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はじめに 

 

 2008年末、 中国は改革開放政策 30周年の佳節を迎えた。 その間、 中国は外資に対す

る大胆な優遇政策を打ち出し、規制緩和を段階的に進めたこ と で、 3度の対内直接投資

ブームが湧き上がり 、多く の外資系企業を呼び込むこ と に成功した。中国の外資系企業

登録数は 2007年末累計で 28万社を超え、う ち日系企業も 2万 3,000社余り に達してい

る。 この成功により 、中国には輸出の増加、雇用の創出、税収の増加、先端技術の導入

等がもたらされ、 いまや「 世界の工場」 と しての地位を確立するまでになった。  

 こ う した中、米国発の世界金融危機が発生した。特に米リ ーマンブラザーズ社の経営

破たん（ 2008 年 9 月） 以降、 世界各国の景気は急激に冷え込み、 実体経済に大きな打

撃を与えるまでになっている。中国も例外ではない。「 過熱」 が懸念されるほどの高成

長を続けていた経済は、 2008 年は 9％成長と 、 6 年ぶり に 1 桁台の成長にと どまった。

輸出も同年 11月から 4 ヵ 月連続の前年同月比マイナスと なった。  

 世界同時不況により 総需要が急縮小するなかで、世界の工場・ 中国は輸出産業を中心

に事業のさ らなる効率化・ 縮小を余儀なく されている。日系を含む中国進出企業も この

非常事態を乗り 切るための対応策のひと つと して、リ スト ラや事業再編を真剣に検討し

始めている。ジェト ロに日々寄せられる様々な問い合わせのなかでも 、中国における リ

スト ラ 、事業再編に関する規制・ 手続きについての案件が増えており 、情報ニーズが高

まっている。 日中ビジネスの第一線で活躍する弁護士らも 「 2009 年は、 中国進出日系

企業において事業縮小・ 撤退に伴う 事業再編が本格化する」 と の認識を示しており 、そ

の動向に注視していく 必要があろう 。  

 

本調査は、中国における事業再編実務に詳しい「 上海華鐘投資コンサルティ ング有限

公司」 に調査を委託し、実施したものである。中国進出企業の事業再編に関するさまざ

まな個別ケースを事例用に整理・ 統合し、複雑な実務内容を Q&A形式でわかり やすく 解

説した。 本調査が中国ビジネスにかかわる皆様の参考になれば幸いである。  

なお、本調査内容は 2009年 3月中旪時点での関連法規をも と に作成している。今後、

中国の政策決定、法整備等より 、関連法規の新たな公布、修改正が生じる可能性がある。

中国での事業再編を実際に進める場合には、最新の関連法規を必ず確認するよう お願い

したい。  

 

2009年 3月 

日本貿易振興機構 

貿易投資相談センター 
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【設問１】外資来料加工企業の中国国内販売について 

 

Ｑ． 

 広州市内の日系独資生産企業です。これまで日本の親会社から原材料の提供を受け、

来料加工貿易方式により完成品を全量日本に輸出してきました。今後は完成品の一部を

中国国内の企業にも販売していきたいと考えています。これに関する規制、手続き等を

教えてください。 

 

Ａ． 

 2000年 10月の『外資企業法』改正により、外商独資企業に対する輸出義務は撤廃さ

れ、生産品を全量中国国内で販売することも可能となりました。また、現在来料加工貿

易に従事しているとしても、これは生産販売の為の方法論のひとつであり、今後生産品

の一部を中国国内で販売して行くに際して、特に定款において 100％輸出を言及してお

らず、また増資などを伴わないのであれば、定款内容を変更する等の手続きは必要とは

なりません。今回最も注意しなければならないのは、税関での保税加工取引管理上の事

項及び生産設備の扱いについてです。 

 

1. 保税加工取引（来料加工）管理上の注意事項 

(1) 来料加工は原材料の輸入から完成品の輸出までが保税で行われ、これら一連の保

税加工取引は税関によって厳しく管理されています。一方、完成品を中国国内で

販売する取引は、後述の通り、原材料の輸入段階で必要な税金を納付する非保税

取引です。 

(2) 保税取引と非保税取引とは明確に区別しなければならず、生産品の一部中国国内

販売を開始するにあたっては、原材料を輸入通関する時点で保税品と非保税品と

を区別しなければならないほか、保税加工用の生産設備・ライン、生産過程での

保税取引品（原材料・仕掛品・完成品）の在庫置き場をフェンスで囲う等、既存

の保税加工取引について、再度税関の現場検査を受け認可を取得し直す必要があ

ります。 

2. 中国国内販売用の製品を生産する為の生産設備について 

(1) 上述の通り、生産設備についても保税加工用のものを非保税加工用と明確に区別

しなければならず、既存の保税加工用設備の一部を転用するか、あるいは非保税

加工用の生産設備を新たに購入する必要が出てきます。 

(2) 非保税加工用の生産設備を新たに購入する場合 

① 2009 年 1 月より、新しい増値税制度が施行され、内外資の奨励・非奨励、設

備が事務機器か生産用かに関わらず、固定資産投資にかかった仕入増値税は製

品販売時の売上増値税額より控除が認められることになりました。つまり、固

定資産投資時の増値税に関わる企業のコスト負担はゼロ（仕入増値税の一時立
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替は必要）ということになります。 

② 上述①に伴い、2009 年以降に実施する固定資産投資において、『外商投資産

業指導目録』中の奨励類に該当する外資生産型企業に対する税優遇は輸入関税

免除の優遇のみとなります。 

(3) 保税加工（来料加工）用設備の一部を転用する場合：以下のケースが予想されま

すので、設備輸入当初の経緯を確認する必要があります。 

① 来料加工用の輸入設備として免税輸入待遇を受けている場合、転用する設備分

についての関税・増値税を新たに納付する必要があります。 

② 旧『外商投資産業指導目録』に基づき、製品 100%輸出型の許可類企業として免

税輸入待遇を受けている場合、生産設備輸入時に納付した関税・増値税につい

て、設備転用後の残余年数分[（5年－経過年数）×納付済み関税・増値税／5]

の還付を放棄しなければなりません。 

③ 旧『外商投資産業指導目録』に基づき、奨励類企業に認定されて関税・増値税

の免税輸入待遇を受けているのであれば特に税金の納付等は必要となりませ

ん。 

3. 生産品を中国国内で販売するに当たり納付が必要となる税金 

 来料加工は保税取引の一形態であり一切課税はありませんが、生産品の一部を中

国国内にて販売する取引に対しては以下の税金が課税されます。 

(1) 原材料輸入時；関税と増値税が課税されます。 

① 関税：原材料輸入（CIF）価格×関税率 

② 増値税：（原材料輸入（CIF）価格＋関税額）×増値税率 

(2) 製品国内販売時；販売額×増値税率と上記(1)の②との差額を所管の税務局にて

納付します。 

(3) 関税率は輸入品の種類により異なります。増値税率は販売時、仕入時共に 17%ま

たは 13%です。 

(4) 関税は企業のコストとなりますが、製品販売先からは上記(2)の増値税込みで代

金を受領しますので、増値税に関して企業のコスト負担は発生しません。 

4. 保税物流園区あるいは香港を利用しての中国国内販売 

上述したのは生産品を直接中国国内向に人民元建で販売するケースについてで

す。 

一方、日本の加工委託元企業が上海等の保税物流園区内に倉庫を賃借する、ある

いは香港を利用して、来料加工による完成品を保税物流園区あるいは香港向けに輸

出させ（納品を保税物流園区内倉庫または香港渡しとし）、委託元企業が中国向け

に一部の完成品を再輸出する（実際の貨物は中国内企業が保税物流園区または香港

から再輸入する）という形態を採れば、既存の来料加工取引を従来通り継続しなが

ら（上記 1～4 にて述べた事項を気にすることなく）一部の完成品を中国国内に販

売できるようになります。 
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但し、この場合、貨物の物流を来料加工企業→保税物流園区（または香港）→中

国国内企業とすることで、貨物を日本まで輸送する必要は無くなるものの、中国国

内企業への販売は外貨建でしか行えず、また、保税物流園区（または香港）での倉

庫賃借料や貨物のハンドリングチャージを考慮して取引全体が採算に合うかどう

かについても検討が必要です。 

5. 商業（卸売り）機能の付加 

外資生産型企業が中国国内にて販売できるのはあくまで｢自社生産品｣です。 

｢自社生産品｣とは、当該外資生産型企業自身が生産する製品のことを指し、親会

社の生産品であっても、これを輸入して何の加工も施さないまま中国国内で転売す

る行為は、外資生産型企業の経営範囲逸脱となります。これを可能とする必要があ

れば、『外商投資商業領域管理弁法』に基づき、商業（卸売り）機能の経営範囲を

追加することで、｢自社生産品｣との同類商品については、親会社や他社での生産品

を輸入して（もしくは中国内で仕入れて）中国内に販売することが可能となります。 

 

＜主な関係法令等＞ 

外資企業法：2000年 10月 31日改定公布、施行 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-01/04/content_9181.htm 

外商投資産業指導目録：2007年 10月 31日改定公布、同年 12月 1日施行 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/t20071107_171058.htm 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/W020071107537750156652.pdf 

外商投資商業領域管理弁法：2004年 4月 16 日公布、同年 6 月 1日施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-01/04/content_9181.htm
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/t20071107_171058.htm
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/W020071107537750156652.pdf
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236
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【設問２】広東省における来料加工工場の現地法人化について 

 

Ｑ． 

 香港にある現地法人が広東省内の来料加工工場に生産委託する「華南型加工貿易」を

実施しています。最近の外部環境の変化を受け、この来料加工工場を現地法人化したい

と考えていますが、どのような手続きが必要か教えてください。 

 

Ａ． 

 広東省対外貿易経済合作庁等の 11 部門連名による『来料加工企業の現地生産を停止

せず会社形態を変更するに関する操作ガイド』が 2008 年 8 月 5 日付けにて公布されま

した。東莞市では詳しい実務操作指南も公表されています。以下 2～3 にこの『操作ガ

イド』等に記載された内容を取りまとめて紹介します。 

 

1. いわゆる｢華南型来料加工工場｣とは 

｢来料加工｣とは、外国企業が原材料を無償提供し、加工後の製品を無償で引き取

り、加工賃を支払うことで決済する加工貿易方式のひとつです。これに対して、原

材料と製品を有償で売買することにより行う加工貿易方式が｢進料加工｣です。 

｢来料加工｣や｢進料加工｣は外商投資企業の生産加工方式としても広く用いられて

いますが、これとは別に、深セン市や東莞市を中心とする華南珠江デルタ地域では、

この地区に独特の形態での｢来料加工｣取引が行われて来ました。このいわゆる｢華南

型来料加工工場｣においては、工場建屋と労働力は全て中国側（地元の区鎮村）より、

生産設備と原材料は全て外国側（主に在香港の企業）より無償提供され、中国側よ

り派遣された工場長が、税関での通関手続きや中国側との連絡調整を担当しますが、

経営管理全般を外国側企業が支配し、見た目には外商投資企業と何ら違いはありま

せん。 

しかしながら、｢華南型来料加工工場｣に対しては、工商行政管理局より、企業法

人の営業許可証に代わるものとして｢広東省対外来料加工特准営業証｣（企業名称、

加工範囲、責任者、住所、有効期限を記載）が便宜的に発行されるものの、あくま

で企業としての法人格は存在しません。いわば中外双方が工場建屋や生産設備等を

投資条件として無償提供することにより実務運用上成り立って来たものです。この

ような実態について、｢華南型来料加工工場｣は中国の改革開放初期において香港－

華南経済圏の発展に大いに貢献してきましたが、中国の法律法規の整備規範化に伴

って、外資による｢名義借り｣的なその存在の法的曖昧さが最近問題視されているも

のです。 

2. 来料加工工場から外商投資企業への転換実務フロー 

(1) 外商投資企業の名称仮登記 

(2) 環境汚染の懸念のある企業；環境保護局での企業類型変更に対する批准文書の
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取得。 

(3) 来料加工工場の生産許可証に対する関連部門の外資転換事前同意書の取得 

① 危険化学品生産企業；市級の安全生産監督管理局からの変更手続き同意書

の取得。 

② 薬品生産企業；広東省食品薬品監督管理局からの変更手続き同意書の取得。 

(4) 制限分野での外商投資企業の設立に関わる事前審査手続き 

① 印刷業企業；広東省新聞出版管理局の批准文書の取得 

② 外資制限類企業あるいは個別規定項目；プロジェクト建議に対する発展改

革局等の関連政府部門からの事前批准回答書の取得。 

(5) 外商投資企業の設立審査批准、会社設立登記；｢開業準備中｣と記載された営業

許可証取得。 

(6) 外貨管理局、税務局での諸登記等の手続き 

① 外貨管理局での外貨登記；上記(5)での営業許可証取得後 30日以内に要実施。 

② 税務（国税、地税）局での税務登記；上記(5)での営業許可証取得後 30日以

内に要実施。国税登記と同時に一般納税人認定に関わる申請も同時提出。 

(7) 検験検疫局での手続き 

① 登録登記手続き 

② 設備に対する監督管理解除（検験証書）と財産鑑定（財産鑑定証書）の取得 

(8) 税関での手続き 

① 登録登記手続き 

a) 税関登記 

b) 減免税待遇に関する来料加工企業の形態転換手続き 

c) 加工貿易契約の登録 

② 来料加工企業の設備の保税移管申請 

(9) 外商投資企業名義での加工貿易契約の締結に対する外経貿部門の認可取得 

(10) 来料加工工場での残余原材料及び生産設備の外商投資企業への移管の実施 

(11) 来料加工契約の終了に対する外経貿部門の認可取得 

(12) 来料加工企業の税務（国税、地税）局、税関、検査検疫局での登録抹消手続き 

(13) 工商行政管理局での来料加工企業の登録抹消手続き 

(14) 工商行政管理局での外商投資企業の正式営業許可証取得 

(15) 上記(3)の生産許可証および上記(6)、(7)-①、(8)-①の変更手続き 

3. 上記形態変換手続きの関連事項 

(1) 同一の登記場所での外資への形態転換前後で、操業継続上異なる新旧二つの名

称を用いることが認められます。但し、外経貿主管部門が外商投資企業の設立

を認可した日より 6 ヵ月以内に来料加工企業の抹消までの手続きを完了しなけ

ればなりません。 

(2) 外商投資企業の設立後、外国側出資者は登録資本金を納付します。中国の現物
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出資に関連する規定に基づいて、来料加工工場にて使用されていた設備等の現

物で出資することも可能です。 

(3) 外商投資企業の税関登記後原則 3 ヵ月以内に、来料加工企業の抹消までの手続

きを完了させなければなりません。この間は、外商投資企業と従前の来料加工

工場とが同時に輸出入等の業務を行うことができます。 

(4) 関連規定に合致する外国企業が提供した無償貸与設備と加工貿易用の保税原材

料は形態転換後の外商投資企業に直接移管することができ、関連設備の監督管

理期限は当初の輸入時点より起算されます。 

(5) 形態転換後の企業の経営範囲、生産規模、工場の構造等に変化が無いことを前

提として、従前の来料加工工場が取得した資質証書や生産能力証明は引き続き

有効であり、工場関連で既に審査に合格して取得した消防の意見書や検収意見

書についても再取得の必要はありません。 

4. 『税関総署 2008 年 103 号公告』により、2008 年 12 月 31 日以前に既に加工貿易の

登録を行い、2009 年 6 月 30 日以前に税関に輸入申告し、従前の関連免税規定の範

囲に符合する場合は、関税と増値税の徴収は引き続き免除されます。しかし、上述

の通り来料加工企業から外商投資企業への形態転換を完了するまでにはかなり多

くの手続きを経なければならず、かなり周到に確認・準備をしたうえで申請作業に

着手する必要がありそうです。 

 

＜主な関係法令等＞ 

来料加工企業が現地生産を停止せずに会社形態を転換することに関する操作ガイド（粤

外経貿加字[2008]7 号）：2008年 8月 5日公布、施行 

http://www.gzboftec.gov.cn/articles/2008-8/25290.htm 

東莞市の来料加工企業が現地生産を停止せずに三資企業に転換することの関連作業に

ついての通知（東外経貿[2008]40 号）及び同付属資料：東莞市の来料加工企業が現地

生産を停止せずに三資企業に転換する為の操作フローと手引き：2008年 6月 23日公布、

施行 

http://www.dgboftec.gov.cn/call_board/detail.asp?ID=667 

http://www.dgboftec.gov.cn/call_board/download/08070701.doc 

一部の輸入税収優遇政策について相応する調整を行うことに関する公告（税関総署

2008年第 103号公告）：2008年 12月 31 日公布、2009 年 1 月 1日施行 

http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab518/info155972.htm 

国務院の輸入設備税収政策調整に関する通知（国発[1997]37 号）：1997 年 12 月 29 日

公布、1998年 1月 1日施行 

http://www.gzii.gov.cn/right2/zwxx/0jsgz/cyzc/001.htm 

http://www.gzboftec.gov.cn/articles/2008-8/25290.htm
http://www.dgboftec.gov.cn/call_board/detail.asp?ID=667
http://www.dgboftec.gov.cn/call_board/download/08070701.doc
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab518/info155972.htm
http://www.gzii.gov.cn/right2/zwxx/0jsgz/cyzc/001.htm
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【設問３】外資系独資生産企業の生産業務終了と販売業務の付加について 

 

Ｑ． 

 上海市の日系独資生産企業です。製造製品の売れ行きがよくないため、製造設備を売

却して、同社での生産を終了しようと検討しています。ただ、同社は日本の親会社が生

産する製品を中国で販売することで維持できればと思っています。どのように進めてい

けばよいのか、関連規制・手続き等を教えてください。 

 

Ａ． 

本来生産型企業にて販売できるのは｢自社生産品｣、つまり 当該生産型企業にて生産さ

れた製品に限られ、たと えその出資者が生産した製品であっても 、これを仕入れて何ら

の加工も行わずに販売するこ と はできませんが、『 外商投資商業領域管理弁法』 および

『 外商投資商業企業の手引き』 に基づき、既存の経営範囲に卸売り と 輸出入の業務を追

加すれば、 生産型企業が他社生産品を購入して販売するこ と も可能と なり ます。  

但し、 2008年末まで存在した各種の税優遇策は外資生産型企業にのみ与えられたも

のであり 、商業機能の追加により 商業行為による売上げが主と なるよ う であれば、税務

上の生産型企業と しての前提が崩れるこ と になり 、過去に享受した税優遇を返上しなけ

ればならなく なる等の点に留意しなければなり ません。  

 

1. 登記場所について 

商業機能を追加した後、生産を完全に止める場合でも登記場所は従来の工場で問

題あり ませんが、 生産を停止して生産設備を売却してしまう のであれば、 何千㎡も

の執務スペースは必要無く なり ますので、 賃借料を削減するために会社登記場所を

一般の商業オフィ スビルに変更するこ と もあり ます。 この場合、 登記変更予定地の

所管税務局が従来の工場所在地の税務管轄と 異なる場合は、 移転元の税務当局が税

務登記の移転をなかなか認可してく れないと いう 実務上の困難が予想されます。  

2. 生産型企業の経営範囲拡大に係る資料および手続きの流れ 

経営範囲拡大に必要な手順と 提出書類は以下の通り です。  

(1) 所在地の商務部門にて、 経営範囲変更に関する認可回答書の取得および批准証

書の改定申請を行う 。  

① 経営範囲変更に関する申請書（ 様式適宜）  

② 経営範囲および定款変更に関する董事会議事録 

③ 定款改訂協議書および定款の改訂前と 改訂後の対照表 

④ 経営範囲変更に関するフィ ージビリ ティ スタディ (F/S)報告書 

⑤ 元の批准証書と 営業許可証 

(2) 所在地の工商行政管理局にて営業許可証の変更登記申請を行う 。  

① 外商投資企業変更登記申請書(所定フォーム) 
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② 経営範囲（ 定款） 変更に関する董事会議事録 

③ 定款改訂協議書および定款の改訂前と 改訂後の対照表 

④ 従前の営業許可証 

⑤ 商務部門から受領した経営範囲変更同意に関する認可回答書と 新しい批准

証書 

3. 生産型企業が商業領域の経営範囲を追加する場合の留意点 

(1) ｢二免三減半｣等の旧『 企業所得税法（ 外国企業と 外商投資企業所得税法） 』 下

で享受した税優遇を返上しなければならなく なる可能性があり ます。  

① 『 外商投資企業が生産型業務と 非生産型業務を兼営する際の税制優遇措置

に関する通達』 および『 外商投資商業企業の手引き』 において、 ｢既に設立

された生産型外商投資企業が批准を経て仕入れ・ 販売を経営範囲に追加し

た場合、 企業が利益を計上した年度より 免税減税期間内において、 生産に

よる売上高が全売上の 50％を超えた際には、企業は申請を行い主管税務機

関の認可を受け、その年度の免税減税優遇措置を受けるこ と ができる ｣と さ

れています。  

② 旧『 企業所得税法』 では、 ｢二免三減半｣を享受するこ と のできる条件と し

て、｢経営期間 10年以上の外商投資生産型企業｣であるこ と が規定されてい

ました。上記①の意味すると ころは、設立より 10年を経ずして、商業行為

による売上が全体売上の 50％を超えた場合には、 既に享受した｢二免三減

半｣を返上しなければならなく なると いう こ と です。  

③ 但し、 上記の 50％ルールはあく まで税優遇を享受する為の基準であり 、 商

業行為による売上が 50％を超えるこ と が違法と いう こ と ではあり ません。

つまり 、 税制優遇を放棄する (或いは過去の優遇を返上する )こ と に問題が

なければ、全体売上げの 50％を超えて仕入販売をするこ と も全く 問題あり

ません。  

(2) ｢奨励類｣企業が免税で輸入した生産設備は、輸入より 5年間は税関の監督管理

下にあり 、5年を経ずして中国国内で売却する場合には、当初免除された関税・

増値税について、 未経過年数に対応する分を追納しなければなり ません。  

4. 経営範囲拡大の場合の取扱品目について 

生産型企業において追加するこ と のできる商業領域の経営範囲は、現経営範囲中

に記載された生産品目の｢同類商品｣に関わる卸売り と 輸出入です。例えば、アパレ

ル品生産と いう 経営範囲の生産型企業においては、経営範囲を拡大して他社生産の

アパレル品は仕入販売ができるよ う になるものの、化学品や食品を仕入販売するこ

と はできないと いう こ と です。  

5. 新規商業企業の設立と既存生産型企業の清算 

上記 1、 3、 4の通り 、生産型企業において自社生産品以外の品揃えを拡充すると い
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う 意味では、 生産型企業が商業領域の経営範囲を拡大するこ と は有効です。 しかし 、

過去に享受した税優遇を返上しなければならなく なる点は生産型企業を清算する場

合にも同じこ と であり 、生産型企業から生産行為を全く 無く し 100％商業行為を行お

う と するのであれば、商業行為に関わる経営範囲（ 取扱い品目） を一から設定できる

と いう 点で、新規に商業企業を設立すると 共に既存の生産型企業を清算すると した方

がかえって有利になるケースも考えられます。  

 

＜主な関係法令等＞ 

外商投資商業領域管理弁法（商務部 8号令）：2004 年 4月 16日公布、2004 年 6月 1

日施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236 

外商投資商業企業の手引き：2005年 9月 1日公布 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/zhengcejd/bm/200512/20051201036210.html 

