棚卸資産）
；

4. 现金流动负债比率=经营性现金净流
量/流动负债；

4. 現金流動負債比率＝経営性キャッシュ
フロー純額／流動負債；
5.資産負債率＝負債総額／資産総額。

5. 资产负债率=负债总额/资产总额。
营业利润、营业收入净额、净利润、经
营性现金净流量为本期金额；流动资产、存
货、流动负债、负债总额、资产总额为期末
值。

営業利益・営業収入純額・純利益・経営性
キャッシュフロー純額は当期の金額とす
る；流動資産・棚卸資産・流動負債・負債総
額・資産総額は期末値とする。

（四）指标分值。
1. 高级认证企业。
营业利润率、净资产收益率、速动比率、
现金流动负债比率大于等于优秀值的为2分、
大于等于良好值小于优秀值的为1分、大于等
于平均值小于良好值的为0分、大于等于较差
值小于平均值的为-1分、小于较差值的为-2
分。

（四）指標ポイント。
1.高級認証企業。
営業利益率・純資産収益率・当座比率・現
金流動負債比率が優良値以上の場合は 2 ポ
イント、良好値以上・優良値未満の場合は 1
ポイント、平均値以上・良好値未満の場合は
0 ポイント、不良値以上・平均値未満の場合
は-1 ポイント、不良値未満の場合は-2 ポイ
ントとする。

資産負債率が優良値以下の場合は 2 ポイ
资产负债率小于等于优秀值的为2分、小
于等于良好值大于优秀值的为1分、小于等于 ント、良好値以下・優良値超過の場合は 1 ポ
平均值大于良好值的为0分、小于等于较差值 イント、平均値以下・良好値超過の場合は 0
大于平均值的为-1分、大于较差值的为-2分。 ポイント、不良値以下・平均値超過の場合は
-1 ポイント、不良値超過の場合は-2 ポイン
トとする。
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2. 一般认证企业。
营业利润率、净资产收益率、速动比率、
现金流动负债比率大于等于良好值的为2分、
大于等于平均值小于良好值的为1分、大于等
于较低值小于平均值的为0分、大于等于较差
值小于较低值的为-1分、小于较差值的为-2
分。

2. 一般認証企業。
営業利益率・純資産収益率・当座比率・現
金流動負債比率が良好値以上の場合は 2 ポ
イント、平均値以上・良好値未満の場合は 1
ポイント、低級値以上・平均値未満の場合は
0 ポイント、不良値以上・低級値未満の場合
は-1 ポイント、不良値未満の場合は-2 ポイ
ントとする。

資産負債率が良好値以下の場合は 2 ポイ
资产负债率小于等于良好值的为2分、小
于等于平均值大于良好值的为1分、小于等于 ント、平均値以下・良好値超過の場合は 1 ポ
较低值大于平均值的为0分、小于等于较差值 イント、低級値以下・平均値超過の場合は 0
大于较低值的为-1分、大于较差值的为-2分。 ポイント、不良値以下・低級値超過の場合は
-1 ポイント、不良値超過の場合は-2 ポイン
トとする。
上述の財務指標の優良値・良好値・平均
値・低級値・不良値の詳細は、付属文書≪各
業種財務指標評価基準値≫を参照のこと。

上述财务指标的优秀值、良好值、平均
值、较低值、较差值详见附件《各行业财务
指标评价标准值》。

特にここに公告する。

特此公告。

付属文書：各業種財務指標評価基準値.xls
（仮訳省略）

附件： 各行业财务指标评价标准值.xls

税関総署
2019 年 3 月 19 日

海关总署
2019 年 3 月 19 日
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