外商投資企業が生産型業務と非生産型業務を兼営する際の税制優遇措置に関する通

達：1994 年 9月 19 日公布、1994年 1月 1日遡及施行 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/bg/200508/20050800269501.html 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/zhengcejd/bm/200512/20051201036210.html
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/bg/200508/20050800269501.html
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【設問４】親会社の合併に伴う中国現地法人の整理統合について 

 

Ｑ． 

 日本の親会社Ａ社が同業他社Ｂ社と合併したことにより、Ａ、Ｂ各社が上海にもつ現

地法人を統合する計画があります。どのように進めていけばよいのか、関連規制・手続

き等を教えてください。 

 

Ａ． 

Ａ、 Ｂ 各社の上海現地法人の統合方法と しては、①合併、②合弁会社設立、③資産買

収＋清算（ 一方の会社が有する資産を他方に譲渡し、資産譲渡側の会社を清算する方法）

の三通り が考えられ、債権・ 債務の継承方法が異なるこ と が最大の相違点です。両社の

間に資本関係が無い場合には、債務の継承を避ける為に合併を敢えて選択しないこ と も

一案ですが、今回の場合、両社の親会社が合併したと のこ と で、上海現地法人も合併さ

せるのが最も素直な考え方であろう と 思われます。  

 

1. 合併の要点と他の統合形態との相違点 

(1) 合併には、 吸収合併と 新設合併の２ 通り の方法があり ますが、 いずれの場合に

も 、 被合併企業の解散を伴います。  

(2) 合併において出資比率・ 出資額等の関係は「 １ +１ =２ 」 の関係であり 、 合併後

の登録資本金は、元の企業の登録資本金の総和となります。ゆえに、 中外合弁

企業と 独資企業が合併する場合、存続会社は自動的に中外合弁企業と なり ます。 

(3) 合併と 他の統合方法と の最大の相違点は債権債務の継承方法です。  

① 合併の場合、 被吸収会社の債権債務は存続会社に全て継承されます。  

② 合弁会社設立の場合、 合弁当事者の有する債権債務と 合弁会社と は完全に

切り 離されますが、 親会社を同じ く する当事者企業２ 社、 合弁会社の３ 社

が存続・ 存在するこ と になり 、 拠点を統合するこ と にはなり ません。  

③ 資産買収＋清算の場合、 買収側の企業は被買収企業における優良資産のみ

を選択・ 買収するこ と ができます。 被買収企業は、 会社清算過程において

資産売却代金を負債の返済に充当しますが、 被買収企業が従前より 債務超

過状態にあるよ う な場合には、 優良資産の売却代金だけでは負債を返済し

切れず、 外資系企業では特別清算による債務の踏み倒しは通常認められま

せんので、 被買収企業の親会社が債務を肩代わり せざるを得ないケースも

考えられます。  

2. 合併手続き全般と主な留意点 

項 目 吸収合併 新規企業設立合併 

定 義 
一方の企業が他の企業を吸収

し、吸収する企業を存続会社とし

2社以上の企業が合併して1社と

なり、当該新設企業を存続会社とし
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て、吸収される企業は解散する。 て、合併に参加する各企業は解散す

る。 

審査認可 

部門 

(1) 初期審査、正式審査のいずれにおいても、先ず被吸収会社管轄の

商務部門での審査認可を経て、存続会社（新設合併の場合には新

設会社）所在地の商務部門が審査認可を行う。 

(2) 合併後の総投資額が管轄商務部門の認可権限を超える場合は、具

体的権限を持つ商務部門が審査認可を行う。 

申請者 存続会社 合併各社の協議にて選んだ1社。 

合併条件 
(1) 出資者は定款の規定に従い、出資額を全額払い込み済であること。 

(2) 実際に生産、経営を開始していること。 

企業設立日 
吸収する企業の設立日 

＝合併後の企業設立日。 

合併後の新規設立企業の設立日 

＝合併後の企業設立日。 

申請に必要

な書類 

① 合併前各企業の法人代表者が調印した合併申請書と合併協議書 

② 合併前各企業の合併に関する董事会議事録 

③ 合併前各企業の契約書、定款 

④ 合併前各企業の批准証書及び営業許可証のコピー 

⑤ 法定機関が発行した合併前各企業の出資監査報告書 

⑥ 合併前各企業の貸借対照表と資産リスト 

⑦ 合併前各企業の前年度の会計監査報告書 

⑧ 合併前各企業の債権者リスト 

⑨ 合併後の契約書、定款 

⑩ 合併後の董事会成員リスト 

⑪ 審査機関が要求するその他の資料 

所要期間 

（概算） 

(1) 初期審査認可：被吸収会社管轄の商務部門での被吸収企業の解散に

対する初期審査認可と存続会社（または新設会社）所在地の商務部

門での合併に対する初期審査認可＜30～60日＞ 

(2) 新聞誌上にて合併公告を一回掲載＜45日間＞ 

(3) 既知の債権者への通知と債権確認書の取得＜上記(2)と並行実施＞ 

(4) 上記(1)の商務部門における正式審査認可＜30～60日＞（但し、商務

部による直接審査認可の場合：180日） 

(5) 存続会社（または新設会社）に対する｢批准証書｣取得＜3日＞ 

(6) 合併帳簿の処理と監査＜15日＞ 

(7) 出資監査と出資証明書の発行＜15日＞ 

(8) 被吸収会社の税務登記、税関登記抹消＜2.5ヶ月＞ 

(9) 存続会社（または新設会社）の｢営業許可証｣取得と被吸収会社の｢営

業許可証｣取消＜20日＞ 

(10) 被吸収会社のその他各種登記抹消＜1.5ヶ月＞ 
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(11) 存続会社（または新設会社）のその他各種登記変更＜2.0ヶ月＞ 

3. 実務上よく遭遇する問題点 

(1) 被吸収会社と 存続会社（ または新設会社） の所在地が異なる場合には、 被吸収

会社の解散認可と 税務登記の抹消手続きにおいて、 なかなか管轄の商務部門の

認可及び税務部門の同意が得られないケースが良く あり ます。  

(2) 債権債務と 同様、 被吸収会社と 従業員と の間の労働契約も存続会社（ または新

設会社） に継承されますが、 所在地が異なる等の理由により これを引き継ぐこ

と ができない場合には、 『 労働契約法』 に従って、 所定の経済補償金を支払っ

て、 被吸収会社の従業員と の労働契約を解除する手続きを行わなければなり ま

せん。  

(3) 総投資額と ｢投注差｣について： 合併後の存続会社（ または新設会社） の総投資

額は、 単純に合併対象会社の元の総投資額の和と なり ます。 合併後の存続会社

（ または新設会社） の資本金額に対応する最大の総投資額を新たに設定するこ

と で、 外債登記を要する外貨借入の限度額を決める投注差（ ＝総投資額と 登録

資本金の差額） を拡大できるわけではあり ません。  

(4) 会計監査報告書について： 合併要件と して対象会社の「 会計監査報告書」 が必

要であるこ と から 、 合併対象会社が新設企業である場合には、 尐なく と も一回

の決算期を経て会計監査報告書ができあがるまで合併申請を待たざるを得ませ

ん。  

(5) 輸出に伴う 仕入増値税の還付について： 被吸収企業の輸出外貨回収と 照合消込

み、 輸出に伴う 仕入増値税還付が終了するまで、 被合併企業の税務や税関の抹

消手続きが完了できず、 全体のスケジュールに影響します。  

 

＜主な関係法令等＞ 

外国投資企業の合併と分社に関する規定：2001 年 11月 22日公布、施行 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm 

外国投資者の国内企業合併買収に関する規定：2006 年 8 月 8 日改定公布、同年 9 月 8

日施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12305 

 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12305
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【設問５】外資系企業同士が出資する合弁企業の設立について 

 

Ｑ． 

 山東省青島市内の日系独資企業Ａ社です。江蘇省昆山市内にある台湾系独資企業Ｂ社

と青島のＡ社敷地内で合弁会社を設立したい。関連規制・手続き等を教えてください。 

 

Ａ． 

外商投資企業の国内投資に関してかつて存在したいく つかの制限・ 規制を撤廃する

旨の通知が、 2006 年に国家工商行政管理局より 発表されました。 これにより 工商行政

管理局ベースでは外商投資企業の国内投資行為が完全自由化されました。  

また、今回のよう に外商独資企業同士が出資者と なって合弁会社を設立する場合、設

立される合弁会社は、工商行政管理上内資企業と して登記されますが、通常の外商投資

企業設立と 同じ審査認可手続きを経なければなり ません。  

 

1. 外商投資企業の国内投資に関わる制限・規制の有無 

(1) 外商投資企業の国内投資は『 外商投資企業国内投資に関する暫定規定』 の第 5

条により 、登録資本金が全て払い込まれていない企業、累損が解消されず黒字

になっていない企業、 経営に法律違反行為が見られる企業――の 3 項目にあて

はまる企業は国内投資ができないと 規定されていました。また、これらの条件

を全てク リ アして国内投資する場合も 、 第 6 条により ｢国内投資額が自身の純

資産額の 50％を超えないこ と ｣と 規定されていました。  

(2) その後、『 「 外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題

についての執行意見」 実施に関する通知』 が国家工商局より 公布され、 その第

2項(三)において「 外商投資企業の国内投資資格について、 会社登記機関は関

連する投資資格証明審査を行わない。『 外商投資企業国内投資に関する暫定規

定』 の第 5条と 第 6条は実施しない。 」 規定され、 全国の工商局ベースでは上

述(1)にある外商投資企業の国内投資を制限していた制限・ 規制はすべて廃止

され、 外商投資企業の国内投資は完全に自由化されました。  

(3) 但し、 2006年の上記『 通知』 は、 国家工商局名義で発行されたものであって、

商務部門からの当該制限・ 規制の取消に関する通知は何ら出されておらず、事

実上海市商務委員会は｢赤字の外商投資企業による国内投資は認可しない｣と

明言しているよう に、地域によっては、商務部門が引き続き従来の規定を適用

し、 赤字企業の国内投資を認めない可能性があるこ と には注意が必要です。  

2. 既存企業の敷地内で会社を設立する場合の留意点 

中国において企業を設立する場合、原則として独立した会社登記場所を確保しなけ

ればなりません。すなわち、会社設立登記時には、会社登記場所を証明する根拠とし

て、物件家主との賃貸借契約書、土地使用に関する協議書または国有土地使用権譲渡
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協議書の提出が必要となります。また、既存企業の敷地内で会社を設立する場合には、

更地のままでの土地使用権の賃貸は不可であること、敷地の一部を合弁会社に譲渡す

る場合の現所有者から合弁会社への直接譲渡は認められず、国土資源局を経由して譲

渡取引を行わなければならないことには注意が必要です。 

従って、このような場合、既存企業が合弁会社の為に工場建設し、底地の土地使用

権と一体で合弁会社にこれを賃貸する、または、既存工場の一部を“間貸し”するこ

とになりますが、一般の生産型企業は不動産賃貸ができる経営範囲を通常有しており

ませんので、上記賃貸を行うに当たっては、既存企業が当該合弁会社の為の不動産賃

貸に関わる経営範囲を事前に取得することも必要になって来ます。 

3. 合弁会社設立手続き 

 外商独資企業同士の出資により 設立される合弁会社は、工商行政管理上、内資企業と

して設立登記がなされますが、設立登記を行う 前に、通常の外商投資企業設立の場合と

同じく 、会社定款や F/S等の必要資料を提出して所在地の商務部門での審査認可を受け

なければなり ません。つまり 、登記上は内資企業の扱いであっても 、外資政策上、外資

の参入が制限される分野への投資は認められないと いう こ と になり ます。  

また、内資企業の扱いを受けるこ と で、外資に対する税優遇も享受できなく なるこ と

から 、かつては純粋外国資本を 25%以上入れるこ と で外資と しての体裁を確保するこ と

が良く 行われましたが、新『 企業所得税』 の施行により 、外資系企業に対する税優遇は

全て撤廃されましたので、 現在ではその必要性は無いと いう こ と になり ます。  

 

＜主な関係法令等＞ 

外商投資企業国内投資に関する暫定規定：2000 年 7月 25 日公布、同年 9月 1日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20000725_17625.htm 

外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意見」

実施に関する通知（ 工商外企字[2006]第 102号)：2006 年 5 月 26日公布、施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20060613_18893.htm  

 

 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20000725_17625.htm
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20060613_18893.htm
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【設問６】合弁から独資経営への転換について 

 

Ｑ． 

 日系合弁企業Ａ社。対中進出した当時は外資規制により合弁での会社設立となりま

したが、現在では独資でも進出ができるようになっています。今後、Ａ社は中国側の出

資分を買い上げ、独資企業として再出発したいと考えています。どのような手続きが必

要でしょうか？ 

 

Ａ． 

 中外合弁企業において、日本側出資者が中国側出資者の出資権を買収し、独資企業化

するには以下の手続きを経る必要があります。中国側出資者が国有企業である場合ある

いは国有資産監督管理局の管轄下にある企業の場合には手続きが煩雑になります。 

 

1. 出資持分の買収に関わる手続き全体の流れ 

(1) 出資持分買収価格等の買収条件交渉と出資権譲渡協議書の締結 

(2) 出資権譲渡と これに伴う 定款変更に関するＡ社董事会の決議 

(3) 出資権譲渡と企業形態の変更に必要な各種申請書類の作成準備 

(4) Ａ社所在地の工商行政管理局での新企業名称の仮登記実施 

(5) Ａ社所在地の商務部門に対する出資持分譲渡申請と｢認可回答書｣および｢批准

証書｣取得 

(6) Ａ社所在地の工商行政管理局での中外合弁から独資への変更登記と ｢営業許可

証｣取得 

(7) 日本側出資者より 中国側出資者に対する出資権買収代金の支払い 

(8) 出資権譲渡代金受領に対する中国側出資者の公認会計士事務所による出資監

査 

(9) 中国側出資者からの｢出資証明書｣の回収と日本側出資者への新たな｢出資証明

書｣発行 

(10) 外貨登記、税務（国税・地税）登記、税関登記等の諸登記変更 

2. 出資持分の買収条件交渉における留意点 

(1) 出資持分の買収価格の算定 

中国側出資者が国有企業である場合あるいは中国側出資者に国有企業が含ま

れるケース等、中国側出資者が国有資産監督管理委員会の監督管理下にある企業

の場合、必ず国有資産評価資格を有する公認会計士事務所の純資産評価額に基づ

いて、出資持分の買収価格を算定しなければならず、買収価格は原則当該会計士

事務所の評価額の 90%を下回ってはなりません。 

また、この場合、上記以外に中国側出資者の所属する国有資産監督管理委員会

への申請と同意が必要となるほか、日中の既存出資者間での出資権譲渡に合意し
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ていたと しても 、部外者である第三者に対しても買収に名乗り を上げる機会を与

える意味合いから 、買収対象の出資権について地元の「 産権交易所」 にて公開入

札を実施しなければならず、形式上、日本側出資者がこれに応札・ 落札して初め

て中国側出資者と の出資権譲渡協議書が締結できるこ と になり ます。  

上記以外の場合には、買収価格の算定に当たって第三者評価を実施するかどう

かは制度上任意であり、出資権譲渡当事者間で決定することができます。なお、

第三者評価を実施する場合の評価方法については、純資産評価法のみならず、デ

ィスカウントキャッシュフロー（DCF）法による評価等も可能ではありますが、

今のところ割引率の設定根拠となる客観データを十分に入手することのできる

状況ではないため、大部分のケースでは純資産評価法が採用されています。 

(2) 既存の債権・債務の処理 

Ａ社における既存の債権・債務（剰余金又は繰越損失を含む）は基本的にＡ社

がそのまま継承し、これに見合う分を買収価格に反映させることで、出資権譲渡

に当たって、中国側出資者が一部債務を弁済する必要はありません。 

一方、多額の繰越損失を抱えているような企業や債務超過の企業においては、

これら繰越損失の評価を買収価格に反映させれば買収価格はマイナスになりま

すが、ゼロ以下の譲渡価格は通常認可されない為、譲渡価格を 1元や 1ドル等と

し、代わりに元の出資比率に応じて中国側出資者の責任でＡ社の一部債務を弁済

させる等の交渉が必要となります。 

3. 出資持分の買収手続きに関わる主な必要提出書類 

(1) 商務部門に対する出資持分譲渡申請 

① 出資権譲渡に関する申請書(様式自由) 

② 出資権譲渡と 定款変更に関わる董事会議事録 

③ 出資権譲渡当事者間で締結した出資権譲渡協議書； 譲渡する出資額、 譲渡

価格、 出資者の変更と 権利・ 義務の承継、 協議書の発効、 定款変更箇所等

につき記載 

④ 独資企業の定款改訂協議書および定款修正前と 修正後の対照表 

⑤ 出資権譲渡前の批准証書および営業許可証 

(2) 工商行政管理部門における変更登記 

① 変更登記申請書（工商局所定フォーム） 

② 出資権譲渡と 定款変更に関わる董事会議事録 

③ 新企業名称の仮登記確認書 

④ 独資企業の定款改訂協議書及び定款修正前と 修正後の対照表 

⑤ 出資権譲渡に関する商務部門の｢批准回答書｣および｢批准証書｣ 

⑥ 出資権譲渡前の批准証書及び営業許可証(正本) 

4. 新しい｢営業許可証｣取得後の手続き：上記 1-(7)～(10)について 

日本側出資者より 中国側出資者に対し出資権買収代金を支払った後、 中国側出資者
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よ り 元の｢出資証明書｣を回収し 、 日本側出資者に対して買収後の出資金額での｢出資

証明書｣を発行します。 これは法定事項ではあり ませんが、 株式を発行しない有限会

社においては、出資先企業（ Ａ社） が発行する ｢出資証明書｣が出資の事実を証明する

唯一の書類であり 、 実施されるこ と をお薦めします。  

また、上記 1-(8)にある ｢出資権譲渡代金受領に対する中国側出資者の公認会計士事

務所による出資監査｣についても法定必要事項ではなく 、 当事者間での判断により 実

施せずと も問題あり ませんが、 ｢出資証明書｣の回収、再発行の為の根拠を確保する為

には理屈上実施が必要です。  

 

＜主な関係法令等＞ 

外商投資企業の出資者持分変更に関する若干の規定：1997 年 5月 28 日公布、施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20020325_17618.htm 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20020325_17618.htm
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【設問７】現地法人の出張所開設について 

 

Ｑ． 

 上海の現地法人の出張所を深圳に開設したいが可能かどうか教えてください。 

 

Ａ． 

2006 年 1 月 1 日より 施行された新『 公司法』 と 『 公司登記管理条例』 では事務所登

記に関する規定条項が無く なったため、登記部門である工商行政管理局も事務所の変更

登記申請も新規設立登記も受理しなく なり ました。つまり 、外商投資企業の中国内事務

所は登記無しにいつでも開設できるこ と になり ますが、事務所での業務は連絡業務に限

定され営業活動は不可であり 、登記を要しないので事務所用の銀行口座も開設できない

点には注意が必要です。  

 

1．  事務所登記に関する根拠法の変更について 

(1) これまで外商投資企業の中国内事務所は登記が必要であると してきた根拠は、

『 法人管理条例』 と その『 実施細則』 第 5 条｢外商投資企業が事務所を設立す

る場合は、 登記申請をしなければならない｣の条項でした。  

(2) しかし、 2006 年 1 月 1 日より 新『 公司法』 と 『 公司登記管理条例』 が施行さ

れたこ と に伴って事務所の登記規定がなく なり 、登記部門である工商行政管理

局は事務所新規設立申請も有効期間延長申請を含む各種変更登記手続も受理

しなく なり ました。内資企業の事務所登記は以前から不要であり 、中国が WTO

に加盟した時の承諾事項でもある内国民待遇の一環であると も言えます。  

2．  事務所に対する制限事項 

上記根拠法の変更により 、外商投資企業の中国国内事務所は登記無しにいつでも

開設できるこ と になり ましたが、 連絡事務以外の業務を行う こ と はできず、 営業活

動に従事する場合には、 分公司を設立登記する必要があるこ と 、 事務所登記の必要

が無く なった、 つまり 、 事務所の登記証が発行されないこ と による以下の点には留

意する必要があり ます。  

(1) 事務所の銀行口座が開設できないこ と ： 事務所経費は小口現金を金庫に常備

する、あるいは個人口座を通じて支払う 、個人が立て替えて定期的に本部で精

算すると いった形で対応せざるを得ません。  

(2) 事務所に外国人駐在員を常駐させる場合の就業証、居留許可が取得できないこ

と ： 本部所在地にて就業証を取得し、事務所所在地にて住居を賃借し臨時宿泊

登記を行い、これらを根拠に事務所所在地の公安局と 居留許可を発行しても ら

う よ う 交渉してみるしかあり ません。もっと も 、外国人を駐在させるのであれ

ば、万一、工商局の立ち入り 検査等があった場合には、連絡事務しか行ってい

ないと いう 言い訳は通用しなく なると いう こ と でもあり ます。  
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3．  分公司の設立手続き  

保税区に登記された貿易会社が最も典型的な例ですが、実際の登記住所ではなく 、

連絡事務所で主要業務を行っているよう なケースは大いに問題です。 また、 保税区

企業に限らず、 事務所の中に、 実際にサンプルと はいえないよう な大量の｢在庫｣が

あったり する場合にも 、 ｢連絡事務以外の業務｣を行っていると 見なされるため、 注

意が必要です。 このよう に事務所で営業活動に従事する必要がある場合には分公司

の設立を強く お勧めします。  

営業販売拠点と しての分公司であれば（ 生産型分公司でなければ） 、 分公司設立

登記用のオフィ スの賃貸借契約を締結し、 分公司設立地の工商行政管理局にて設立

登記を行う こ と で、 比較的簡単に分公司を設立するこ と ができます。  

4．  外商投資企業の中国内事務所と 外国企業の駐在員事務所と の違い 

外商投資企業の中国内事務所と 外国企業の駐在員事務所と は、いずれも連絡事務

にしか従事できない（ 営業活動は行えない） と いう 点では同じですが、 外国企業の

駐在員事務所は、 ｢駐中国代表機構｣と 称されるよう に、 外国企業の中国における代

表機構であり 、 ステイタス的には外商投資企業より もずっと 高い存在と 言えます。 

また、 その設立手続き面においても 、 物流業等の一部の業種を除いて設立認可は

必要無いものの、 設立地の工商行政管理局での設立登記を要する、 一都市につきひ

と つの代表処しか設立できないと いう 点でも外商投資企業の中国内事務所と は大

きな違いがあり ます。  

  

＜主な関係法令等＞ 

公司法：2005年 10 月 27日改定公布、2006 年 1月 1日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm 

公司登記管理条例：2005年 12月 18 日改定公布、2006 年 1月 1日施行 

http://www.gov.cn/zwgk/2005-12/23/content_134800.htm 

企業法人登記管理条例：1988年 6月 3日公布、同年 7月 1日施行 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/xzfg/198806/19880600125862.shtml 

企業法人登記管理条例実施細則：2000 年 12 月 1日公布、施行 

http://qyj.saic.gov.cn/viewContent.do?content_id=455 

 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm
http://www.gov.cn/zwgk/2005-12/23/content_134800.htm
http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/xzfg/198806/19880600125862.shtml
http://qyj.saic.gov.cn/viewContent.do?content_id=455
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【設問８】保税区進出企業による関連現地法人の吸収合併について 

 

Ｑ． 

 日本企業Ａ社はこれまで上海外高橋保税区に貿易型現地法人Ｂ社を、上海市内に商業

小売現地法人Ｃ社をそれぞれ設立しています。Ｂ社がＣ社を吸収合併することができる

でしょうか？ 

 

Ａ． 

 保税区企業が保税区外の商業小売企業を吸収合併することは、制度的には全く問題無

く可能ですが、結果としては保税区企業が保税区外に小売店舗を賃借し小売りの経営範

囲を拡大することと同じことであり、かねてより会社設立登記上の問題点が指摘されて

いる保税区企業に小売企業を取り込むことで、グループ全体ではコンプライアンス面で

一歩後退することになります。 

 

1. 保税区企業が保税区外の商業小売企業を吸収合併する場合の手続き 

以下の通りですが、合併後の存続企業（保税区企業）における小売りの経営範囲

の根拠として、保税区外の商業小売企業の登記抹消後、分公司として再登記し直す

必要があります。 

(1) 初期審査認可：区外商務部門での小売企業の解散に対する初期審査認可と保税

区管理委員会での合併に対する初期審査認可＜30～60日＞ 

(2) 新聞誌上にて合併公告を一回掲載＜45日間＞ 

(3) 既知の債権者への通知と債権確認書の取得＜上記(2)と並行実施＞ 

(4) 上記(1)の区外商務部門及び保税区管理委員会での正式審査認可＜30～60日＞ 

(5) 保税区企業に対する｢批准証書｣取得＜3日＞ 

(6) 合併帳簿の処理と監査＜15日＞ 

(7) 出資監査と出資証明書の発行＜15日＞ 

(8) 小売企業の税務登記、税関登記抹消＜2.5ヶ月＞ 

(9) 保税句企業の｢営業許可証｣取得と小売企業の｢営業許可証｣取消＜20日＞ 

(10) 小売企業のその他各種登記抹消＜1.5ヶ月＞ 

(11) 従前の小売企業所在地での分公司設立登記と各種登記＜1.5ヶ月＞ 

(12) 保税区企業のその他各種登記変更＜2.0ヶ月＞ 

2. 保税区企業のコンプライアンス上の問題点 

大多数の保税区企業に共通する以下の問題点は保税区内に経営の実態を移さない

限り、経営範囲拡大によっても解決することはできません。 

(1) 保税区内では会社登記のみが存在し、実質的な経営活動が保税区外で行われて

おり、｢主たる経営地を会社登記地とすべし｣と定めた会社法の精神に合致しな

いこと。 
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(2) 全ての納税行為は会社登記地である保税区内にて行われ、保税区外の実質の本

社所在地には全く税金が落ちず税の属地主義の精神に違反すること。 

3. 保税区企業が保税区外の商業小売企業を吸収合併することの意義 

(1) 保税区企業に小売機能を付加する為の方法論として、グループ外の小売企業を

吸収合併することには大いに意義があると思います。 

(2) しかし、グループ企業である小売企業を吸収合併することについては、グルー

プ全体での企業数を減らせるという効果はありますが、上記 2.に述べた通り、

コンプライアンス上潔白に存在している区外の小売企業をコンプライアンス

上問題のある保税区企業に統合することになるので、グループ全体ではコンプ

ライアンス面で一歩後退することになります。 

 

＜主な関係法令等＞ 

『外国投資企業の合併と分社に関する規定』の修正に関する決定：2001 年 11 月 22 日

公布、施行 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm 

外商投資商業領域管理弁法：2004年 4月 16 日公布、同年 6 月 1日施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236 

 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236
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【設問９】外資系企業から外資系企業への第三者割当増資について 

 

Ｑ． 

中国の日系独資企業ですが、業務関係のある日系企業へ第三者割当増資を実施しようと

計画しています。可能かどうか、可能な場合具体的な実務について教えてください。 

 

Ａ． 

 第三者割当増資を行うことは制度上何ら問題ありません。手続き的には通常の増資と

同様ですが、新しい出資者が加わることで資本信用証明書や認証済みの登記簿謄本等、

提出書類が一部異なります。 

 

4. 第三者割当増資の具体的申請手順 

(1) 従前の会社の董事会（および株主）による増資決議 

(2) 地元商務部門への増資認可申請と｢批准回答書｣および｢批准証書｣の取得：提

出書類は以下の通り。 

① 増資を決議した董事会議事録および株主決議書 

② 第三者に対する増資要請書と 同社からの増資引受同意書 

③ 定款の修正前と 修正後の対照表 

④ 合弁契約書； 但し、 外商合弁であり 、 提出はするが審査対象外 

⑤ 増資に関するフィ ージビリ ティ スタディ 報告書 

⑥ 増資引受企業の資本信用証明書 

⑦ 増資引受企業の会社登記簿謄本； 日本で外務省と 中国大使館（ 領事館） の

認証を経たもの 

⑧ 増資前の登録資本金の出資監査報告書(正本) 

⑨ 増資前の批准証書(正本) 

⑩ 増資前の営業許可証(正本) 

(3) 増資金の払い込み手続き 

① 外貨資本金口座の払込限度額の変更（口座抹消済みの場合には新規開設） 

② 増資引受代金の払い込み 

③ 公認会計士による出資監査 

④ 新出資者に対する｢出資証明書｣の発行と現出資者の｢出資証明書｣差し替え 

(4) 地元工商行政管理局での変更登記および｢営業許可証｣の取得 

(5) 外貨、税務（国税、地税）、税関等の各種登記の変更 

5. 第三者割当増資の実行に当たっての留意事項 

(1) 第三者割当増資の実行にあたって、実際の引受額は当事者間で協議決定するこ

とができます。 

(2) 第三者評価を実施する場合の評価方法については、純資産評価法のみならず、
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ディスカウントキャッシュフロー（DCF）法による評価等も可能ではあります

が、今のところ割引率の設定根拠となる客観データを十分に入手することので

きる状況ではないため、大部分のケースでは純資産評価法が採用されています。 

(3) 登録資本金の簿価よりも高い金額で引受け・払込みを行う場合のプレミアム

分も含めて、従前の会社の外貨資本金口座宛に払い込まれますが、会計上反映

されるのはあくまで登録資本金の簿価に応じた引受額であり、プレミアム分は

会計上資本公課に計上されます。 

(4) 第１回目の増資金は引受金額の最低 20%以上を払い込まねばなりません。 

(5) 以前は営業許可証取得後に増資金の払込みが行われましたが、『 会社登記管理

条例』 （ 第 31条） ： ｢会社が登録資本金を変更する場合は、 法に従って設立さ

れた出資監査機関が発行した出資監査報告書(験資証明)を提出しなければな

らない｣に従って、先ず最低 20%以上の増資金払込みを行い、その後に営業許可

証を変更します。  

(6) ｢出資証明書｣の発行は法律法規で規定された事項ではありませんが、株式を発

行しない有限会社において出資関係を証明する唯一の手段が｢出資証明書｣で

あり、発行を強くお薦めします。 

6. 独占禁止法の観点からの留意事項 

『 外国投資者の国内企業合併買収に関する規定(2006年改定版)』 第 51条以降に

よれば、買収により 以下のいずれかの状況が生じる場合、当事者は商務部および国

家工商行政管理総局へ報告しなければならず、 過度の独占状況を禁止しています。 

① 何れか一方の買収当事者の中国マーケッ ト シェアが 15億人民元を超える場合 

② 年以内に中国国内関連業種企業を累計 10社以上買収している場合 

③ いずれか一方の買収当事者の中国マーケッ ト シェアが 20％を超える場合 

④ 買収により 当事者の何れか一方の中国マーケッ ト シェアが 25％を超える場合 

 

＜主な関係法令等＞ 

外国投資者の国内企業合併買収に関する規定：2006 年 8 月 8 日改定公布、同年 9 月 8

日施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12305 

外商投資企業の出資者持分変更に関する若干の規定：1997 年 5月 28 日公布、施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20020325_17618.htm 

 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12305
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20020325_17618.htm
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【設問 10】外資系企業の対日投資について 

 

Ｑ． 

中国の日系独資企業ですが、日本のある企業に出資（投資）をしようと考えています。

中国でどのような手続きが必要でしょうか？ 

 

Ａ． 

 中国の外商投資企業（ 金融機関を除く ） が中国国外向けに投資（ 新規企業の設立、増

資引受け、出資持分の買取り 等を含む） を行う 場合には、商務部の『 海外での投資、企

業設立時の審査・ 批准事項に関する規定』 に従って手続きを進めますが、海外向け出資

金の対外送金については外貨管理局の関連規定に従わなければなり ません。  

  

1. 在中国の外商投資企業の海外投資に関わる手続き 

 以下の(1)(2)(3)の順番にて中国の関連政府部門に対し申請手続きを行います。(3) 

の認可を取得した後に投資額の外貨送金手続きが可能となります。 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

（※）商務部の『国外投資管理弁法』により、2009 年 5 月 1 日以降、特定地域

向け等の一部の国外投資を除き、中国側の総投資額 1億米ドル未満の国外

投資プロジェクトは省レベルの商務主管部門にて審査認可されます。 

申請書類一覧表 

(1) ｢外貨資金出所に対する審査認可意見書｣の取得に必要となる主な申請書類は以

下の通りです。 

① 「海外投資外貨資金源泉審査申請表」（所定様式） 

② フィージビリティスタディ（F/S）報告書 

③ 国内投資者の営業許可証（年度検査合格済みであること） 

④ 国内投資者の直近年度の貸借対照表及び損益計算書 

No.  申請内容 関連政府部門 

（1） 
外貨資金出所に対する 

審査認可意見書 

 外貨使用額により以下の外貨管理局に申請 

① 1,000 万ドル以下の場合→省レベルの外貨

管理局 

② 1,000 万ドル超の場合→国家レベルの外貨

管理局 

（2） 海外投資批准証書 

 先ず省レベルの商務主管部門に申請し、受

理された後、商務部のホームページで届出を

行います。（※） 

（3） 
海外投資外貨登記証 

及び外貨送金批准書 
国家／省レベルの外貨管理局 
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⑤ 国内投資者の外貨資金源泉に関わる証明書；以下 a)～c)のいずれかを提出。 

a) 手持ちの外貨資金を使用して投資する場合は、外貨登記証及び直近時点

の銀行の「残額照会シート」の提出が必要です。 

b) 国内の商業ローンを利用して調達した資金を投資する場合は、銀行と締

結したローン意向書、銀行の金融業務経営許可証と営業許可証の提出が

必要です。 

c) 国内政策性外貨ローンを利用して調達した資金を投資する場合は、主管

部門の使用許可文書の提出が必要です。 

(2) ｢海外投資批准証書｣の取得に必要となる主な申請書類は以下の通りです。 

① 申請書：投資する企業の名称、資本金、投資金額、経営範囲、経営期限、組

織及び株主構成などの内容を含む。 

② 投資する企業の定款及び関連協議・契約 

③ 外貨管理局発行の｢外貨資金出所に対する審査認可意見書｣ 

④ 投資者の営業許可証 

(3) ｢海外投資外貨登記証及び外貨送金批准書｣の取得に必要な主な申請書類は以下

の通りです。 

① ｢海外投資基本状況登記表」（所定様式） 

② 外貨管理局発行の｢外貨資金出所に対する審査認可意見書｣ 

③ ｢海外投資批准証書｣ 

2. その他の留意事項 

 上記手続きが完了した後に出資金の日本への送金が可能となりますが、日本での出資

金の受け皿となる企業は日本での会社登録等を行った後に、中国駐日本大使館経済商務

処に対し登録文書の内容を届出して、中国側出資者所在地の商務主管部門に「海外中国

資本企業（機構）届出登記表」を提出しなければなりません。 

 

＜主な関係法令等＞ 

海外での投資、企業設立時の審査・批准事項に関する規定（商務部 2004年 16 号令）：

2004年 10月 1日公布、施行 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/bf/200410/20041000288142.html 

海外投資の外貨資金出所に対する審査簡素化についての通知： 2003年 3月 19日公布 

http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?id=4&ID=804040000000000

00,14 

海外投資の外貨管理改革深化に関する通知： 2003年 10月 15日公布、同年 11月 1日施

行 

http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?id=4&ID=804040000000000

00,8 

海外投資外貨管理改革実験地の拡大に関する通知： 2005年 5月 19日公布、 施行 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/bf/200410/20041000288142.html
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?id=4&ID=80404000000000000,14
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?id=4&ID=80404000000000000,14
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?id=4&ID=80404000000000000,8
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?id=4&ID=80404000000000000,8
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http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80404000000000000,1&

id=4 

一部の海外投資外貨管理政策の調整に関する通知： 2006 年 6 月 6 日公布、 同年 7 月 1

日施行 

http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80404000000000000,23

&id=4 

国外投資管理弁法（ 商務部令 2009年第 5号） ： 2009年 3月 16日公布、 同年 5月 1日

施行 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/c/200903/20090306103210.html 

  

 

http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80404000000000000,1&id=4
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80404000000000000,1&id=4
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80404000000000000,23&id=4
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80404000000000000,23&id=4
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/c/200903/20090306103210.html
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【設問 11】外資子会社の再編統合について 

 

Ｑ． 

 日本企業Ａ社が2001年に江蘇省常州市に設立した独資企業Ｂ社と 2007年に上海市に

設立した合弁企業Ｃ社の再編統合を考えています。 ①1 社が他社吸収合併する方法、

②1社を残して他社を清算する方法、 ③両社の合併などを考えているが、どの方法が、

法律的、経済的に有利か教えてください。 

 

Ａ． 

 中国における合併の方法には、｢吸収合併｣（一方の企業が他の企業を吸収し、吸収す

る企業を存続会社として、吸収される企業は解散する方法）と｢新規企業設立合併｣（2

社以上の企業が合併して 1社となり、当該新設企業を存続会社として、合併に参加する

各企業は解散する方法）の２つのやり方があります。いずれの合併方法においても被吸

収会社は解散して会社登記を抹消することになりますが、土地や工場建屋等、物理的に

移設することが不可能な固定資産を除き、全ての債権債務及び資産負債は全て簿価にて

存続会社に継承されますので、日本のように、繰越欠損金の引継ぎが認められないとか、

赤字会社が黒字会社を合併する｢逆さ合併｣が認められるケースが限定されるといった

こともなく、中国での合併は基本的に｢１+１=２｣の関係ということができます。 

 一方、会社を解散させて清算する場合には、債権を回収して債務を返済する過程で債

権債務者間の協議によって債権放棄や債務の減免が行われたり、固定資産等を売却して

現金化する過程では簿価を下回る価格でなければ買い手が付かないケースも往々にし

てあり得ます（またその逆もあり得えます）。また、外資系企業には原則｢普通清算｣

しか認められず、債務超過で一部の債務が返済できないような場合でも、特に未納税金

や未払いの労働債務については、出資者が追加資金を投入してでもこれを返済しなけれ

ば清算手続きを完了することができません。 

 ゆえに、①1社が他社を吸収合併する方法、②1社を残して他社を清算する方法、 ③

両社の合併の３つの選択肢について、法律的、経済的な有利不利を一概に判断すること

はできません（状況によりけりです）が、再編統合の実務上は①または②を選択するケ

ースが多いように思います。 

 但し、合併の場合には、以下の点に留意する必要があります。 

 

1. 所在地が異なる会社同士の吸収合併においては被吸収会社（解散会社）側の税務局

が合併に難色を示してなかなか税務登記の抹消に応じないケースがよくあること。 

(1) 中国においては、末端（市または区レベル）の税務局が税金を徴収し、税種毎

に決められた比率に従って、税収の一部を上級（市、省、中央）の税務局に上

納するしくみとなっています。 

(2) これが各地方でこぞって企業誘致に力をいれる（特に納税意識の高い外資系企
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業の誘致の力を入れる）の大きな原動力となっており、地方経済の発展の源と

なっていますが、一方で、企業再編統合時の最大の障害ともなっています。 

(3) つまり、会社を清算する場合の税収減は止むを得ない（諦めがつく）としても、

所在地が異なる企業同士の吸収合併においては、吸収される側の企業の管轄税

務局としては、税収をむざむざ存続会社側の企業管轄の税務局に奪われるのと

同じであり、過去の納税状況を精査して税務登記の抹消手続きを行うことに対

してなかなかモチベーションが働かない訳です。 

2. 被吸収会社（解散会社）が｢外資奨励類プロジェクト｣の認定を受けて当初免税輸入

した生産設備を、税関の監督管理期限（設備の輸入通関より 5年）を経ずして存続

会社に移設する（保税転送する）場合には、存続会社側において、あらたに外資｢奨

励類プロジェクト｣の認定を受けて免税枠を追加取得する必要があること。 

(1) 合併においては、資産負債の継承が｢１＋１＝２｣の関係であるように、合併後

の経営範囲についても、尊属会社の従前の経営範囲に、被吸収会社の経営範囲

を追加する作業となります。 

(2) また、被吸収会社側より生産設備を再び免税で受け入れる（保税転送してもら

う）ためには、存続会社側において、現行の『外商投資産業指導目録』に照ら

して、追加する経営範囲についての｢外資奨励類プロジェクト｣の認定を受け直

す必要があります。 

(3) しかしながら、過去に｢外資奨励類｣の認定を受けられたプロジェクトでも、現

行の『外商投資産業指導目録』では奨励類扱いされないものも数多くあり、且

つ｢外資奨励類プロジェクト｣の認定審査は年々厳格化していますので、最終的

に奨励認定が受けられなかった場合には、当初課税が免除された関税、増値税

相当額に対する 5 年のうちの未経過年数分について、税金を追納しなければな

らなくなります。 

(4) もっとも、2009 年より施行された新たな増値税制度により、固定資産投資にか

かった増値税は製品販売に関わる増値税額からの税額控除が可能となりました

ので、上記(3)で追納が必要になったとしても、実質的にコスト負担しなければ

ならないのは関税部分のみとなります。 

3. 赤字会社を吸収合併した結果、存続会社の決算も赤字になれば、2013 年までの｢二

免三減半｣を享受できないこともあり得ること。 

(1) 経営期間 10 年以上の外資生産型企業は、利益計上年度より等しく｢二免三減半｣

を受けられていました。 

(2) しかし、新『企業所得税法』の施行によって、外資に対する税優遇はほぼ撤廃

され、既存企業については、利益計上の有無に関わらず、2009 年度より強制的

に｢二免三減半｣のうちの｢一免｣が適用開始されることになりました。 

 

＜主な関係法令等＞ 
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『外国投資企業の合併と分社に関する規定』の修正に関する決定：2001 年 11 月 22 日

公布、施行 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm 

外国投資者の国内企業合併買収に関する規定：2006 年 8 月 8 日改定公布、同年 9 月 8

日施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12305 

外商投資産業指導目録：2007年 10月 31日改定公布、同年 12月 1日施行 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/t20071107_171058.htm 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/W020071107537750156652.pdf 

企業所得税法：2007 年 3月 16日公布、2008 年 1月 1日施行 

http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.htm  

企業所得税法実施条例：2007年 12月 6日公布、2008 年 1月 1日施行 

http://www.gov.cn/zwgk/2007-12/11/content_830645.htm 

  

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12305
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/t20071107_171058.htm
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/W020071107537750156652.pdf
http://www.gov.cn/zwgk/2007-12/11/content_830645.htm
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【設問 12】現地法人の企業分割化について 

 

Ｑ． 

 中国に設立した現地法人の事業が２種類あるため、それぞれの企業として独立させた

いと考えていますが、可能でしょうか？ 

 

Ａ． 

 分社方法には、存続分社と 解散分社の２ 通り があり ますが、事業のスムーズな継続の

ためには「 存続分社」 が現実的な手段と 言えます。また、分社における出資者・ 出資比

率・ 出資額等の関係は基本的に「 ２ ＝１ ＋１ 」 の関係です。分社前の会社で享受してい

た優遇策の分社後の扱いに注意する必要があり ます。  

 

1. 企業分社に当たっての具体的手続き等 

項 目 存続分社  解散分社  

定 義 

 ある企業が２社以上の企業に分社

される場合、当該企業は存続させ、

新たに一社以上の企業を設立する。 

 ある企業を分社して２社以上の

企業を設立する場合、当該企業を解

散して、２社以上の企業を新規設立

する。 

主要認

可部門 

(1) 存続企業は、原審査認可機関にて

批准証書の変更を行い、工商行政

管理局にて登記変更を実施する。 

(2) 新規設立企業は、設立地の審査認

可部門にて設立認可を取得して

批准証書の交付を受け、工商行政

管理局にて会社設立登記手続を

実施し、営業許可証の交付を受け

る。 

(1) 分社を実施する企業は、原審査

認可機関にて批准証書を抹消

し、工商行政管理局にて登記抹

消の手続を実施する。 

(2) 新規設立企業は、設立地の審査

認可部門にて設立認可を取得し

て批准証書の交付を受け、工商

行政管理局にて会社設立登記手

続を実施し、営業許可証の交付

を受ける。  

申請者 分社を実施する企業が申請する。 

分社の 

条件 

(1) 出資者は定款の規定に従い、出資額を全額払い込み済であること。 

(2) 実際に生産、経営を開始していること。 

債権 

債務 

(1) 分社協議書の約定に基づき、分社後の各企業は、分社前企業の債権債務

を承継する。 

(2) 分社に関する初審認可日より10日以内に債権者に対し債権通知書を発

送。30日以内に全国で発行されている省級以上の新聞に3回以上の公告

を掲載。 
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資本金 分社後の各企業の登録資本金額の総和＝分社前の企業の登録資本金額 

設立日 分社後の各企業の設立日＝工商行政管理局が交付する営業許可証の発行日 

申請に

必要な

書類 

① 分社する企業の法人代表者が署名した企業分社申請書 

② 分社する企業の分社に関する董事会議事録 

③ 分社する企業、分社後存続企業、新規設立企業の分社協議書 

④ 分社後の各企業の定款 

⑤ 分社する企業の批准証書及び営業許可証のコピー 

⑥ 分社する企業の資本金監査報告書 

⑦ 分社する企業の貸借対照表及び資産リスト 

⑧ 分社する企業の債権者リスト 

⑨ 分社後の各企業の定款 

⑩ 分社後の各企業の董事会メンバーリスト 

⑪ 審査機関が要求するその他の資料 

⑫ 分社後の企業が他の省・市に設立される場合、分社企業所在地の審査認

可機関の意見書 

分社 

協議書

の内容 

① 分社協議書の各当事者の名称、住所、法定代表 

② 分社後の各企業の総投資額と登録資本金 

③ 分社方法 

④ 分社する企業の資産分割案 

⑤ 分社する企業の債権債務の承継案 

⑥ 従業員配置案 

⑦ 違約責任 

⑧ 争議の解決方法 

⑨ 締結日、締結場所 

⑩ 協議各当事者が約定を必要とするその他事項  

認可 

期間 

(概算) 

(1) 原審査認可機関の企業分社に関する初審審査認可：45日 

(2) 審査認可機関初審同意後、分社する企業は30日以内に省級新聞に3回以

上公告掲載 

(3) 債権者の権利は第1回公告日より90日以内 

(4) 分社後各企業に対する審査認可機関の認可(批准証書)：30日 

(5) 工商行政管理部門の認可(営業許可証)：20日 

(6) 税務、税関、土地管理、外貨管理部門での各種手続の実施：必要日数  

2. 企業分社実施の実務過程でよく発生する問題点 

(1) 貸借対照表の分割について： 分社の第一歩目は貸借対照表を分社後の会社ごと

に分割するこ と ですが、 実際の協議・ 調整の過程では大きな労力を要します。  

(2) 総投資額と 資本金について： 分社後の会社は、 自社の資本金と 総投資額が出資

比率規制（ 以下） に符合する必要があり ます。  
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総投資額 登録資本金 

300万米ド ル未満 70％以上。  

300万米ド ル以上 1,000

万米ド ル未満 

50％以上。 ただし 210万米ド ル以上であるこ と 。   

1,000 万米ド ル以上

3,000万米ド ル未満 

40％以上。 ただし 500万米ド ル以上であるこ と 。   

3,000万米ド ル以上 33.3％以上。ただし 1,200万米ド ル以上であるこ と 。 

(3) 外債登記済み外貨借入について： 外債登記を要する外貨借入については、 そも

そも外債登記の他社への登記変更制度がないため、 既存の外貨借入を分社後の

新会社に引き継ぐこ と はできません。  

(4) 分社に伴う 営業範囲の変更と 過去の税優遇の扱いについて： 例えば、 分社前の

会社は生産型企業であっても 、 分社後の新会社のなかに非生産型企業を設立す

るこ と は可能です。 但し 、 も と も と 生産型企業と して享受していた税優遇があ

る場合、 非生産型企業に対応する部分の税優遇返還要否の問題があり ます。  

(5) 分社に伴う 一部出資者の撤退について： 分社に伴って特定の出資者が分社に不

参加で撤退する場合、 いったん既存出資者あるいは第三者へ対象持分を譲渡し

た後に分社するこ と になり ます。 つまり 、 実務的には分社と 出資持分譲渡を同

時に申請するこ と ができません。  

(6) 奨励類プロジェク ト の免税輸入設備について： 奨励類プロジェク ト 認定に伴う

輸入設備の免税優遇は、 新社と しての審査が改めて必要と なり ますので、 特に

過去に甘い審査基準で取得した奨励プロジェク ト については、 免税枠の取消し

や残された使用年限の関税・ 増値税の追納が必要な場合もあり ます。  

(7) 加工貿易がある場合： 加工貿易に伴う 手冊は、 分社後の新社に引き継ぐこ と が

できませんので、 消込み（ 中国語： 核销） が終わっていない加工貿易手冊があ

る場合、 消込み作業が完了するまで分社が完了せず、 全体のスケジュールに影

響します。  

 

＜主な関連法規等＞ 

『外国投資企業の合併と分社に関する規定』の修正に関する決定：2001 年 11 月 22 日

公布、施行 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm 

中外合弁企業の登録資本と投資総額との比率に関する暫定施行規定：1987 年 3 月 1 日

公布、施行 

http://www.ndrc.gov.cn/wzly/zcfg/wzzcqy/t20050715_36953.htm 

 

http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61497.htm
http://www.ndrc.gov.cn/wzly/zcfg/wzzcqy/t20050715_36953.htm
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【設問 13】保税区企業の商業型企業への変更について 

 

Ｑ． 

 外高橋保税区企業だが、商業型企業に経営範囲を変更するとともに、 大連に分公司

の設立を考えているが、可能でしょうか？ 

 

Ａ． 

 2005 年 4 月 2 日付けで公布された『外商投資非商業企業の仕入販売営業範囲の追加

の問題に関する通達』および 2005年 7月 13 日付で公布された商務部と税関総署弁公庁

の共同通知（商資字[2005]76 号）により、既存の生産型企業や保税区内企業も、保税

区企業は保税貿易や保税加工に従事することが本分ということとの大きな矛盾はあるもの

の、国内商業領域に関わる経営範囲の拡大を申請することができます。また、かかる経

営範囲を拡大すれば、保税区外の一般地区において、国内卸売りの経営範囲を有する分

公司を設立することができます。 

 

1. 保税区企業の国内商業領域に関わる経営範囲の拡大手続き（概要） 

(1) 保税区管理委員会への経営範囲変更申請：｢認可回答書｣と新たな｢批准証書｣を

取得 

(2) 保税区工商行政管理局での変更登記：新たな｢営業許可証｣を取得 

(3) 各種諸登記の変更 

(4) 一般納税人資格の取得（未取得の場合） 

(5) 対外貿易経営者登記と外貨管理局、税関、税務局での関連登記の実施 

2. 保税区企業の国内商業領域に関わる経営範囲拡大認可取得のポイント 

(1) 事業計画に対する総投資額の合理性（整合性）があること 

① 経営範囲拡大に伴い総投資額を増額する場合には、事業計画達成のために

必要となる運転資金に応じた総投資額（増額分）が見積もられていること。 

② 総投資額の増額を行わない場合には、既存の手許資金を利用する等、上記

運転資金の調達に際して総投資額の増額を必要としない旨を合理的に説明

できること。 

(2) 事業計画（F/S）が Feasible（フィージブル）であること。つまり、きちんと利

益が出て、投資を回収できる計画であること。 

(3) 拡大する経営範囲が合理的に設定されていること 

① 経営範囲拡大（変更）の典型的記載例は以下の通りです。４段目までが保

税区貿易型企業の典型的な経営範囲ですが、このうち２段目を消して五段

目を追加します。 

・ 国際貿易、３国間貿易、保税区内企業間貿易並びに貿易代理業務。 
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・ 保税区外の輸出入経営権を有する中国国内企業との貿易代理契約を通

じての貿易業務。 

・ 保税区内における商業的簡易加工。 

・ 保税区内における商務コンサルタントサービス。 

・ ○○○、○○○の卸売り，輸出入，コミッション代理（競売を除く），

並びに上述業務に関連付帯する業務。 

② 上記○○○の部分に取扱商品を具体的に記入すれば認可は取得し易くなり

ますが、具体的であればあるほど実際の経営範囲は狭くなるため、将来の

取扱予定商品も含め、ある程度包括的に記載する必要があります。 

③ 取扱商品の記載は税関分類に従うべきとの意見もありますが、これに拘る

必要は全く無く、素人目に見ても事業内容が理解でき、簡潔にまとめられ

ていることがポイントです。 

④ 地方によっては、工商行政管理局にて企業設立登記を行う段階で、工商局

が｢国民経済産業分類｣に従って、経営範囲を全面的に書き直すといった事

態も起きており、経営範囲の書き方を関連当局に事前確認しておいた方が

無難です。 

3. 保税区企業による経営範囲拡大の意義 

(1) 国内商業領域の経営範囲を追加することで、保税取引機能を維持したまま国内

卸売り機能を付加することができます。保税取引機能を保持兼営できる点が一

般地区に設立された商業企業との決定的な違いです。 

(2) 従来の上海外高橋保税区での交易市場を通じた国内販売のように、法律上グレ

ーな取引（明らかに黒の取引）も公明正大に行えるようになります。 

(3) 但し、大多数の保税区企業に共通する以下の問題点は保税区内に経営の実態を

移さない限り、経営範囲拡大によっても解決できないことは念頭に置いておく

必要があります。 

① 保税区内では会社登記のみが存在し、実質的な経営活動が保税区外で行わ

れており、｢主たる経営地を会社登記地とすべし｣と定めた会社法の精神に

合致しないこと。 

② 全ての納税行為は会社登記地である保税区内にて行われ、保税区外の実質

の本社所在地には全く税金が落ちず税の属地主義の精神に違反すること。 

(4) 上記(3)の問題点については、現状有効な解決手段が無く当局より黙認されてい

る状態にありますが、コンプライアンス重視の観点より、保税区企業とは別に

保税区外で新規に商業企業を設立するという方法を選択する企業も一部にはあ

ります。 

4. 保税区企業の分公司の設立と商業企業を新規に設立する場合との違い 

(1) 冒頭に述べた通り、保税区企業の位置づけとの矛盾は理屈上あるものの、実務

上は、経営範囲の拡大を行えば、保税区企業も保税区外の一般地区にて分公司
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を設立することが可能となります。この場合の分公司は国内卸売りの経営範囲

を持つ分公司となります。 

(2) 経営範囲を拡大した保税区企業の分公司は、一般地区に所在する商業企業と同

じく、分公司設立地にてオフィスを賃借し、工商行政管理局にて設立登記を行

うことで比較的簡単に設立することができます（一部の地域の工商局は保税区

企業が所在する保税区審査認可部門の同意書の提出を要求します）。 

(3) 分公司自体に法人格は無く保税区本社と一体であり、契約の締結、販売代金の

受領、｢増値税専用発票｣の発行のいずれについても、分公司で行う場合と保税

区本社で行う場合での経済効果は全く同一です。 

(4) ゆえに、経営範囲拡大後の保税区企業の分公司を各地に設立することで全国で

の営業展開が可能となり、他地区で商業企業を新規設立することで全国展開を

行うケースと比較して機能面での違いは全く無いと言えます。法人格を持たな

い二級法人である分公司では税関登記ができません（直接の輸出入行為が行え

ません）が、保税区本社の異地輸出入通関により対応できますので、独立商業

企業による全国展開との違いを敢えて申し上げれば、営業マインド上の顧客の

受け止め方次第、つまり、商業企業を新規に設立した方が当地顧客に営業姿勢

を評価されやすいということでしょう。 

＜主な関連法規等＞ 

外商投資非商業企業の卸売り小売り営業範囲の追加の問題に関する通達：2005年4月 2

日公布、施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=11589 

商務部と税関総署弁公庁の保税区および保税物流園区の貿易管理関連問題に関する通

知（商資字[2005]76 号）：2005年 7月 13日公布、施行 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/f/200507/20050700205896.html 

 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=11589
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/f/200507/20050700205896.html
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【設問 14】駐在員事務所から現地法人への切り替えについて 

 

Ｑ． 

 上海市内に駐在員事務所を設置している日本企業Ａ社。自社製品の需要が見込めるの

で 近々駐在員事務所に代わって上海に現地法人を設立したいと考えています。どのよ

うに進めていけばよいでしょうか？ また、現地法人設立にあたって、当面日本から自

社製品を輸入して、中国国内で販売したいと思います。 

 

Ａ． 

駐在員事務所で行えるのは本社のための情報収集や連絡・ 取次ぎ業務のみであり 、売

買取引の名義人と して売買契約書を締結したり 、営業代金を受領したり できないのはも

ちろんのこ と 、狭義の意味では、本社の代わり に顧客と 商談して取引条件を詰めるこ と

も本来は不可です。 従って、 中国内顧客に対して外貨建で製品を販売するのであれば、

取引自体は日本からの直接輸出と して、駐在員事務所が連絡・ 取次ぎを行う こ と でも対

応可能ですが、中国内顧客が人民元で支払いたいと いう 要望があるのであれば現地法人

を設立するしかあり ません。日本から製品を輸入して中国国内で販売するのであれば外

商投資商業（ 卸売り ） 企業を設立するのが良いと 思います。  

また、現地法人は駐在員事務所と はまったく 別の形態ですので、これらを並存させる

こ と も当然できますが、現地法人は「 駐在員事務所からの形態切り 替え」 によって設立

するのではなく 、も し現地法人を設立するこ と で駐在員事務所が不要と なるのであれば、

現地法人の設立手続きと は別に駐在員事務所の閉鎖手続きを行う こ と になり ます。  

 

1. 駐在員事務所の閉鎖手続き  

 駐在員事務所の閉鎖手続きは税務局での登記抹消手続きから始まり ます。この税務抹

消手続きは駐在員事務所のこれまでの税務申告状況（ きっちり やっていたかどう か、追

納があるかどう か） によって大差があり ますが、数ヵ 月かかるのが一般的です。その後

に税関、外貨管理局及び銀行等の機関でのその他の抹消手続きが実施できます。以下は

閉鎖手続きの概要です。  

(1) 公認会計士事務所に監査報告書を作成しても ら う (課税事務所は必須ですが、非

課税事務所は所轄の税務局によって必要な場合と 不要な場合があり ます)。  

(2) 税務局にて過去の申告納税状況の精査を受け税務登記取消通知書を取得する。  

(3) 税関にて税関登記を抹消し税関登記取消書を取得する。  

(4) 銀行口座残高の処理： 基本的に人民元については現地で使い切るか、 あるいは

どう しても残るよう であれば所定の手続きを経て外貨に兌換して、 外貨口座の

残金と と もに国外の親会社に送金する形と なり ます。  

(5) 銀行口座(人民元口座、外貨口座)取消通知書を取得し、これらの ICカード を返

還する。  
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(6) 工商行政管理局にて登記証取消通知書を取得する。  

(7) 関連証書類の返還： 以上が終了して、 この工商登記証取消通知書を提示して、

さ らに企業コード 番号証(企業代碼証)正本・ 副本を技術監督局に返還し、 統計

登記証の正本・ 副本を統計局に返還し、 外貨口座使用証を外貨管理局に返還し

ます。  

2. 外商投資商業（ 卸売り ） 企業の設立までの手続きの流れ 

(1) 会社を設立登記する事務所物件の賃貸借契約書を締結する。  

(2) 会社の仮名称を登記する。  

(3) 会社を設立する区の商務部部門にて商業企業設立の批准を取得する。  

(4) 会社を設立する区の工商行政管理局にて会社設立登記を行い｢営業許可証｣を取

得する。  

3. 注意事項 

(1) 駐在員事務所の賃貸借契約の期限：駐在員事務所の閉鎖手続きは税務登記抹消

の期間に大きく左右され、全手続き完了までに半年以上かかるケースも尐なく

ありませんが、税務登記の抹消を申請した後は（上記 1-(2)の段階に入ったら）、

事務所の賃貸借契約を維持する必要はありませんので、この当たりの時期に契

約期限が到来するような場合には、契約を終了しても駐在員事務所の閉鎖実務

には支障はありません。 

(2) 現地法人の登記場所：駐在員事務所と同じ物件にて現地法人の設立登記を行う

場合、登記上複数ユニットに分かれている物件であれば、駐在員事務所の閉鎖

手続きに入る前に、予め賃貸借契約を二つに分けて、一方を現地法人の設立登

記用に利用することも可能ですが、単一ユニットの物件であれば、駐在員事務

所の工商登記証を返上し、登記が完全に抹消されなければ、同じ場所での現地

法人の登記はできません。 

(3) 駐在員事務所の事務機器の現地法人への移管：駐在員事務所が所有する事務機

器（本社の固定資産勘定に計上されたもの）を、新規設立の現地法人に譲渡す

る場合がしばしばありますが、実務処理においては以下の点に注意する必要が

あります。 

① 現地法人へ無償譲渡する場合、日本本社では損失処理しますが、現地法人に

とっては、無償譲渡されたので、固定資産としては認識されない簿外資産と

なります。 

② 現地法人に有償譲渡する場合に、駐在員事務所として入金を受けることはで

きますが、駐在員事務所では発票を発行できず、発票が無いと現地法人側で

は固定資産計上も経費処理もできないため、発票を発行してもらえる他社に

一旦売却して、現地法人はその会社から再購入して発票を入手するという方

法も考えられます。 

 



 

Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved 

40 

＜主要な関連法規＞ 

外国企業の常駐代表機構の審査批准と管理に関する実施細則：1995 年 2 月 13 日公布、

施行 

http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/2/2-2-12.html 

http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/2/2-2-12.html
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【設問 15】外資系企業の分公司設立について 

 

Ｑ． 

 日本企業Ａ社はアパレル製造の現地法人Ｂ社を天津市に立ち上げ、操業しています。

これとは別に福建省の中国メーカーＣ社に別商品を生産委託しています。Ｃ社製造の商

品の品質が非常に悪く、改善が見られないので、今後、Ｃ社近郊に検品業務を行うＤ社

を設立しようと考えています。その場合、①Ａ社が現地法人として設立する、②Ｂ社の

分公司として設立する、③Ｂ社の子会社として設立するといった展開が考えられますが、

どれが一番よいのかアドバイスをお願いします。 

 

Ａ． 

『輸出入商品検験鑑定機構管理弁法』 により 2005年 12月 11日以降、 外国企業の単

独出資による輸出入商品の検品会社の設立が可能と なり ました。しかし、比較的厳しい

設立要件に基づいて国家質量監督検験検疫総局と 商務部の認可が必要と なり ますので

手軽に設立できるわけではあり ません。中国現地法人からの出資により 、検品会社を設

立する場合にも 、登記上は内資企業扱いと なるものの、審査認可と いう 点では外国企業

が出資して独資企業を設立する場合と 同じですので、ご質問からは消去法的に B社の分

公司と して設立するのが良いでしょ う が、 以下の点を検討しなければなり ません。  

 

1. 外資検品会社の設立について 

外資検品会社（＝検品代金が主要収入である会社）を設立する場合、『輸出入商

品検験鑑定機構管理弁法』 に基づき以下のよう な設立要件を満たさねばならず、 現

場検証を経て国家質量監督検験検疫総局と 商務部の認可が必要と なり ます。  

(1) 外国出資者は、本国で独立して登録され検験鑑定業務に従事し、当該業歴を

3年以上有する合法的企業であること。 

(2) 登録資本金は 35万ドルを下回らないこと。 

(3) 検験鑑定業務に応じた検測条件や技術資源を備えて、固定住所業務地点、検

測場所と多国籍経営能力を有すること。 

(4) 品質管理体制が整っていること。 

(5) 検験鑑定業務に従事する専門技術者は、国家質量監督検験検疫総局の関連規

定に基づき就業資格を取得し、資格取得者は当該機構内の総人数の 3 分の 2

を下回らないこと。 

2. 商流と新規拠点の形態について 

新規に法人を設立する以外の検品業務の為の新拠点設立については、ご質問の「B

社分公司」を含めて以下のような選択肢が考えられます。 

(1) B社の分公司 

① 分公司には独立した法人格はなく、総公司(＝B社)の経営範囲の範囲内で
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活動しなければなりません。従って、C社付近に営業拠点としての B社分

公司を設立し、そこから C社の製造現場に技術指導などの品質管理を行う

ことが検討できますが、本来は B社の製造した製品に対する「営業拠点」

であり、A 社が生産を委託している C 社商品の品質管理をする場合には、

A社に対し業務委託料（検品料）を請求して然るべきであり、そうなると、

B社の経営範囲を超えることになります。 

② 従って、先ず B社の営業範囲に『外商投資商業領域管理弁法』に基づいた

卸売りと輸出入の経営範囲を追加した上で（但し、この場合の対象経営商

品は現在 B社で製造している製品との同類商品に限られる）、C社で製造

した商品を B社(分公司を含む)が仕入れることとして、当該仕入の為の検

品を行い、B社経由で A社に輸出するという商流とすることが最も合法的

な方法と言えます。 

(2) B社の連絡事務所 

① 検品の対価を得ないのであれば、B 社の連絡事務所を構えて、そこから C

社に品質指導や管理をしていくことも物理的には可能ですが、本来「連絡

事務所」とは連絡や情報収集が主な目的であり営業活動はできませんので、

たとえ対価を求めないとしても、ご質問のような検品関連業務を連絡事務

所で、しかも他社の為に行うことは本来想定されていません。 

② また、中国の外商投資企業の連絡事務所については『外商投資の会社審査

認可登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意見』により、

現地法人の連絡事務所は工商登記が不要となりました。従って、登記証が

発行されないがために銀行口座が開けない(金庫に現金を置いておくか総

公司から直接振り込む)、従業員の社会保険の納付ができない(派遣会社を

使用する方法はありますが)、外国人駐在員の居留許可がおりない等の問

題があり現実的な方法とは言えません。 

(3) A社の駐在員事務所 

ご質問のように、本来は A社が C 社に生産委託して日本に輸入する商品です

から、A社が C工場付近に拠点を構えて品質管理をする方が理屈にはかなって

いるといえます。しかし、上記の通り検品現地法人を設立することが難しいた

め、もう一つの選択肢として A社の「駐在員事務所（連絡事務所）」を設立す

ることが検討できます。 

この場合、上記(2)とは異なり A 社は外国企業であることから必ず工商登記

が必要であり、銀行口座の開設や、従業員の社会保険の納付(派遣会社を経由)、

および外国人駐在員の居留許可の発行等はできますが、あくまで連絡や情報収

集が本来の目的であり、営業活動を大々的に行うことは想定されていません。 

 

＜主な関連法規等＞ 
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輸出入商品検験鑑定機構管理弁法：2003 年 9月 4日公布、2004 年 1 月 1日施行 

http://bgt.aqsiq.gov.cn/jlgg/zjl/zjl20032004/200610/t20061027_12233.htm 

外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意

見：2006 年 4月 24 日公布、施行 

http://wzs.mofcom.gov.cn/aarticle/zcfb/200605/20060502216621.html 

外商投資商業領域管理弁法（商務部 8 号令）：2004 年 4 月 16 日公布、2004 年 6 月 1

日施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236 

http://bgt.aqsiq.gov.cn/jlgg/zjl/zjl20032004/200610/t20061027_12233.htm
http://wzs.mofcom.gov.cn/aarticle/zcfb/200605/20060502216621.html
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12236
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【設問 16】外資系企業の日本企業への売却について 

 

Ｑ． 

 日本企業Ａ社の香港子会社（Ｂ社）は 2004 年に資本金 50万米ドルを出資し、広東省

仏山市に検品会社（Ｃ社）を設立した。このほど、Ｃ社を別の日本企業Ｄ社に売却した

いと考えている。どのようにすれば良いか教えてください。 

 

Ａ． 

 香港企業 B 社が中国企業 C 社における出資権を日本企業 D 社に譲渡するのであれば、

譲渡代金は日本と香港間でやり取りすることになりますが、中国（C 社所在地）の政府

部門にて C社における出資権譲渡に対する批准を取得し、関連の登記を変更しなければ

なりません。一方、日本企業 A社が香港企業 B社における出資権を日本企業 D社に譲渡

するのであれば、譲渡代金は日本国内でのやり取りとなり、政府当局向けの手続きは香

港での変更登記のみであり、中国側での手続きは一切不要となります。 

 但し、後者のケースにおいては、出資権譲渡対象会社（C社）の税務上の純資産価格

（総資産額－総負債額）を上回る価格で譲渡する場合には、プレミアム部分について中

国側で企業所得税を源泉納税する必要があります。出資権譲渡対象会社が香港所在の B

社である場合には、香港域外で行われる取引に対しての香港での課税（利得税課税）は

ありません。 

 

1. 中国での出資権譲渡手続き 

(1) 譲渡側の出資者と譲受側の出資者との間で出資権譲渡条件に関して協議し、出

資権譲渡協議書を締結します。 

(2) 出資権譲渡対象会社の董事会で出資権譲渡とこれに伴う定款等の変更について

決議を行います。 

(3) 会社設立時と同じく、原審査批准機関の批准認可を受けて、新しい出資者を記

載した新しい批准証書、営業許可証に書き換えなければならず、且つ定款の修

正及び政府の関係部門への出資者登録の変更手続きを行わなければなりません。 

(4) 出資権譲渡代金の受け渡しを行った後、元の出資者の出資証明書を回収し、新

出資者に対して新たな出資証明書を発行します。 

(5) 上記(3)の手続きにおいては、以下の必要書類を原審査認可機関に提出し、｢出

資権譲渡申請に対する回答(批復)｣を取得後、原審査認可機関の｢批准証書｣と工

商行政管理部門の「営業許可証」の再発行を取得します。 

① 出資権譲渡に関する申請書 

② 出資権譲渡を決議した董事会議事録 

③ 譲渡希望出資者の出資権譲渡についての同意要請書 

④ 出資権譲渡に関する協議書(新旧出資者代表者がサインしたもの) 
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⑤ 新出資者の公証・認証後の登記簿謄本 

⑥ 出資権譲渡後の定款改訂協議書と新旧定款の対照表 

⑦ 変更後の董事、監事リスト 

⑧ 出資権譲渡前の批准証書及び営業許可証(正本及びコピー) 

2. 譲渡に伴う譲渡益への課税について 

(1) 売却側企業、買収側企業が共に中国国外所在の「非居民企業」である場合でも、

売却側企業が、買収対照企業の税務上の純資産評価価値よりも高い価格で出資

権を売却する場合には、売却側企業は中国に源泉がある所得を得た非居住企業

として納税義務者となり、中国で企業所得税(10％)を納付する義務があります。 

(2) 2008 年 1 月 1 日から実施されている新『企業所得税法』では、その第 5 条、第

6 条によれば、財産譲渡収入、権益性投資収益収入から各種控除項目を減算して

企業の所得額として、これに対して企業所得税を納める必要があります。 

(3) 新『企業所得税法実施条例』の第 7 条第 3 項では、中国国内及び国外における

源泉取得の確定原則について、「権益性投資資産の譲渡所得は、被投資企業の所

在地に基づいて確定する」と定めておりますので、香港法人が日本企業に対し

て中国企業における出資権を譲渡する場合でも、中国での納税適用の対象とな

ります。 

(4) 課税譲渡所得部分（譲渡価格と投資原価の差額部分）への課税率は、新『企業

所得税法』の第 4条により、｢非居民企業が中国で設立した機構・場所に関係な

い所得を取得した場合、中国の国内源泉分については 20％の税率が適用される｣

と定められていますが、「外国企業のわが国に源泉を有する利子等の所得に関し

て所得税を減額徴収する問題に関する国務院通知」（国発[2000]37 号、2000 年

11 月 18日公布）により現状ではその税率は 10％に減額されています。 

(5) 営業税については、財税部、国家税務総局の財税(2002)191 号「出資権譲渡に関

する営業税問題の通知」により、出資権譲渡に関する営業税を徴収しないこと

が規定されました。 

3. 日本企業 A 社が香港企業 B 社における出資権を別の日本企業 D 社に譲渡する場合、

香港企業 B社の法人格自体は不変である為、中国現法 C社の出資者が香港企業 B社

である以上、出資権譲渡を機に B社にて社名変更等の C社の定款記載事項に関わる

変更を行わない限り、C 社側では何らの変更手続きも行う必要はありません。もし

同時に B 社の社名も変更するのであれば、C 社は定款記載の出資者の名称変更手続

きを実施する必要があり、その手続きは原認可機構の新批准証書の申請～取得、工

商行政管理局の新営業許可証の申請～取得、その他政府各機関での登記変更は必要

ですが、難しくはありません。 

 

＜主な関連法規等＞ 

公司法：2005 年 10月 27 日改定公布、2006年 1月 1日施行 
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http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm 

企業所得税法：2007 年 3月 16日公布、2008 年 1月 1日施行 

http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.htm 

企業所得税法実施条例：2007年 12月 6日公布、2008 年 1月 1日施行 

http://www.gov.cn/zwgk/2007-12/11/content_830645.htm 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm
http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.htm
http://www.gov.cn/zwgk/2007-12/11/content_830645.htm
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【設問 17】現地法人の一部生産機能を他地域へ移管することについて 

 

Ｑ． 

 日系合弁生産企業Ａ社は一部生産機能を他地域の新設工場に移管したいと考えてい

ます。この新設工場は合弁企業が出資し設立すべきか、日本の親会社が出資し設立すべ

きか、どちらよいのでしょうか。 

 

Ａ． 

以前は外国企業が出資して設立する生産型企業に対しては「二免三減半」等の税優遇

が与えられていましたが、2008 年 1 月から施行された新『企業所得税法』により、こ

うした税優遇は基本的に全て廃止されましたので、既存の合弁会社からの出資かあるい

は日本本社からの出資かによって、税優遇面での良し悪しは無くなりました。ゆえに、

新設工場を合弁企業が出資して設立する場合、合弁企業が赤字の場合には商務主管部門

の認可が得られない可能性はありますが、その他の点ではいずれの方法でも差は無いと

言えます。 

 

1. 「内資」と「外資」の扱いについて 

中国での会社設立において、既存の外商投資企業が出資して設立すれば工商登記

管理上「内資」企業、外国企業が直接出資して設立すれば「外資」企業という扱い

になりますが、以下の点では大差は無いと言えます。 

(1) 税制優遇上の基準 

中国ではこれまで外資系企業に様々な税制優遇を与えてきました。10 年以

上経営する外資の生産型企業に与えられる「二免三減半(＝利益計上年度より

2 年間は企業所得税を免除、更に 3 年間は半減)」などもその一つです。この

時の税制優遇上の「外資」とは、海外から 25％以上の資本金が払い込まれて

いることが条件です。従って、既存の合弁企業から出資する（＝外国からの

資本払い込みがゼロ或いは 25％未満）場合は、税制優遇上は「内資」扱いに

なってしまうということです。但し、冒頭にご説明したように既に外資の優

遇税制はほぼ廃止され、｢内資｣も｢外資｣も同等の扱いとなっております。 

(2) 投資領域上の基準 

上記(1)の通り、既存合弁会社からの出資は「内資」扱いとなりますが、投

資可能な領域については「外資」の規制を受けます。つまり、合弁会社が出

資するとしても『外商投資企業投資目録』に定められた外資制限類や禁止類

の制限を受けるということです。 

また、設立手順についても「外資」扱いですから、合弁法や独資法等の外

資関連法に基づいて合弁契約書、定款、F/S、その他申請書類を提出して商務

部門の会社設立に対する審査・認可を受けなければなりません。 
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2. 既存合弁企業からの出資の留意点について 

(1) 合弁企業が国内企業に出資する場合の制限 

『外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題につい

ての執行意見』によれば、過去に外商投資企業が国内企業に出資する際の要

件とされていた①登録資本金が全額払い込まれていること、②利益をあげて

いること、③国内投資額が自身の純資産額の 50％を超えないこと等の要件が

規定されています。その後、 『 「 外商投資の会社審査認可登記管理の法律適

用に関する若干の問題についての執行意見」 実施に関する通知』 が国家工商

行政管理総局より 公布され、全国の工商局ベースでは上述(1)の制限・ 規制は

すべて廃止され、 外商投資企業の国内投資は完全に自由化されました。  

但し、 2006 年の上記『 通知』 は、 国家工商行政管理総局名義で発行された

ものであって、 商務部門からの当該制限・ 規制の取消に関する通知は何ら出

されておらず、事実上海市商務委員会は｢赤字の外商投資企業による国内投資

は認可しない｣と 明言しているよう に、地域によっては、商務部門が引き続き

従来の規定を適用し 、 赤字企業の国内投資を認めない可能性があるこ と には

注意が必要です。 

(2) 配当金による再投資 

合弁会社からの出資と誤解されやすい事項の一つに、現地法人が未処分利

益を親会社に配当する資金で中国国内に再投資するケースがあります。この

場合、外貨管理局の認可を得ることで対象の資金を海外に送金することなく

直接新会社に出資することが可能であり、あたかも合弁会社が新会社に出資

しているようにみえますが、意味合い的には、当該資金はあくまで配当とし

ていったん親会社に支払われたものを、親会社自身の判断により中国内に再

投資をしていることと同義です（現地法人の董事会で決議できるのは配当の

如何と金額であり、再投資の判断はあくまで出資者の決議事項）。ゆえに、

この場合の出資者も合弁会社ではなく親会社自身となります。 

3. 出資者が異なることの影響について 

合弁企業が出資することと日本本社が出資することについて、出資者が異なるこ

との根本的な違いはもう一つあります。 

中国の現地法人は、基本的には「董事会」が重要な経営事項を決議しますが、こ

の董事会の構成員である「董事」は各々の出資者が関連法規に基づき定款に定めて

出資比率に応じた人数を任命派遣します。つまり、出資者が既存合弁企業であれば、

董事会構成メンバーは全て合弁企業が決めることになりますので、日本の親会社は

出資者としての直接的な発言権はなく、あくまで既存合弁企業の董事の人事権等に

よる間接的にコントロールしかできません。一方、直接投資、配当再投資いずれの

場合にも、日本の親会社が出資する新会社であれば、日本の親会社の直接的な支配

下に置いて経営することが可能となります。 
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4. 事業の移管について 

新会社を設立した後にもとの工場の生産機能を一部移設することについては、以

下の点に注意する必要があります。 

(1) 免税設備の移設 

① もともと「奨励類プロジェクト」であり免税にて輸入された生産設備があ

る場合、これを税関の監督管理期間（5 年間）内に移設をする場合には、

税関の認可を得た上で監督管理期間の残余年数に応じた関税と増値税を追

納する必要があります。 

② 移転先においても同様の免税優遇を享受しようとするのであれば、移転先

企業も同様の経営範囲を取得して「奨励類」に認定されていることを前提

に、設備移管先の税関より免税輸入設備の保税転送の認可を取得する必要

があります。 

③ なお、2009 年より施行された新たな増値税制度により、固定資産投資にか

かった増値税は製品販売に関わる増値税額からの税額控除が可能となりま

したので、上記①における影響は実質的に関税部分のみとなり、反面、上

記②において享受できるメリットも関税部分のみということになります。 

(2) 従業員の移管 

移管される製造ラインの従業員に関し、リストラをするのかあるいは移転

先に労働契約を引継ぐかについては、従業員個人に対する労働契約解除時の経

済補償金や契約継続時の勤務年数の引継ぎや経済補償の支払いの有無などに

ついて、かなり慎重に計画を立てて実行に移さないと容易に労働紛争につなが

りますので十分な注意が必要です。 

 

＜主な関係法令等＞ 

外商投資産業指導目録：2007年 10月 31日改定公布、同年 12月 1日施行 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/t20071107_171058.htm 

企業所得税法：2007年 3月 16日公布、2008 年 1月 1日施行 

http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.htm 

外商投資の会社審査認可登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意見」

実施に関する通知（ 工商外企字[2006]第 102号)：2006 年 5月 26日公布、施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20060613_18893.htm 

 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2007ling/t20071107_171058.htm
http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.htm
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20060613_18893.htm
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【設問 18】直営チェーン店の開設について 

 

Ｑ． 

 2 年前に北京市で設立したカレーショップの業績が好調で、今後北京市内に数店舗、

上海市など主要都市にも直営店を経営したいと考えています。どのような手続きを踏め

ばよいでしょうか？ 

 

Ａ． 

直営店を開設する場合には、登記管理上は分公司を設立登記することになります。外

商投資企業の分公司は、基本的に店舗の賃貸契約書を締結し、分公司設立地の工商行政

管理局にて登記手続きを行い、分公司の営業許可証を取得するのみで設立することがで

きますが、分公司設立地の工商行政管理局が、同地の商務部門での批准を先に取得する

よう要求する場合にはこれに従わなければなりません。加えて、飲食業の店舗開設に当

たっては、分公司であっても本社店舗を開設した際と同様に、一店舗毎に｢食品衛生許

可証｣、地元公安局の「公共場所治安管理許可証」及び消防当局の認可を取得しなけれ

ばなりません。 

また、直営店による店舗展開以外に、フランチャイズ方式による店舗展開も考えられ

ます。 

 

1. 分公司の開設条件 

分公司開設には本社が以下の点を満たしていることが前提となります。 

(1) 資本金が全額払い込まれて必要な営業許可証の書き換えがなされていること 

(2) 本社の営業活動が正常に開始されていること 

(3) 規定違反が無く、年検に合格していること 

2. ｢衛生許可証｣の取得に必要な書類 

(1) 申請人の衛生許可証取得に必要な資格の証明及び関連部門の審査認可済み資料

(批准証書、営業許可証等) 

(2) 経営場所の使用を証明する資料 

(3) 建築設計の衛生審査許可資料あるいは経営場所の地形図、平面図および衛生防

護設備図 

(4) 主要な設備と施設の説明資料 

(5) 主要な衛生指標監視測定の結果 

(6) 従業員(アルバイトを含む)名簿、健康診断証明書と衛生訓練合格証 

(7) 自社の衛生管理組織、制度などの関連資料 

(8) 法律法規の規定あるいは衛生行政機構が提出を求めるその他の資料 

3. 飲食業設立に関するその他の条件 

飲食業の厨房に関連しては、『飲食業食品衛生管理弁法』第 14 条に、厨房の使
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用面積は 8平方メートル以上であること、壁面は床から高さ 1.5 メートル以上まで、

タイルあるいはその他防水・防湿性の洗浄可能な建材を使用しなければならない

等の条件が規定されています。 

4. フランチャイズ方式での店舗展開について 

『フランチャイズ（商業特許）経営管理弁法』にはフランチャイズ経営当事者の

資格条件および権利義務、 契約書の記載内容、 情報公開、 広告宣伝、 監督管理、 外

商投資企業に関する特別規定、 法律責任等について規定されています。 外資飲食企

業のフランチャイズ申請段階で当面関係する内容は以下の通りです。 

(1) 当事者の資格条件 

＜フランチャイザー＞ 

① 合法的に設立された企業あるいは経済組織である。 

② 他社に使用許可することができる商標、商号、経営モデル等経営資源を有

する。 

③ フランチャイジーに長期的な経営指導やトレーニングを行う能力を有する。 

④ 中国国内で一年以上経営している直営店、あるいはその子会社やマジョリ

ティを有する会社が設立した直営店を２店舗以上有する。 

⑤ フランチャイザーが物品供給をする必要がある場合、品質が保証できる安

定した供給システムと関連サービスの提供能力を有する。 

⑥ 信用が高く、過去にフランチャイズ方式による詐欺等の前科がない。 

＜フランチャイジー＞ 

① 合法的に設立された企業あるいは経済組織である。 

② 相応の資金力、固定の営業場所、人員等を有する。 

(2) フランチャイズ契約書について 

① 記載内容： 当事者の名称、住所； 使用を許可するフランチャイズ権の内容、

期限、 地域および独占性の有無； フランチャイズ費の種類、 金額、 支払い

方法、 保証金の徴収と 返還の方法；秘密保持条項； 商品・ サービスの品質

管理と 責任； ト レーニングと 指導； 商号の使用； 商標等知識財産権の使

用； 消費者苦情処理； 広告宣伝； 契約書の変更と 中止； 違約責任； 争議解

決 

② フランチャイズ費（ 加盟費、 ロイヤルティ ー、 保証金等） の種類 

③ 契約期間； 一般的に３ 年以上 

(3) 情報開示 

＜フランチャイザー＞ 

契約締結の 20 日前までに書面で以下の基本情報および契約書の内容を開示

しなければならず、 情報開示が不十分、 虚偽の情報を開示した等の原因でフラ

ンチャイジーが受けた経済的損失に対しては、 フランチャイザーが賠償責任を
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負います。  

① フランチャイザーの名称、 住所、 登録資本金、 経営範囲、 フランチャイズ

経営に従事している年数等の概要、 公認会計士監査済みの決算報告書と 納

税状況 

② 加盟店数、 分布、 経営状況および加盟店への投資予算、 解約店舗数の加盟

店総数に占める割合 

③ 商標の登録、 使用許可、 訴訟状況。 商号、 経営モデル等その他経営資源の

関連情報 

④ フランチャイズ費の種類、 金額、 徴収方法、 保証金の返還方法 

⑤ 直近 5年間の訴訟状況 

⑥ フランチャイジーに提供する物品、 サービスその他の条件と 制限 

⑦ ト レーニングや指導を行う 能力保有を証明するもの、 ト レーニングや指導

の実施状況 

⑧ 法人代表者およびその他主要責任者の基本情報、 刑事処罰の有無、 企業の

破産に対する個人的責任の有無等 

⑨ フランチャイジーが開示を要求するその他の情報 

＜フランチャイジー＞ 

① 経営能力を示す資料(資格証明、 資本信用証明、 不動産権利書等) 

② 契約期間内において、 真実の経営状況等契約で取り 決めた情報を開示 

(4) 外商投資企業に対する特別規定 

設立済みの外商投資企業がフランチャイズ経営を行う 場合、 従前の審査批准

部門に経営範囲変更の申請を行い、 ｢フラ ンチャイズ方式による商業活動に従

事する ｣と の一文を追加する必要があり ます。 批准部門は申請資料を受理して

から 30 日以内に認可の可否を書面で返答し、 認可が下り た場合、 批准証書を

更新し、批准証書取得から 1 ヵ 月以内に工商行政管理局で営業許可証変更の手

続を行います。 経営範囲変更に必要な書類は以下の通り です。  

① 申請書および董事会決議書 

② 営業許可書および批准証書のコピー 

③ 合弁契約書(独資の場合は必要なし )および定款の修正に関する協議書 

④ フランチャイザーの資格条件を満たしているこ と を証明する資料 

⑤ フランチャイザーに開示するこ と が規定されている情報資料 

⑥ フランチャイズ契約書のサンプル 

⑦ フランチャイズ経営のオペレーショ ンマニュアル 

 

＜主な関係法令等＞ 

飲食業食品衛生管理弁法（衛生部令第 10 号）：2000 年 1 月 16 日公布、同年 6 月 1 日

施行 
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http://www.ynsm.gov.cn/Info.aspx?name=xzl&id=445&mar=0014&lev=3&typeid=10000 

フランチャイズ（商業特許）経営管理条例(国務院令第 485 号)：2007 年 2月 6日公布、

同年 5月 1日施行 

http://www.gov.cn/zwgk/2007-02/14/content_527207.htm 

フランチャイズ（商業特許）経営登録管理弁法（商務部令 2007 年第 15号）：2007 年 4

月 30 日公布、同年 5月 1日施行 

http://www.gov.cn/flfg/2007-05/08/content_607634.htm 

フランチャイズ（商業特許）経営情報開示管理弁法（商務部令 2007 年第 16 号）：2007

年 4月 30日公布、同年 5月 1日施行 

http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-05/08/content_607568.htm 

チェーン店（連鎖店）経営管理規範意見（内貿政体法字[1997]第 24 号）：1997 年 3月

27日公布、施行 

http://www.chinabaike.com/law/zy/bw/atgb/1417481.html 

http://www.ynsm.gov.cn/Info.aspx?name=xzl&id=445&mar=0014&lev=3&typeid=10000
http://www.gov.cn/zwgk/2007-02/14/content_527207.htm
http://www.gov.cn/flfg/2007-05/08/content_607634.htm
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2007-05/08/content_607568.htm
http://www.chinabaike.com/law/zy/bw/atgb/1417481.html
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【設問 19】業績悪化に伴う人員削減について 

 

Ｑ． 

 上海郊外でジーンズを製造する日系独資企業ですが、最近、売上げが急減し、事業経

営が厳しくなっています。今後、従業員の一部を解雇したいのですが、具体的な手続き

および人員削減に伴う経済補償金の支払いについて教えてください。 

 

Ａ． 

 経営不振等の一定の状況下での人員削減は、所定の手続きを踏むことで法的に認めら

れています。但し、一部の従業員を解雇するとなると、その選定が難しく、対応を誤る

と労働争議にも発展しかねないため、希望退職者を募り｢労働者との協議一致による労

働契約解除｣とすることでリスクをミニマイズすることも検討すべきです。 

 

1. 人員削減が可能な状況と実施手順 

 『労働契約法』第 41 条において、人員削減が可能な経営状況と人員削減の実施

手順に関して以下の通り規定されています。 

以下の状況のいずれかにあり、20 人以上の人員を削減するか又は 20人未満であ

るが企業従業員総数の 10％以上削減する必要がある場合、雇用単位は 30日前まで

に労働組合又は全従業員に対して情況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴

取した後、人員削減案を労働行政部門に届け出て、人員を削減することができる。 

(一)企業破産法の規定に基づき再編される場合 

(二)生産経営に深刻な困難が発生した場合 

(三)企業の業種転換、重大な技術革新又は経営方式の調整により、労働契約変更

後も依然として人員削減が必要な場合 

(四)その他の労働契約締結時に根拠とされた客観的経済情況に重大な変化が生

じ、労働契約が履行できない場合 

2. 人員削減の対象となる従業員の条件 

 『労働契約法』第 42 条に規定された以下の状況にある従業員を除いては、全員

が人員削減の対象となり得ます。 

労働者が以下の状況のいずれかにある場合、雇用単位は本法第 40 条、第 41 条

の規定に基づき労働契約を解除することはできない。 

(一)職業病危害作業に従事する労働者が離職前職業健康検査を実施していないか

又は職業病の疑いのある患者の診断中又は医学観察期間中にある場合 

(二)当該単位にて職業病罹患、又は労災により負傷して、且つ労働能力喪失又は

一部喪失が確認された場合 

(三)罹病又は非労災負傷の場合であって、規定医療期間にある場合 

(四)女性従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間にある場合 
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(五)当該単位の連続勤務年数が満 15年であり、かつ法定定年退職年齢まで 5年未

満である場合 

(六)法律、行政法規が規定するその他の状況 

3. 人員削減において支払うべき経済補償金の計算方法 

 人員削減を実施する際に支払う必要のある経済補償金の計算基準は、懲戒解雇を

除く他の理由での解雇の場合と同じであり、『労働契約法』第 47 条において以下

の通り規定されています。但し、スムーズに人員削減を実施する為には、｢法定＋

α｣の経済補償金を支給することが望ましいと言えます。 

経済補償は労働者の当該単位での勤続年数に基づき、満 1 年毎に 1 ヵ月分の給

与を基準にて労働者に支払う。6ヵ月以上 1年未満の場合は 1年として計算する。

6ヵ月未満の場合は、労働者に半月分の給与の経済補償を支払う。 

労働者の月給が雇用単位所在地の直轄市、区のある市級人民政府が公布する当

該地前年度従業員平均月給の 3 倍を上回る場合、その支払われる経済補償の基準

は従業員平均月給の 3 倍の金額で支給され、その支払われる経済補償の年限は最

高で 12年を超えないものとする。 

 本条にて称する月給とは労働者の労働契約解除又は終止前の 12ヵ月の平均給与

を指す。 

4. 人員削減実施時の留意点 

上述の通り、『労働契約法』第 41条に規定された状況下においては人員削減の実

施が法律的にも認められています。 

但し、会社清算に伴い全従業員を一斉解雇する場合や経営不振によりある部門閉

鎖することで同部門に所属する従業員を全員解雇する等、人員削減の対象者が明確

且つ合理的客観的理由に基づき容易に決定できる場合を除き、とにかく人数を減ら

して労務費を削減したいというような場合には、解雇対象従業員の合理的選定が難

しく、対応を一歩誤ると大きな労働争議にも発展しかねません。 

その意味では、経営不振という会社側の理由を根拠に一方的に労働契約を解除す

る形ではなく、｢法定＋α｣の十分な経済補償プランを提示して希望退職者を募り、

『労働契約法』的には第 36 条に規定された｢労働者との協議一致による労働契約解

除｣の形をとれば、企業の経済補償金負担は増加しますが、契約解除に伴う労働争議

発生のリスクは限りなくゼロに近くなると言えます。この場合にも、『労働契約法』

第 4 条の規定に従って、労働組合等を通じて従業員側の意見を十分に聴取したうえ

で、経済補償プランを会社側で最終決定することが大変重要です。 

希望退職者募集についての規定等はありませんが、一般的な実施要領と留意点は

以下の通りです。 

(1) 希望退職者募集計画の立案： 以下について要検討（ 極秘に立案のこ と ） 。  

 ・従業員構成の分析： 年齢、 性別、 部門別、 職層別等 
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 ・経済補償金の積み増し係数のピークをどこに置く のが最も効果的か 

 ・ 希望退職の申し込み順に経済補償を優遇するこ と も一案 

 ・ 定年退職年齢が近い層をどう 処遇するか 

 ・ 辞めて欲しく ない人材から希望が出た場合どう 引き止めるか 

(2) 労働組合または従業員（ 代表） 大会を通じて、希望退職者募集計画（ 案） に対

する従業員側の意見聴取： 退職を希望しない人員の労働契約は有効に継続す

る旨をよく 説明するこ と 。  

(3) 希望退職者募集計画に関する全体説明会の実施： こ こ でも退職を希望しない

人員の労働契約は有効に継続する旨をよ く 説明するこ と 。  

(4) 個別照会デスク を設置（ 個別の経済補償金額の照会等に対応） する等、従業員

側からの照会・ 総段に対し綿密・ 丁寧に対応するこ と 。  

(5) 希望退職申込受付： 辞めて欲し く ない人材から申し出があった場合には説得

工作実施。  

(6) 希望退職者と の｢労働契約書解除協議書｣の締結、 経済補償金の支払い。  

 

＜主な関連法規等＞ 

労働契約法（中華人民共和国主席令第 65 号）：2007 年 6 月 29 日公布、2008 年 1 月 1

日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm 

 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm
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【設問 20】業績悪化に伴う従業員の自宅待機について 

 

Ｑ． 

 青島市郊外で食品加工生産を行う日系独資企業です。最近の景気悪化に伴い、受注が

減少しています。今後、従業員の自宅待機を検討していますが、具体的な手続きについ

て教えてください。 

 

Ａ． 

 自宅待機（一時帰休）実施の場合の手順等は特に定められておりませんが、この場合

の給与の支給基準については、中国各地で基準が決められています。 

 

1. 従業員を自宅待機（一時帰休）させる場合の賃金基準 

これについては、従業員給与支払いに関する各地の条例や弁法に規定されており、

青島市の場合には、『山東省企業給与支払規定』第 31 条において以下の通り規定さ

れています。 

 労働者の原因によらず企業が操業停止、生産停止、休業をするに至り、企業が労

働者との労働契約を解除しない一給与支払い期間内での操業停止、生産停止、休業

については、企業は労働者が正常労働を提供したものと見なして当該給与支払い期

間の給与を支払わなければならない。一給与支給期間を超過する場合には、企業が

労働者に仕事を手配すれば、双方が新たに約定する基準で給与を支払うが、当地の

最低給与基準を下回ってはならない。企業が労働者に仕事を手配せず、労働者も他

の会社で仕事をしなかった場合、当地の最低給与基準の 70%を下回らない基準で労

働者の基本生活費を支払わなければならない。国家と省に別の規定がある場合に

は、これに従って執行する。 

つまり、自宅待機（一時帰休）期間の 1 ヵ月目には労働契約にて約定した正常給

与を支払い、2ヵ月目からは青島市の最低給与基準（2008 年 1月 1 日より 760 元）の

70%を下回らない額を支給しなければならないということです。この山東省の｢最低給

与基準の 70%を下回らない額｣の基準については、北京市や上海市では最低給与基準

の 100%、江蘇省や広東省では最低給与基準の 80%をそれぞれ下回らない額となってい

ます。主要各地の最低給与基準は、北京市では 800元、上海市では 960 元、広州市で

は 860 元、蘇州市では 850元等となっています。 

但し、ここでいう最低給与基準には、社会保険の個人負担分は含まれず、企業側

がこれを負担して、労働者に対しては、純手取りベースでの最低給与基準の 70%、80%

或いは 100%を支給しなければならないことになります。個人所得税については、

2,000元の基礎控除がある為、最低給与水準の労働者への個人所得税課税はありませ

ん。 

また、自宅待機（一時帰休）期間中において、給与は最低給与基準とすることで
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労務費削減効果が期待できます。社会保険については、会社負担分、個人負担分共に

計算基数に前年度の本人平均月収を用いる地域では、社会保険部分についての労務費

削減効果は期待できません。 

2. 従業員を自宅待機（一時帰休）させる場合の留意点 

自宅待機（一時帰休）の実施に当たって、関連当局に何らかの申請が必要な訳で

はなく、特段の手続きの定めもありません。ただ実施前には、『労働契約法』第 4

条の規定に従って、労働組合等を通じて会社の置かれた状況をよく説明すると同時に、

従業員側の意見を十分に聴取したうえで、操業停止、生産停止、休業とこれに伴う従

業員の自宅待機（一時帰休）を実施する必要があります。 

また、自宅待機（一時帰休）についての上限期間の定めも特にありませんが、長

期化すれば、その間に従業員の労働契約期限も順次到来しますので、そうした場合の

対応方針（継続か終止か）についても全体方針を事前に決めておく必要があるでしょ

う。 

 

＜主な関連法規等＞ 

労働契約法（中華人民共和国主席令第 65 号）：2007 年 6 月 29 日公布、2008 年 1 月 1

日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm 

給与支払暫行規定(労働部 1994、489号)：1994年 12月 6日公布、1995年 1月 1日施行 

http://www.hakf.lss.gov.cn/xinxi1/news_view.asp?newsid=61 

山東省企業給与支払規定：2006年 7月 31日公布、同年 9月 1日施行 

http://www.sdsi.gov.cn/cm/001/001003/001003004/2884.htm 

 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm
http://www.hakf.lss.gov.cn/xinxi1/news_view.asp?newsid=61
http://www.sdsi.gov.cn/cm/001/001003/001003004/2884.htm
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【設問 21】外資独資企業の撤退について 

 

Ｑ． 

 江蘇省蘇州市にある来料加工を行う独資現地法人Ａ社の業績が悪化したため撤退を

したい。具体的な手続きを教えてください。 

 

Ａ． 

 現地法人の撤退方法としては、会社清算と出資持分譲渡が考えられますが、有力な販

売ルートを有しているのであればまだしも、業績不振の理由により清算が検討されるよ

うな現地法人の場合、多額の債務と累損、または回収不能の売掛債権等、マイナス要素

を多く抱えているケースがほとんどで、出資持分の他社への売却は難しいと言えます。 

 

1. 外商投資企業の清算・ 撤退に対する適用法律 

(1) 2008年 1月 15日に、国務院第 516号令により 『 一部行政法規の廃止に関する国

務院決定』 を公布し、 即日発効させましたが、 これにより 計 92 件の行政法規が

廃止或あるいは失効し、『 外商投資企業清算弁法』（ 対外貿易経済合作部令〔 1996〕

第 2号） もその中に含まれて廃止と なり ました。  

(2) 2008 年 5 月 5 日、 商務部は『 外商投資企業の解散および清算作業を合法的に実

施するこ と に関する指導意見』 （ 商法字〔 2008〕 31） を公布し、 外商投資企業の

解散や清算の審査批准手順について、 新たな規定を打ち出しました。  

(3) これにより 、外商投資企業の解散および清算は、『 公司法』及び外資関連の法律、

行政法規の関連規定に基づいて実施するこ と になり ました。『 公司法』 には詳細

規定が無く 、外商投資法律および行政法規に特別規定があればそれが適用される

こ と になり ます。  

2. 審査批准機関への満期前解散申請要件 

外商独資企業が『 外資企業法実施細則』 第 72条に基づき、以下の状況が発生して

解散、 終了と なった場合、 会社は、 審査批准機関に対し、 満期前解散申請書、 企業

の権力機構（ 董事会、 株主会） の満期前解散決議書、 企業の批准証書及び営業許可

証を提出して、 会社の満期前解散を申請します。  

(1) 経営不良で、 重大な損失が発生し、 外国投資者が解散を決定した場合。  

(2) 自然災害、 戦争等の不可抗力により 重大な損失を被り 、 経営を継続できない場

合。  

(3) 外商独資企業の定款に規定するその他の解散理由が発生した場合。  

3. 会社清算手続き 

会社清算に関わる手続き順序は以下の通りです。債権を回収し、土地使用権や工

場建屋等を売却して得た資金等で全負債を返済し、清算負債を支払った後の残余資

産については、現金化が必要なものは現金化して、海外の出資者宛に清算配当とし
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て対外送金します。 

(1) 董事会および株主会での（ または株主による ） 会社解散・ 清算決議 

(2) 審査認可機関への会社清算申請と 認可取得（ 約 30日）  

(3) 清算委員会の設立 

(4) 清算委員会メ ンバーの政府機関関連部門への登記（ 2週間）  

(5) 清算公告の新聞誌上への掲載（ 45日以内）  

(6) 公認会計士事務所による資産監査（ 2週間）  

(7) 債権者に対する債権通知実施 

(8) 清算方案の制定 

(9) 債権債務、 資産処理 

(10) 公認会計士事務所の清算会計監査（ 2週間）  

(11) 税務登記抹消（ 2 ヵ 月）  

(12) 税関登記抹消（ 2週間）  

(13) 工商登記抹消（ 2週間）  

(14) 余乗資産の換金及び投資者への送金（ 2週間）  

(15) 外貨登記の抹消、 銀行口座閉鎖（ 2週間）  

(16) 会計資料を原審査認可機関に引渡（ 1週間）  

(17) その他登記の抹消（ 2週間）  

4. 会社清算に関わる主なポイント 

(1) 上記の清算過程において、最も時間がかかるのは(9)の資産処理（ 固定資産の処

理） と (12)の税務登記の抹消段階です。 土地使用権と 工場建屋は、 通常地元開

発区のディ ベロッ パー等に購入しても らいます。 税務登記抹消段階では、 諸税

の過去の納税状況が全て精査され、 納税漏れがあれば漏れなく 追徴されます。  

(2) 2008年 12月末以前に購入した生産設備を中国国内で売却処理する場合には、簿

価未満での売却に対しては 4%の増値税が課税されるだけですが、 当初奨励類プ

ロジェク ト と して認定を受け免税輸入した設備を、 輸入通関より 5 年以内に売

却するのであれば、 未経過年数分に相当する関税と 増値税を追納しなければな

り ません。  

(3) 従業員については、3-(2)の清算認可を取得した後、『労働契約法』第 44 条第

(5)項｢雇用単位が営業許可証を取り上げられたか、閉鎖命令を受けたか、抹消

されたか、または雇用単位が期間満了前に解散を決めた場合｣に基づき、表面上

は解雇ですが、法律上は契約を終止させることになります。また、同法第 47条

に基づき所定の基準での経済補償金支払いが必要となりますが、スムーズに解

雇を進める為には｢法定＋α｣の経済補償金支払いが望ましいと言えます。 

(4) 会社設立より 10年未満で会社を清算する場合には、既に享受した｢二免三減｣を

返納しなければなりません。 
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＜主な関連法規等＞ 

一部行政法規の廃止に関する国務院決定（国務院第 516号令）：2008年 1月 15日公布、

施行 

http://www.gov.cn/flfg/2008-01/23/content_867240.htm 

外商投資企業の解散及び清算作業を合法的に実施することに関する指導意見（商法字

〔2008〕31号）：2008 年 5月 5日公布、施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12455 

公司法：2005年 10 月 27日改定公布、2006 年 1月 1日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm 

外資企業法実施細則：2001年 4月 12日改定公布、施行 

http://www.was.gov.cn/public/LawsItem.aspx?id=2054 

労働契約法（中華人民共和国主席令第 65 号）：2007 年 6 月 29 日公布、2008 年 1 月 1

日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm 

 

http://www.gov.cn/flfg/2008-01/23/content_867240.htm
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12455
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm
http://www.was.gov.cn/public/LawsItem.aspx?id=2054
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm
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【設問 22】企業清算に伴う従業員への補償について 

 

Ｑ． 

 中国現地法人を清算するにあたり、従業員への未払賃金や経済補償金はどのように処 

理していけばいいのでしょうか？ 

 

Ａ． 

 会社清算にあたって、外資系企業に対しては基本的に｢普通清算｣しか認められません

ので、債務超過で従業員の賃金や解雇に当たっての経済補償金が支払えないような場合

でも、出資者より追加資金を投入してでも、これらの労働債務を支払う必要があります。 

 新『企業破産法』が 2007 年 6 月に施行されてから、外資系企業に対し｢破産｣が認可

された事例が確認されておりますが、この場合でも、土地使用権と工場建屋を売却した

代金で、先ず全ての労働債務を支払った後に人民法院に対し破産申請を行い、これが認

められ、人民法院の任命する破産管財人の下、主として一般債務について、減免を含め

て債務の返済処理を進めたものです。 

 

1. 会社清算に当たっての労働債務の処理 

労働債務とは、法律上の定義はありませんが、一般的には、従業員の労働の提供

に対する対価として、労働契約や会社規則に基づき、事業主が現在と将来にわたっ

て支給しなければならないさまざまな給付義務と位置付けることができます。中国

での会社清算に際してよく問題になるのが、未納の社会保険、納付基数を誤魔化し

た（あるいは計算を間違えた）ことによる社会保険の納付不足額、未払いあるいは

支払い不足の残業手当です。 

これらの労働債務について、『民法通則』、『労働争議調停仲裁法』、『労働保

障監察条例』および広東省の『労働争議調停仲裁法、労働契約法の適用の若干問題

に関する指導意見』中の規定に基づいて言えば、2 年で時効が成立することになり

ます。 

しかしながら、会社清算において気をつけなければならないのは、税務登記の取

消手続きのように、会社清算過程において労働社会保障局による労働債務の処理状

況の確認手続きがある訳ではなく、ひとえに労働者からの直接の申出・要求、ある

いは労働者の意向を受けて労働社会保障局が間に入って企業に労働債務の処理を

促すことで初めてこうした労働債務の存在が顕在化するのが実態であるというこ

とです。つまり、このような労働債務が未処理のまま残っているような会社では、

日常経営においては、労働債務の存在についてほとんど認識されていない（労働者

側にもこれを認識するだけの知識が無い）ものの、工場閉鎖や会社清算の際には、

必ず誰か扇動役が現れ、労働債務の存在を暴露して回り、一旦顕在化すれば、労働

者が会社経営陣を取り囲んで（場合によっては会議室等に経営陣を監禁して）実力
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行使も辞さない構えで労働債務の返済を迫るような事態にまで発展するケースが

多いということです。 

このように、会社清算過程での労働債務の処理は、何も起こらなければ“逃げ切

り”もあり得る一方、一旦顕在化すれば、清算手続きを前に進める為に労働仲裁で

白黒をはっきりさせる時間的猶予も無く（圧倒的に会社の立場が弱く）、時効云々

の法律論や理屈を超えて“待ったなし”での解決を迫られるので、根拠のある要求

に対しては、良く話し合って誠心誠意対応するしか解決方法が無いということを十

分認識しておく必要があります。裏返して言えば、会社清算に際して慌てることの

無いよう、普段から法律規定に沿ったコンプライアンス遵守の経営を行うことが重

要ということです。 

2. 会社清算に当たっての｢従業員福利奨励基金｣の処理 

｢従業員福利奨励基金｣は、会社定款中の関連規定と董事会での決議に従って、会

社の税引き後利益の中から一定比率を積み立てるものですが、用途としては従業員

の非経常的な奨励金、社内旅行や懇親会、その他の福利目的(たとえば社宅、食堂、

便所の建設、改築なども含みます）のために使われることが義務付けられており、

例えば給与の補填などに使うことはできません。 

 また、他の法定積立金である企業発展基金、利益準備金は資本勘定に仕訳される

のに対して、従業員奨励福利基金は負債勘定に仕訳されますが、あくまで従業員の

為の集団福利に用いるための積立金であり、個々の従業員の権益に属するものでは

ありません。ゆえに、会社清算にあたっては、従業員が解雇されることでその使用

の対象が無くなるため、未使用の残高は清算収入のひとつとして認識し、全資産と

全負債とを相殺した結果、剰余財産が残れば、出資者宛の分配金に回ることになり

ます。 

なお、中外合弁企業において、全従業員が中国側からの出向社員であり、会社清

算に伴って出向社員が全員中国側派遣元に戻される場合には、｢従業員福利奨励基

金｣の残額も一緒に持って帰り、引き続き中国側の会社での集団福利のために使用

されるのが一般的です。 

3. 会社清算に当たっての労働組合費の処理 

これについても上記 2.と処理方法は同じです。つまり、労働組合費は組合員全体

のための活動経費として会社が支払っているものですので、会社清算において組合

員が解雇され、その使用対象者が居なくなれば、労働組合費の残額は清算収入のひ

とつとして認識することになります。中外合弁企業における一般的取扱いについて

も同様です。 

 

＜主な関連法規等＞ 

民法通則：1986年 4月 12日公布、1987 年 1 月 1日施行 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm
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労働争議調停仲裁法：2007年 12月 29日公布、2008 年 5月 1日施行 

http://www.gov.cn/flfg/2007-12/29/content_847310.htm 

労働保障監察条例：2004年 11月 1日公布、同年 12月 1日施行 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/xzfg/200411/20041100125637.shtml 

労働争議調停仲裁法、労働契約法の適用の若干問題に関する指導意見（粤高法発

[2008]13号）：2008 年 6月 23日公布、施行 

http://www.gd.lss.gov.cn/gdlss/zcfg/zxzcfg/t20080708_69462.htm 

http://www.gov.cn/flfg/2007-12/29/content_847310.htm
http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/xzfg/200411/20041100125637.shtml
http://www.gd.lss.gov.cn/gdlss/zcfg/zxzcfg/t20080708_69462.htm
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【設問 23】合弁期間満了前に企業が想定すべき対応について 

 

Ｑ． 

 日本の物流企業Ａ社は中国の大手運輸企業Ｂ社とともに、合弁企業Ｃ社（出資比率：

日方 49％、中方 51％）を立ち上げました。2011 年には合弁期間が満了するにあたり、

事前に準備をしていきたい。どのようなケースが想定できるか教えてください。 

 

Ａ． 

大きく 分ければ日本側が「 事業継続したい」 場合と 「 事業から撤退したい」 場合が想

定できますが、 以下のよう に何通り かに分類できます。  

 

1. 事業を継続したい場合 

(1) 合弁期間を延長する  

日中双方と もに事業を継続する意思がある場合には、 『 中外合弁経営企業法』

第 13条により 、合弁期限を定める合弁企業は合弁各方が合弁期限の延長に同意し

た場合、 期間満了の 6 ヵ 月前までに審査認可機関に申請を提出しなければならな

いと されていますので、 合弁契約や定款に特別の規定がない限り は、 6 ヵ 月前ま

でに董事会での合弁期間延長決議をし、 その他必要書類と 併せて原審査認可部門

に提出すれば合弁会社はさらに事業を継続するこ と が可能です。  

但し 、 董事会決議は全員一致が必須ですから必ず中国側の同意が必要です。 つ

まり 、 中国側が許容できない条件での合弁期間の延長はできず、 且つ 6 ヵ 月前ま

でに必要書類を提出しなければなり ませんので、 中国側と の交渉や関連書類の作

成はなるべく 余裕を持って開始しなければなり ません。  

(2) 中国側の持分を買い取る  

日本側は事業継続をしたいにも関わらず、 中国側は事業から撤退したい、 ある

いは合弁継続の条件が折り 合わなかった場合、 日本側出資者が中国側出資者の持

分を 100％買い取って「 独資企業」 にしてしまう 方法があり ます。 この場合、 企

業形態が「 合弁企業」 から 「 独資企業」 に変更されますので、 『 中外合弁経営企

業法』 ではなく 『 外資企業法』 に基づいて新たな定款の作成および経営年数を定

めていきます。 双方が特に問題がなければ、 当該新「 定款」 やその他申請書類を

揃えて原審査認可部門へ批准申請手続きに入り ます。  

なお、 この際に日本側出資者が中国側出資者に対して支払う 持分譲渡代金につ

いては、 一般には資産評価をして算出した企業の純資産価値に基づいて出資持分

相当額をベースと して双方が納得する値段に設定します（ つまり 、 交渉ごと なの

で撤退をすると 先に手を挙げた方が値段交渉は一般に不利です） 。 譲渡する対象

の中国側出資持分が国有資産であれば、 譲渡の対価は資産評価額を著しく 下回れ

ない等の当局の許認可にかかってく るので注意しなければなり ません。  
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(3) 第三者が中国側の持分を買い取る  

事業継続したいが中国側の出資持分は買い取れないと いう 場合は、 中国側の出

資持分を購入して一緒に事業展開しても らえる先を探さねばなり ません。 この第

三者が中国企業であれば引き続き 「 合弁企業」 ですし、 日本企業であれば「 独資

企業」 (厳密には独資の合弁企業)と して新たに原審査部門の許認可を取得しなけ

ればなり ません。  

この場合(2)と 異なるのは、第三者にと っては会社の内容が分からないと ころか

ら参入するので徹底的な DD(デューデリ ジェンス )をかけてく るこ と があり ます。

DDは財務、 法務、 労務、 営業等の多方面にわたって行われるものであって、 この

結果如何によって持分譲渡が成功するか否かが大きく 左右されます。  

2. 事業から撤退したい場合 

(1) 日本側出資持分を中国側に売却する  

日本側と しては事業から撤退したい場合、 最終的に会社を清算するか否かに関

わらず、 後述するよう な清算に伴う 潜在リ スク と 多大な労力から解放されると い

う こ と では、 出資持分を譲渡してしまう のがもっと も効率的で合理的であると い

えます。 しかし、 持分譲渡の対価は基本的には当事者同士の交渉ごと なので、 こ

こ でも 「 撤退したい」 と 先に手を挙げた方が交渉上は不利な立場におかれます。

と いう のも 、 「 中外合弁企業法実施条例」 によれば持分譲渡も董事会の全員一致

決議が必要であり 、 必ず中国側が同意できる条件でないと 一切の手続きが進みま

せん。 つまり 、 資産評価によって算出した純資産価値の持分比率で売却したいと

日本側が言ったと しても 、 それは一つの根拠になるだけであって、 中国側がタダ

でおいて行かない限り は同意しないと 主張する限り は（ 日本側がそれでも持分譲

渡により 撤退したいのであれば） 当該条件を呑まざるを得ないと いう こ と です。  

(2) 日本側出資持分を第三者に売却する  

持分譲渡による事業の撤退において、 中国側が自社による買い取り に同意しな

い場合で、 引き続き日本の同様の会社を後継と して要求するなどの要望が出た時

は、 自社の出資権を買い取ってく れる先を探さざるを得ません。 この際にも 、 資

産評価価額は参考にされますし、出資権購入候補先の企業は通常徹底的な DDを実

施しますが、 いずれにしても これも董事会の全員一致決議が必要であり 、 中国側

の同意が必須と なり ますので注意が必要です。  

(3) 合弁期間満了前に会社を清算する  

合弁期間満了までに会社を清算する場合は、 『 中外合弁企業法実施条例』 によ

れば董事会の全員一致決議が必要ですから 、 最初のハード ルは中国側と の合意で

す。 つまり 中国側が同意しない限り 清算手続きに入るこ と すらできません。  

また、 無事清算手続きに入ったと しても 、 清算の過程では様々な問題処理やこ

れまでの不適切な処理に起因する潜在的なリ スクが発生します（ 労働契約書の未

締結に伴う 給与倍額支払い、 残業代の未払い、 社会保険の未納付あるいは納付基
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数の過尐申告に伴う 追納・ 遅延金・ 罰金、 過去の税制優遇の取消しに伴う 追納、

密輸・ 脱税に伴う 追納・ 遅延金・ 罰金或いは刑事責任の追及、 債権者などの利害

関係者から提訴される経済的な係争事件に伴う 損害賠償など） ので、 これらの問

題に出資者と して最後まで付き合わねばなり ません。  

なお、 合弁企業は「 有限責任会社」 ですから 、 理屈と しては「 出資額の範囲内

で損失責任を負う 」 はずですが、 実際は外資系企業に対して債務の免責を裁判所

が容易には認めませんので、 債務超過の場合には出資者と して債務返済のための

増資或いは貸付（ 最後には債権放棄） をして対応せざるをえないと 認識しておか

なければなり ません。  

(4) 合弁期間満了と と もに会社を清算する  

事業継続や持分譲渡あるいは期限前の清算などの調整がう まく いかなかった場

合などで、合弁期間が満了した場合は、『 中外合弁企業法実施条例』 第 90条によ

り 会社は清算しなければなり ません。  

この場合、中国側の同意が必要ないと いう 意味では上記(3)と 異なり ますが、清

算に必要な過程の労力と 発生しえるリ スクは変わり あり ませんので注意が必要で

す。  

 

＜主な関連法規等＞ 

中外合弁経営企業法：2001年 3月 15日改正公布、施行 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-06/17/content_137316.htm 

中外合弁経営企業法実施条例：2001年 7月 22日改正公布、施行 

http://www.ndrc.gov.cn/wzly/zcfg/wzzcqy/t20050715_36941.htm 

外資企業法：2000年 10月 31日改正公布、施行 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-01/04/content_9181.htm 

外資企業法実施細則：2001年 4月 12日改正公布、施行 

http://www.ndrc.gov.cn/wzly/zcfg/wzzcqy/t20050715_36943.htm 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-06/17/content_137316.htm
http://www.ndrc.gov.cn/wzly/zcfg/wzzcqy/t20050715_36941.htm
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-01/04/content_9181.htm
http://www.ndrc.gov.cn/wzly/zcfg/wzzcqy/t20050715_36943.htm
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【設問 24】3 社以上が出資する合弁企業における一部出資者の撤退について 

 

Ｑ． 

 日中合弁企業Ａ社は 3社の日本企業、1社の中国企業Ｅ社の出資により設立され、2009

年に 10 年の 合弁経営期限が到来します。日本側出資比率はＢ社 60％、Ｃ社 15％、Ｄ

社 10％ で残りの 15％は中国側のＥ社となっています。 Ｄ社は経営期限の到来を契機

に出資をやめ撤退したいので、合弁他社にＤ社出資分の株式を譲渡したいと提案してい

ます。 この株式譲渡の留意事項を教えください。 

 

Ａ． 

 中外合弁企業の合弁期限到来時に合弁期限を延長する場合、『中外合弁経営企業法』

(1979年 7月 1日採択、 1990年 4月、 2001年 3月一部改正； 以下『合弁法』という）

第 13 条の規定により、期限到来の 6 ヵ月前までに元の審査認可機関に申請して合弁期

限延長の認可を得て、所轄の工商行政管理局にて変更登記を行う必要があります。また、

合弁期限延長の為には、合弁企業の董事会での全会一致決議が必要となりますが、合弁

期限の到来を機に出資者のうちの一社が撤退意向を表明しているとのことで、実務上は、

当該出資者の出資権譲渡と残りの出資者での合弁期限の延長とを同時に董事会で全会

一致決議することになります。中外合弁企業における出資権譲渡の留意点と 申請手順は

以下の通り です。  

 

1. 中外合弁企業における出資権譲渡の留意点 

 『 合弁法』 実施条例第 20条には、 「 中外合弁企業において、 いずれかの出資者が出

資権譲渡を行う 場合、まず当該企業の他の出資者が“ 優先買い取り 権” を有し、その譲

渡価格は最優遇価格でなければならない」 と 規定されています。  

 この｢優先買い取り 権｣について、日本等では一般的に、第三者への出資権譲渡価格よ

り も優遇された価格で既存の出資者が出資権を購入する権利と 理解されています。しか

し、合弁期限満了までの間、従前の出資者で共に合弁企業を経営して行く こ と が合弁経

営のそもそもの主旨であり 、 合弁期限到来前に出資権を他社に譲渡すると いう こ と は、

この合弁経営の主旨に違反する（ ＝合弁契約書に違反する） 行為であり 、日本等での理

解と は違い、 中国ではこの点が強く 意識されています。  

 ゆえに、中外合弁企業において合弁期限到来前に出資権を他社に譲渡する場合の“ 優

先買い取り 権” と は、合弁契約違約方の出資権を、残る遵守方の出資者が第三者に優先

して“ 言い値” で買い取るこ と のできる権利と も言い換えられ、中国側出資者はこの点

を必ず主張して来ますので注意が必要です（ 今回は合弁期限到来時の出資権譲渡であり

これには該当しません） 。  

2. 既存の出資者間での出資権譲渡手続きの審査認可手順 

(1) 既存の出資者間で出資権譲渡が行われる場合、第三者への譲渡の場合と 同じく 、
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原審査認可機関の批准認可を受けて、新しい出資者を記載した新しい批准証書、

営業許可証に書き換えなければなり ません。  

(2) 原審査認可機関には、 譲渡当事者間で締結した出資権譲渡協議書、 譲渡後の出

資当事者間の法人代表がサインした合弁契約書および定款の改定に関わる協議

書と 改定箇所の対照表、 増資を伴う 場合には新しいフィ ージビリ ティ スタディ

をそろえて、 既存の外商投資企業が申請者と なって出資権譲渡に対する認可を

申請します。  

(3) 上記(2)以外に原審査認可機関に提出する書類は以下の通り です。 ｢出資権譲渡

申請に対する回答(批復)｣を取得後、原審査認可機関の｢批准証書｣と 国家工商行

政管理局が発行する 「 営業許可証」 を再取得します。  

① 出資権譲渡に関する申請書(様式自由) 

② 出資権譲渡を決議した董事会議事録 

③ 譲渡希望出資者の出資権譲渡についての同意要請書 

④ その他の共同出資者の優先購入権放棄に関する承諾書 

⑤ 出資権譲渡前の批准証書(正本) 

⑥ 出資権譲渡前の営業許可証(正本) 

(4) 出資権譲渡対価の受け渡しを行った後、出資権譲渡側企業より｢出資証明書｣を

回収し、出資権譲受側の企業が公認会計士に委託して行った出資権譲渡対価の

受領に対する監査報告書に基づいて、出資権譲受側企業に対し、譲渡後の出資

額（比率）での新たな｢出資証明書｣を発行します。 

(5) 上記(4)は法定事項ではありませんが、株式を発行しない有限会社において出資

関係を証明する唯一の手段が｢出資証明書｣であり、また公正を期すためにも公

認会計士による監査報告書に基づいて、これを発行されることを強くお勧めし

ます。 

3. 上記 2.の必要提出書類に関するいく つかの留意事項 

(1) 譲渡希望出資者の出資権譲渡同意要請書、 共同出資者の優先購入権放棄・ 譲渡

同意承諾書： 上記 1.にて述べた主旨に基づき、 他の合弁当事者がその出資権譲

渡を受ける意思がない場合は、 書面にて｢優先購入権放棄に関する承諾書｣を作

成して、 購入の意思がないこ と 及び購入権利を放棄する旨、 董事会および譲渡

を希望する出資者宛に提出します。  

(2) 出資権譲渡協議書： 『 外商投資企業の出資者持分変更に関わる若干の規定』 第

10条に規定された協議書中への要記載事項は以下の通り です。  

① 譲渡者と 譲受者の名称、 住所、 法定代表者の指名、 職務、 国籍 

② 譲渡する持分の額と 譲渡価格 

③ 持分の譲渡期限と その方式 

④ 譲受者が会社の契約と 定款に基づき享受する権利と 継承する義務 

⑤ 違約責任 
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⑥ 適用法律と争議の解決 

⑦ 協議書の発効と 終止 

⑧ 協議書の締結日と 締結場所 

(3) 合弁契約書及び定款の改定箇所の対照表 

① 出資権譲渡に限らず、 合弁契約書や定款を改定する場合には、 会社設立当

初に締結したオリ ジナルの合弁契約書及び定款はそのままにして、 改定の

都度、 改定箇所の新旧条項のみを取り 纏めた対照表を作成・ 締結し 、 合弁

契約書や定款を一から作成し直すこ と はしません。  

② そう しなければ都度の改定履歴が分からなく なるためで、 そう いう 会社側

の事情を斟酌しない審査認可機関からの要求に従って便宜的に再作成し直

したものを提出するこ と も あり ますが、 正式にはあく まで①の方法に従う

べきです。  

 

＜主な関連法規等＞ 

中外合弁経営企業法：2001年 3月 15日改定公布、施行 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-06/17/content_137316.htm 

外商投資企業の出資者持分変更に関わる若干の規定：1997 年 5月 28 日公布、施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20020325_17618.htm 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2001-06/17/content_137316.htm
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/gfxwj/t20020325_17618.htm
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【設問 25】合弁パートナーへの持分譲渡による撤退について 

 

Ｑ． 

 広東省にある日系企業Ａ社は日本のＢ社出資：8 割、中国のＣ社出資：2 割の合弁企

業。業績が振るわないことから速やかに撤退したいと考えている。できればＢ社の持分

をＣ社に譲渡したいがどのように手続きを進めるべきでしょうか。また、一般的に撤退

まではどのぐらいの期間がかかるのでしょうか？ 

 

Ａ． 

 外資系企業の合弁会社において外国側が撤退して政府が管轄する内資系企業に転換

するためには｢産権交易所｣の｢産権取引証書｣が必要です。  

 ご質問のケースの場合、合弁企業における日本側出資権の中国側への譲渡については、

董事会決議など一連の必要書類、手順を経て、原審査認可機関の認可を得ますが、こ こ

では当該認可を得た後の企業形態の変更申請認可(外資系合弁企業→純内資企業への変

更)手続き等について説明します。  

 

1. 合弁企業の批准証書の取消し手続について 

中国側当事者は、合弁企業の外国側出資権すべてを譲り 受ける認可同意書を得た

後、30日以内に原審査認可機関に対して以下の書類で合弁企業批准証書の取消申請

を実施しなければなり ません。  

① 出資権譲渡および企業形態変更に関する申請書 

② 出資権譲渡に関する董事会議事録 

③ 出資者間の出資権譲渡に関する協議書 

④ 合弁契約・ 定款の終止に関する協議書 

⑤ 中国側の会計監査報告書 

⑥ 中国側の営業許可証 

⑦ 中国側の法人代表身分証 

⑧ 合弁企業の｢批准証書｣(正本、 副本) 

⑨ 合弁企業の｢営業許可証｣(コピー) 

原審査認可機関は、 合弁企業批准証書の取消申請取消申請受理後、 15 日以内に

原登記機関宛の合弁企業批准証書取消通知書を発行します。  

2. 原登記機関(工商行政管理局)への手続について 

中国側当事者は、上記 1.で取得した｢合弁企業批准証書取消通知書｣と 以下の書類

を持参して、 原登記機関に対し 、 元の合弁企業の｢営業許可証｣を返却して抹消し 、

内資企業｢営業許可証｣の交付を受けます。 登記変更手続受理後、 通常は 15 日以内

に新営業許可証が交付され、 手続が完了します。  

① 外商投資企業変更(申告)登記申請書 
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② 原審査認可機関の批准証書取消通知書 

③ 出資者間の出資権譲渡に関する協議書 

④ 合弁契約・ 定款の終止に関する協議書 

⑤ 合弁企業の｢営業許可証｣(正本、 副本) 

⑥ 各地の所有権(中国語： 産権)取引所が発行した｢所有権取引証書｣ 

⑦ 企業形態変更後の新規の内資企業の名称登記申請書 

⑧ 内資企業の法人設立登記申請書 

⑨ 内資企業の株主会(又は董事会)議事録 

⑩ 内資企業の定款 

⑪ 内資企業の株主会(董事会)、 監事会の各メ ンバーおよび総経理の身分証のコ

ピーと 本人の署名 

3. 各地の所有権取引所が交付する ｢所有権取引証書｣について： 上海市の例 

(1) ｢上海市所有権取引市場管理弁法｣および｢上海市所有権取引管理弁法実施細

則｣の関連規定に基づき、 上海市が管轄する国有又は集団企業が外国或いは

他の省市の出資者より 出資権(所有権)を売買する場合、 上海市所有権取引所

にて所有権の取引を行う 必要があり ます。  

(2) 当該細則の第 39条の規定では、 ｢上海市所有権取引所に参加しておらず、 あ

るいは上海市所有権取引所の審査確認後取引証書の交付を受けていない国

有・ 集団所有権の取引について、 上海市の国有資産管理弁公室、 財税・ 外

貿・ 工商・ 銀行・ 不動産・ 労働社会保障・ 公安・ 公用事業の各部門は、 関連

変更手続を受け付けない｣と していますので、 ご質問のケースの場合、 外国

側(日本企業)から中国側(上海市が管轄する国有企業)への出資権譲渡は、 上

海市所有権取引所における取引と なり 、 上海市所有権取引所が交付する ｢所

有権取引証書｣の取得が必要と なって、 同時に資格のある評価機関に委託し

て、 譲渡資産に対する ｢資産評価報告書｣の作成発行が必要です。  

(3) 上海市所有権取引所は会員制であるので、 会員企業である場合は、 直接上海

市所有権取引所に｢所有権取引証書｣の発行を依頼できますが、 非会員企業の

場合、 つまり ご質問の合弁企業の場合、 出資権譲渡の当事者である中国側、

日本側と もに各々、 資格を持つ所有権代理機関(上海市所有権取引所の会員)

と ｢委託代理契約｣を個別に締結すると 同時に｢上海市所有権取引契約｣(2004

年版)を共同で契約して、 ｢所有権取引証書｣の交付を受けますが、 その際に

中国側、 日本側で以下の書類の提出が必要です。  

① 中国側(出資権被譲渡者)が準備する書類； a)資格証明、 b)資本信用証明、

c)法律、 法規および規則制度が提出を要求するその他書類 

② 日本側(出資権譲渡者)が準備する書類； a)資格証明又はその他有効な証

明書、 b)所有権の権利に関する証明書、 c)所有権譲渡に関する認可を証

明する文書、d)譲渡価格を説明する文書、e)法律、 法規および規則制度
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が提出を要求するその他書類 

4. 過去に享受した外資税優遇策への影響について 

(1) 合弁会社設立より 10年未満で内資に転換される場合には、10 年以上経営する

外資（外国企業の出資が 25%以上であること）の生産型企業に与えられる「二

免三減半(＝利益計上年度より 2 年間は企業所得税を免除、更に 3 年間は半

減)」について、過去に享受した分を返上しなければなりません。 

(2) 「奨励類プロジェクト」としての認定を受け、生産設備を免税輸入しており、

税関の監督管理期間（設備輸入より 5年間）内に内資に転換する場合には、税

関の認可を得た上で監督管理期間の残余年数に応じた関税と増値税を追納す

る必要があります。 

5. 譲渡にあたり 譲渡益が生じる場合の課税関係 

売却側企業がたと え海外に所在する場合でも中国国外所在の「 非居民企業」 であ

り 、 売却側企業が、 買収対照企業の税務上の純資産評価価値より も高い価格で出資

権を売却する場合には、 売却側企業は中国に源泉がある所得を得た非居住企業と し

て、 納税義務者と なり 、 中国で企業所得税(10％)を源泉納付する義務があり ます。

『 日中租税条例』 に基づき、 日本での二重課税は排除されます。  

 

＜主な関係法令等＞ 

上海市所有権取引市場管理弁法（ 上海市人民政府令第 36号） ： 2004 年 10月 25日公布、

同年 11 月 25日施行 

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node2407/node12938/user

object26ai2409.html 

上海市所有権取引管理弁法実施細則： 1999 年 5月 21日公布、施行 

http://www.shfdz.gov.cn/zcfg/zhl/200701/t20070123_71848.htm 

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node2407/node12938/userobject26ai2409.html
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node2407/node12938/userobject26ai2409.html
http://www.shfdz.gov.cn/zcfg/zhl/200701/t20070123_71848.htm


 

Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved 

74 

【設問 26】駐在員事務所の撤退手順について 

 

Ｑ． 

 上海市に駐在員事務所を設置していますが、中国事業の業務縮小に伴い、撤退の検討

をしています。その手続きと留意点について教えてください。また、「休眠」とするこ

とは可能なのか併せて教えてください。 

 

Ａ． 

 駐在員事務所を休眠化することについて、事業活動を停止し、スタッフを全員解雇し

たとしても、閉鎖手続きを取らない限り、休眠の場合には、駐在員事務所の登記自体は

存続します。そのため、当然登記場所としての事務所家賃も引き続き支払わなければな

らず、課税事務所の場合には、休眠期間中も営業税と企業所得税額を休眠期間中に発生

した経費額をベースに計算し納税申告する必要がありますので、家賃の安い事務所に引

っ越す、非常駐の首席代表 1名のみを登記する等の経費削減策を講じる必要があります。 

 

 駐在員事務所の閉鎖は、特に所管の税務局の閉鎖同意取得が難しく、納税が規定通り

に行われているかどうかの検査を通過しなければなりません。 

現地法人を設立した場合に、現地法人設立後は本社側の管理業務を簡略化する必要性

から駐在員事務所を閉鎖するケースがよくあります。しかし、一旦開設した外国企業の

駐在員事務所の閉鎖は、開設時手続きに比較するとかなり問題が多く、基本的には駐在

員事務所を所管する外貨管理局、税務局、工商行政管理局など、設立時に登記したすべ

ての部門から事務所の閉鎖同意を取り付ける必要があります。その同意取得のために、

過去の事務所運営に法令違反や納税違反などの問題がなかったことを資料で説明して

認知してもらわなければ駐在員事務所の閉鎖同意書を発行してもらえません。 

実際に継続運営されている駐在員事務所では、それほど問題がなかったいろいろな事

項が過去 5年間ぐらいまで遡って精査されますので、税務手続きの不備などいろいろな

問題が発生する場合があります。 

実際の閉鎖手順としては、上海市工商行政管理局が 2004年 6月 30日付で公布した『一

部の外国(地区)企業常駐代表機構の直接登記に関する通知』により、2004 年 7 月 1 日

以降、9 業種(貿易業者、メーカー、貨運代理業者、建築請負業者、コンサルタント会

社、公告会社、投資会社、リース会社及びその他の経済貿易組織など)については、設

立時の対外経済貿易部門の批准証書取得が不要となりましたので、駐在員事務所の閉鎖

手続きについても対外経済貿易部門の閉鎖同意批准取得が不要となり、若干簡略化され

ました。 

以下、上海市における駐在員事務所の閉鎖手続きについて解説致します。他都市に関

しましては必要書類等が若干異なる場合もありますが、基本的な流れについてはまった

く同様です。 
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1. 課税事務所は公認会計士事務所に監査報告書を作成してもらう(非課税事務所は必

要なし)。 

2. 税務局から税務登記取消通知書を取得するための必要書類 

① 税務登記取消申請書(中国語：税務登記申請審批表、様式自由)一式 2部 

② 税務登記証正本と副本 

③ 首席代表、代表および職員の最近 2年の個人所得税納税証明書 

④ 工商登記証(収入印紙の貼付が必要) 

⑤ 事務所の賃貸契約書(収入印紙の貼付が必要) 

⑥ 免税証明書 

⑦ 事務所の最近 2年の所得税・営業税の納税証明と監査報告書(非課税事務所は必

要なし) 

3. 税関登記取消書を取得するための必要書類 

① 税関登記取消申請書(様式自由) 

②  事務所の税関への届け出証 

③ 工商登記証のコピー 

④ 首席代表証 

⑤ 首席代表のパスポートコピー 

4. 銀行口座残高の処理：基本的に人民元については現地で使い切るか、あるいはどう

しても残るようであれば所定の手続きを経て外貨に兌換して、外貨口座の残金とと

もに国外の親会社に送金する形となります。 

5. 銀行口座取消通知書を取得(人民元口座、外貨口座共に同じ) 

① 銀行口座取消申請書(各銀行に所定様式有り、駐在事務所印捺印要) 

② 外貨および人民元口座の ICカードを返還する。 

6. 工商登記証取消通知書を取得するための必要提出書類 

① 駐在員事務所閉鎖申請書(様式自由、外国の本社が代表取締役名で作成する) 

② 工商登記証(返還する) 

③ 工作証(返還する) 

④ 工商 ICカード(返還する) 

⑤ 税務登記取消通知書 

⑥ 税関登記取消通知書 

⑦ 駐在員事務所印鑑(返還する) 

7. 関連証書類の返還：以上が終了して、この工商登記証取消通知書を提示して、さら

に企業コード番号証(企業代碼証)正本・副本を技術監督局に返還し、統計登記証の

正本・副本を統計局に返還し、外貨口座使用証を外貨管理局に返還します。 

 



 

Copyright (C) 2009 JETRO. All rights reserved 

76 

＜主な関連法規等＞ 

一部の外国(地区)企業常駐代表機構の直接登記に関する上海市工商行政管理局の通

知：2004 年 6月 30 日公布、同年 7月 1日施行 

http://www.sgs.gov.cn/sgs/dengji/login.jsp 

http://www.sgs.gov.cn/sgs/dengji/login.jsp
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【設問 27】商業型企業の撤退手順について 

 

Ｑ． 

 2006 年に上海に現地法人となる商業企業を設立したが、当初の計画通りの発展が期

待できなくなったので会社の清算・撤退を検討したい。具体的な手続きを教えてほしい。 

 

Ａ． 

 生産型企業と商業企業等の非生産型企業の会社清算方式や手順は全く同一ですが、前

者は土地・工場建屋、生産設備等の処理すべき固定資産を多く抱えており、これらの資

産処分（現金化）の過程で非生産型企業に比べ長い時間を要します。また、もともと税

優遇の与えられていない非生産型企業の清算においては、｢二免三減｣や生産設備の免税

輸入等の税優遇分の賠償・税金の追納の問題がありませんので、生産型企業の清算に比

べてかかる労力もかなり軽減されます。 

 以下に具体的な会社清算上の留意点や清算手順をご説明します。 

 

1. 外商投資企業の清算方式 

(1) 清算には特別清算(いわゆる倒産、 破産)と 普通清算があり ますが、 どの国にお

いても特別清算は債権者の権利を著し く 損ないますので、 必ず裁判所の認定が

必要と なり ます。  

(2) 中国においては、 裁判所が外資系企業に対して債務の踏み倒しを認めず、 特別

清算は許可されません。 従って普通清算と なり 、 全ての債務を返済して、 残余

資産を出資比率に基づき配分する事で会社を閉鎖します。  

(3) こ のため、 債務返済資金が不足する場合は、 清算される外商投資企業は事前に

何らかの手段で資金を手当しなければならず、 そのための方法論と しては、 増

資と 親子ローンの２ 通り が考えられます。 しかしながら 、 清算予定の会社に対

して増資を行えば、親会社がその株主より 経営責任を追及されかねませんので、

この観点からは親子ローンに拠るのが妥当です。  

(4) また、 債務返済資金を貸し付けるための親子ローンなので、 親会社と しては、

外商投資企業に対する貸付債権を最終的に放棄せざるを得ませんが、 簡単に債

務免除してしまったのでは、 親会社側の税務署に清算損失と して認めても らえ

ません（ 有税償却せざるを得なく なり ます） ので、 回収可能な債権を全て回収

し 、 これら全資産を親子ローン以外の全債務の返済に充当したう えで、 最終的

に親子ローンのみが返済不能で残った段階でこれを放棄する等の工夫が必要と

なり ます。  

2. 外商独資企業の清算手順と 非生産型企業の場合の所要期間 

以下の清算過程において、最も時間がかかるのは(9)の資産処理（ 固定資産の処理）

と (12)の税務登記の抹消段階です。 商業企業であれば、 土地や工場、 生産設備を有
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していないため、 (9)の資産処理は問題があり ませんが、 (12)の税務登記抹消段階で

は、 諸税の過去の納税状況が全て精査され、 納税漏れがあれば漏れなく 追徴されま

す。  

(1) 董事会および株主会での（ または株主による ） 会社解散・ 清算決議 

(2) 審査認可機関への会社清算申請と 認可取得（ 約 30日）  

(3) 清算委員会の設立 

(4) 清算委員会メ ンバーの政府機関関連部門への登記（ 2週間）  

(5) 清算公告の新聞誌上への掲載（ 45日以内）  

(6) 公認会計士事務所による資産監査（ 2週間）  

(7) 債権者に対する債権通知実施 

(8) 清算方案の制定 

(9) 債権債務、 資産処理 

(10) 公認会計士事務所の清算会計監査（ 2週間）  

(11) 税務登記抹消（ 2 ヵ 月）  

(12) 税関登記抹消（ 2週間）  

(13) 工商登記抹消（ 2週間）  

(14) 余乗資産の換金及び投資者への送金（ 2週間）  

(15) 外貨登記の抹消、 銀行口座閉鎖（ 2週間）  

(16) 会計資料を原審査認可機関に引渡（ 1週間）  

(17) その他登記の抹消（ 2週間）  

3. 会社清算に伴う 従業員の解雇について 

上記 4.の手続きにおいて、(2)の清算認可を取得した後であれば、これを根拠と

して『労働契約法』第 41 条に基づき、労働組合または従業員（代表）大会を通じ

て、従業員側の意見を聴取する過程を経たうえで解雇を実施することになります。

また、同法第 47条に基づき所定の基準での経済補償金支払いが必要となりますが、

スムーズに解雇を進める為には｢法定＋α｣の経済補償金支払いが望ましいと言え

ます。 

一方、清算手続き過程に入る前に労務問題を片付けてしまいたいというケースも

よくありますが、会社清算の根拠が未だ確立していない段階で解雇を強行して従業

員側と争いになった場合には、会社の経営状態が『労働契約法』第 41 条に規定さ

れた人員削減要件に符号しないと判断されれば不当解雇ということになりますの

で、より綿密に従業員側の意見を聴取しながら経済補償案等を決定する必要があり

ます。 

尚、最終的には全員を解雇するとしても、会社清算手続き期間中の会計処理や税

務処理のために、会計担当者最低 1 名は最終段階まで残しておいた方が無難です。 

 

＜主な関連法規等＞ 
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一部行政法規の廃止に関する国務院決定（国務院第 516号令）：2008年 1月 15日公布、

施行 

http://www.gov.cn/flfg/2008-01/23/content_867240.htm 

外商投資企業の解散及び清算作業を合法的に実施することに関する指導意見（商法字

〔2008〕31号）：2008 年 5月 5日公布、施行 

http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12455 

公司法：2005年 10 月 27日改定公布、2006 年 1月 1日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm 

外資企業法実施細則：2001年 4月 12日改定公布、施行 

http://www.was.gov.cn/public/LawsItem.aspx?id=2054 

労働契約法（中華人民共和国主席令第 65 号）：2007 年 6 月 29 日公布、2008 年 1 月 1

日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm 

http://www.gov.cn/flfg/2008-01/23/content_867240.htm
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12455
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm
http://www.was.gov.cn/public/LawsItem.aspx?id=2054
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm
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【設問 28】現地法人の中国国内への移転手続きについて 

 

Ｑ． 

 浙江省にある日系独資生産企業です。新たな生産ラインを増設するために、敷地が手

狭となったため、省内の別の都市に移転したい。留意点などを教えてほしい。 

 

Ａ． 

 会社の移転については法的にも可能であり、手続きも比較的はっきりしていますが、

中国における税徴収システムに起因する転出元政府の抵抗が大変大きく、また、実務上

も移転には｢発票｣が発行できない期間が発生することから現実的ではなく、新会社設立

＋旧会社の清算（或いは合併）の形を取るのが現実的と言えます。 

 

1. 移転手続きの概要 

(1) 法的には、 手続き手順は比較的はっきり しています。  

(2) 実務上の問題の原因は、中国の税務システムにあり ます。つまり 、日本の税金は

主と して中央政府が一括して徴収して地方にばら撒く 方式であり 、中国の税金は

地方が徴収して、地方の取り 分を控除して残り を中央に上納する仕組みであると

いう こ と です。  

① 地方は尐しでも税収が多く なればそれだけ財政収入も 増えて地方全体が豊か

になるので、発展する外国企業の誘致を積極的に進め、年間の外国企業投資数

や投資金額などを公表するなどして力を入れて行きます。  

② つまり 、 転出地の税務局や税関などでの転出手続は、 地元政府の抵抗が強く 、

手続が煩雑で時間を要すると いう こ と です。同一省内において、異なる市に移

転する又は同一市内で異なる区に移転するのでさえも困難を極めます。これが

省を跨ぐこ と になればなおさ らです。  

2. 移転における実務上の問題点 

(1) 税務局が移転に同意しないケース： 

① 転出地の税務登記抹消は当該地区にとってはその企業がなくなることですの

で、その企業の誕生から現在まで、納税すべき税金、滞納金、罰金、地方が与

える優遇政策の過不足調整と追加納税等のあらゆる納税関連事項がきっちり

行われて来たかどうかを厳格に検査し、問題点が無く不足納税も存在しないこ

とを確認する過程でもあります。 

② すでに説明したように、所在地税務当局としてはもともと転出に対して消極的

です。企業の税務登記抹消には応じないことが移転手続きの最大の問題点とな

り、「移転手続きが進まない」ということは「転出地の税務局が税務登記の抹

消に応じない」ということとほぼ同義語であると考えて差し支えありません。 

(2) 奨励類の免税輸入設備の移設について： 移転に伴って奨励類プロジェク ト 認定
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に基づく 免税輸入設備が、 監督管理期間（ 5 年） 内に移転先の管轄税関に移設さ

れる場合、 双方の税関と の折衝が必要でかなり の労力を要します。  

(3) 会社は移転済みながら税務登記だけは移転も と のままのケース：  

① すべての原登記を抹消しなければ営業許可証が発行されないのが一般的です。

移転先の対外経済貿易部門が批准証書を発行し、工商行政管理部門が早と ちり

で「 営業許可証」 まで発行したが、移転元の所管税務局での登記抹消手続きが

できないので、 移転先の税務登記もできないと いう ケースも過去にあり ます。 

② 結果的には納税地は相変わらずも と の移転元の税務局になっているケースも

実際にあり ます。 移転元の税務局は「これで問題は無い」と言っていますが、

移転先の当局からは正式登記を迫られます。この状態は税務の「属地主義(営

業実態のある所管税務局で納税しなければならない)」から見ると大きな問題

がありますが、税務当局の態度を確認しないまま移転した企業側にも責任があ

り、中国ではよく見られる状況です。 

(4) 税務所管の移転に伴う 「 発票」 発行の注意点：  

① 現地法人の移転の場合、 あらゆる営業取引で使用する発票（ 領収書） は所管税

務局が発行するので、転出元の税務局抹消手続きに伴って、も と の所管税務局

に発票を返却しなければならず、転入先の税務局で再登記して新しい発票を発

行できるまでの間、 発票の発行が出来ない期間（ 通常 2～3 ヵ 月、 長いと きは

半年） が生じます。  

② あるいは移転元の税務登記が抹消できなければいつまでも移転元の税務局の

発票を使用せざるを得ず、これにより 営業税や増値税、所得税などのすべての

税収は移転元税務局に入る仕組みです。  

(5) これらのこ と については、取引先に対する事前の説明と 理解を求めるこ と も 重要

ですが、企業側と しても中国における移転問題の本質的な難しさ と して理解され

るこ と が重要です。  

(6) なお、 上海市は 2009 年 3 月 4 日付けで、 上海市財政局、 上海市国家税務局、 上

海市地方税務局の共同名義で、 上海市各区、 県の財政局と 税務局に『 企業の区を

跨る移転に関する管理強化の通知』 を公布し、 市内各区に対して｢地域主義｣や税

務上の障害の排除によるスムーズな税務登記の移転実施を要求しました。これが

次第に上海市内で浸透し徹底されるこ と で、上海市内での移転がアベイラブルな

ものになるこ と 、 同様の動きが他の省市にも広がっていく こ と が期待されます。 

 

＜主な関連法規等＞ 

上海市財政局、上海市国家税務局、上海市地方税務局の企業の区を跨る移転に関する管

理強化の通知（ 濾財預[2009]21号） ： 2009年 3月 4日公布、 2009年 1月 1日遡及施行 

http://fina.shqp.gov.cn/gb/content/2009-03/11/content_240868.htm 

 

http://fina.shqp.gov.cn/gb/content/2009-03/11/content_240868.htm
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【設問 29】強制立ち退き要請への対処方法について 

 

Ｑ． 

 青島市にある日系独資メーカー。企業の所在地周辺がリゾート再開発計画の対象地域

に指定されたことから、市当局より立ち退きを求められた。当社としては立ち退きたく

ないがどうしたらよいか。また、立ち退かざるを得ない場合、どのような点に注意すべ

きか教えてほしい。 

 

Ａ． 

外資系企業が中国に進出し始めて 30 年が経過しました。 中国の「 改革・ 開放の 30

年」 は「 外資系企業の中国進出 30年」 でもあり ます。 この間の中国の経済発展はすさ

まじ く 国内総生産（ GDP） において 68倍にもなり 、いまや中国は名目 GDPにおいても世

界第 3位の経済大国であり 、 まもなく 世界第 2位を抜き去ろう と しています。  

そのよう な過程で、早期に進出した外資系企業は、立地する都市の都市計画に基づい

て立ち退き、移転を余儀なく されるケースは全国で頻繁に発生しています。以下は実際

の立ち退き要請に遭遇した場合の対処について、 簡単に解説します。  

 

1. 一般的には「強制立ち退き」ではなく「移転要請」 

よく 「 強制立ち退き」 と いわれますが、従来のほと んどの例が「 強制立ち退き」 では

なく 、「 代替地を用意しての移転要請」 であり 、移転に関する経済補償もされるケース

が一般的です。この移転要請は何らかの強制力を有する文書で行われるのではなく 、当

局が都市計画などの説明会などを開催して、 該当企業に対する「 口頭による移転要請」

がなされて始まる場合がほと んどです。 単純には以下のステッ プを辿り ます。  

(1) 都市計画などの説明会において移転要請がなされる。  

(2) 代替地の提示、 経済補償の基準案が出される。  

(3) 企業ごと に細部の条件交渉に入る。  

(4) 第三者機関による移転費用の見積も り 評価が行われる。  

(5) 企業は経済補償金を受領して撤退するか、 代替地に移転するか、 代替地以外の

他の場所に移転するか、 などの決定を行う 。  

(6) 更に最終的な経済補償金の交渉を行って「 撤去移転補償再配置協議書」 に署名

する。  

(7) 新工場を建設して移転する。  

但し、工場建物が賃貸である場合は「 建物賃貸借契約書」 の残余期間満了を待って契

約書の更新延長をしないケースが多く 、土地使用権を取得して自社工場を建設している

場合と かなり 情況が異なり ます。  

また、中国においては外資系企業が土地使用権を購入する場合は国土資源部が規定す

る「 国有土地使用権譲渡契約書」 を締結するこ と が義務付けられていますので、その第
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三章第 19条に「 譲渡者は被譲渡者の法に則る土地使用権の取得に対し、 本契約に約定

する使用年数満了迄は回収しない。特殊状況において、社会公共利益の必要性から 、期

間満了前に土地使用権を回収する場合、譲渡者は法に照らした手順にて申請認可を実施

し、回収時の地上建築物、その他付属物の価値および土地使用権残余年数の価格に基づ

き、被譲渡者に相応の補償を実施しなければならない」 と 規定されていますので、社会

公共利益の必要性がある場合は、国家権力による強制執行権が保留されているこ と につ

いては留意する必要があり ます。  

2. 「強制移転」で争議になる場合の争議解決方式と関連規定 

実際にそのよ う に行われたケースは極めて尐ないと 思いますが、 企業がどう しても

移転に同意せず、社会公共利益の必要性に基づく 公共工事のスケジュールに支障がでる

場合は、 当局より 「 強制移転立ち退き命令書」 が発行されて、 正式な争議になり ます。

また、土地を再開発するディ ベロッ パーと の間で同様の争議と なるこ と もあり ます。一

般にこのよう なケースは都市計画において「 土地の用途変更」 が行われてその地域では

工場立地ができないケースがほと んどで、これもやはり 「 強制移転」 と ならざるを得ま

せん。  

こ の場合の争議の進め方については「 上海市都市建物撤去移転管理実施細則」 の第

23条、 第 24条、 第 25条で以下の通り 規定されています。  

第 23条(仲裁、 訴訟および仮執行) 

撤去移転補償再配置協議書が締結された後、移転撤去する当事者、建物賃借者

が協議書に約定された移転期間内に移転が完了しない場合、移転撤去させる当事

者は法に照らして仲裁機関に仲裁を申請するこ と ができ、裁判所に起訴するこ と

もできる。 訴訟期間において、 移転撤去させる当事者が相応の建物を再配置して

いる場合、 法に則り 裁判所に仮執行を申請するこ と ができる。  

第 24条(裁決) 

移転撤去させる当事者と 移転撤去する当事者または建物賃借者が撤去移転補

償再配置協議書に合意できない場合、当事者の申請を経て、 撤去移転される建物

所在地の区、 県房地局が裁決を行う 。 裁決は申請受領日より 30 日以内に行わな

ければならない。  

居住建物の撤去移転補償再配置争議は、裁決をもって建物の交換調整を実施し

なければならない。 非居住建物の撤去移転再配置争議は、裁決をもって交換調整

を実施する事ができ、 裁決をもって現金による補償と する事もできる。  

第 25条(裁決後の強制執行) 

移転撤去する当事者又は建物賃借者が裁決に規定された撤去移転期間内に撤

去移転が完了しない場合、 区、 県の房地局への申請を経て、 区、 県の人民政府が

区、 県の房地局および公安機関等の関係部門に強制執行を実施させる。 又は区、

県の房地局が法に則り 裁判所に強制執行を申請する。  
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区、県の人民政府が関係部門に強制執行を実施させる場合、事前に当事者に通

知しなければならない。  

強制執行実施前において、撤去移転する当事者は撤去移転される建物の関連事

項について、 公証機関に対して証拠保全手続を実施しなければならない。  

 

3. 移転に際しての経済補償範囲 

企業立地の移転に際しては、それが強制であるかあるいは合意であるかを問わず、経

済補償がなされますが、 その内容には以下が含まれます。  

(1) 土地使用権に対する補償： 合法的な土地使用権証に基づいて等価の代替地が提

供されるか、 あるいは市場価格による買上げ、 差額補償などの経済補償がなさ

れる。 全国的に極めて多い合法的な土地使用権証が存在しない場合は個々の交

渉と なる。  

(2) 建築物、 移転不可能の施設などへの補償： 撤去移転する建物の用途、 建築面積

は撤去移転する当事者が提出した合法的有効な房地産所有権証又は建物建設認

可文書の記載内容に準じて、 再建築あるいは移転可能なものは移転費用を経済

補償金と する。  

(3) 構築物、 設備などの補償： 一般に移転費用を評価機構が算出するが、 操業保証

等で移転不可能な場合は、 先に建設して後で移転する方式と して差額補償する

ケースもある。  

(4) 工場生産停止による損失経済補償： 移転は一般に工場生産停止を伴う のでこれ

に対する経済補償金の交渉が必要である。 第三者評価機関の評価が難しい項目

であり 、 実際には現実の情況にも と づいて、 当事者双方の協議によらざるをえ

ない場合が多い。  

(5) その他の補償： 緑化、 道路などのインフラスト ラ ク チャー費用、 従業員の再配

置費用、 再立ち上げのための技術指導費用、 など多岐に渡るが、 個々の交渉と

なる。  

移転に伴う 経済補償金の交渉は、 移転対象会社の合法的な権利と 関連法律によって

行われるもので、その意味では土地も建物も合法的な登記がされていない外資系企業が

大変多いこ と が往々にして問題と なり ます。いずれにしても立ち退き移転に際しての経

済補償金交渉は、経験あるコンサルティ ング会社などに委託して、不当に権利を侵害さ

れないよう に有利な交渉を進めなければならない、 と 言えます。  

 

＜主な関連法規等＞ 

都市建物撤去移転管理条例(国務院令第 305 号)：2001 年 6 月 13 日公布、同年 11 月 1

日施行 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/xzfg/200106/20010600126103.shtml 

上海市都市建物撤去移転管理実施細則(上海市人民政府令第 111 号)：2001 年 10 月 29

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/xzfg/200106/20010600126103.shtml
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日公布、同年 11月 1日施行 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/dfgz/200110/20011000091543.shtml 

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2316/node2334/node2524/usero

bject6ai1072.html 

江蘇省都市建物撤去移転管理条例：2002 年 10月 24日公布、2003 年 1月 1日施行) 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/dffg/200210/20021000102230.shtml 

http://www.jiangsu.gov.cn/shouye/wjgz/dfxfg/200710/t20071015_68063.html 

無錫市市区集団土地建物撤去移転管理弁法(錫政発[2004]363 号)：2004 年 12 月 28日公

布、2005 年 1月 15 日施行 

http://www.wxcgzx.com/newyd.aspx?id=1006 

｢上海市都市建物撤去移転管理実施細則」の貫徹施行に関する若干の意見の通達(滬房地

資(2001)673号)： 2001年 12月 10日施行 

http://www.shfdz.gov.cn/zcfg/fwcq/200701/t20070123_71476.htm 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/dfgz/200110/20011000091543.shtml
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2316/node2334/node2524/userobject6ai1072.html
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2316/node2334/node2524/userobject6ai1072.html
http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/dffg/200210/20021000102230.shtml
http://www.jiangsu.gov.cn/shouye/wjgz/dfxfg/200710/t20071015_68063.html
http://www.wxcgzx.com/newyd.aspx?id=1006
http://www.shfdz.gov.cn/zcfg/fwcq/200701/t20070123_71476.htm
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【設問 30】香港法人と同法人中国子会社の同時清算について 

 

Ｑ． 

 香港法人の100％子会社が広東省内にあります。香港法人および中国現地法人の両方

を同時に清算することは可能でしょうか？ 

 

Ａ． 

香港政府当局は中国現地法人の清算業務には一切関知しませんが、香港法人を清算す

る場合には全ての債権債務がないこと、すべての資金回収が終わっていることが必要と

なります。投資先の中国現地法人についても、会社を清算するかあるいは香港法人の出

資権を他社に譲渡して、これらの資金（剰余財産または出資権譲渡代金）の香港法人の

口座への入金を完了させると共に、香港法人の決算報告書に反映させなければなりませ

んので、香港法人とその出資先である中国現地法人の清算作業を同時並行して行うこと

は実務上できません。 

香港法人の清算には、｢一般清算｣（債権債務の無い状態での清算）と｢破産｣(債権債

務を残したままでの清算；中国語では“清盤”)の２種類があります。また、｢破産｣に

は、｢一般破産｣(自ら裁判所に破産を申立てる場合)と｢強制破産｣（債権者が裁判所に破

産を申立てる場合）の２種類があります。 

香港法人が一般清算を行う場合には、債権と債務の処理を行った後、｢会社登記処｣

（中国では“公司註冊処”）と「税務局」の２ヵ所にて登記抹消を行なうだけですので、

中国現地法人に比べると清算手続きは簡単ですが、破産の場合は裁判所の審査を経なけ

ればなりません。 

 

1. 香港法人の一般清算の条件 

(1) 私人有限公司であること（株主50名以下、株式非公開公募の会社） 

(2) 全株主の同意を得ていること 

(3) 3ヵ月の業務停止期間を要すること 

(4) 全ての債権債務がないこと 

(5) 税務局発行の清算に反対しない書面（不反対抹消公司註冊通知書）通知書を取得

すること 

2. 香港法人の一般清算に関わる対当局手続き 

(1) 税務局での「不反対抹消公司註冊通知書」の取得 

① 必要提出資料：｢IR1263｣（所定フォーム）、決算報告書 

② 清算公告：公的機関の新聞紙にて3ヵ月間に2回行う 

③ 申請費用：270香港ドル 

④ 手続き所要期間：約3ヵ月半 

(2) 公司註冊処での私人公司抹消登記申請と企業名称登録の抹消完了に関するレタ
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ーの取得 

① 必要提出資料；上記(1)の「不反対抹消公司註冊通知書」、｢DR1｣（所定フォ

ーム） 

② 申請費用：420香港ドル 

③ 手続き所要期間：約10営業日 

(3) 税務局での商業登記証の抹消 

① 必要提出資料：｢IRC3113｣（所定フォーム）、上記(2)にて公司註冊処税務局

が発行したレター（コピー） 

② 手続き所要期間：約2ヶ月 

3. 香港法人の破産の手順及び条件 

(1) 自己申告による場合 

① 代理人の選任：代理人は破産管理処署長あるいは裁判所が経験と関連職務

の執行資格を有すると認めた者であること。 

② 債務返済計画案の提出：債務者は代理人に対しあらゆる債権者への債務返

済計画案（詳細内容は『破産規則』第122C(2)条を参照、以下｢計画案｣とい

う）を提出しなければならない。これに代理人が同意した場合、裁判所に臨

時命令を申請する。 

③ 資産負債状況説明書：債務者は代理人に直近の資産負債状況説明書を提出

する。 

④ 臨時命令：裁判所が公布する臨時命令の猶予期間は14日間であり、この期間

内に裁判所の許可を得られなかった場合、如何なる債務者に対しても破産或

いはその他の法律訴訟手続きを継続してはならない。 

⑤ 代理人よる債務者のための計画案と報告の提出：臨時命令満了の尐なくと

も3日前までに、代理人は裁判所に債権者会議を開催し、関連の計画案を検

討するか否かの報告を提出する。開催する場合はさらに開催日、時間、場所

を提出する。裁判所が代理人の報告を受領した後、債権者会議を開催すべき

と認めた際、債権者に計画案に対する考慮期間を与えるため、臨時命令の有

効期限をある一定の期間を延長することができる。 

⑥ 債権者会議：債権者会議において、債務者は、計画案の修正要否を含め債務

者の計画案を批准するかどうかを決定する。計画案の批准あるいは修正の決

議は、会議に出席し投票を行った債権者の保有債権総額の75％以上を占める

債権者（あるいはその代表者）の賛成による。債権者会議で批准された計画

案は、会議に本人が出席したか代理人が出席したかに関わらず、会議への参

加と投票資格を有するすべての債権者に対して拘束力を持つ。会議開催後７

日以内に、会議の議長は裁判所に対し報告を提出しなければならない。 

(2) 債権者が破産を申立てる場合 

① 債務者の破産申請伺い：債務者破産申請書と所定フォーム（28C-個人資料収
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集声明、賃借対照表状況説明書）に資料記載する 

② 上記①の資料と必要費用(HK$8,650)をもって破産管理署に提示する。 

③ 公証、宣誓：申請書、賃借対照表を弁護士、高等裁判所司法常務官あるいは

破産管理局署職員、授権された監査員(中文：監誓員)の面前にて公証、宣誓

を行う 

④ 裁判所費用(HK$1,045)の納付 

⑤ 高等裁判所にて登録：破産番号、出廷の期日および時間の取得 

⑥ 上記過程を経て、破産管理署接待署へ申請書、賃借対照表のコピーを提示し、

初歩のアンケート(EA/B-11)および月毎の収支バランス評価表(EA/B-7Aa)を

提出する。 

⑦ 出廷：債務者は指定した期日および時間に出廷する。 

⑧ 破産令公布 

 

＜主な関連法規等＞ 

香港特別行政府破産管理署ホームページ： 

http：//www.oro.gov.hk/cht/publications/debtor.htm 

破産規則：2007年 5月 25日公布、 2007年 12月 10日施行 

http://www.legislation.gov.hk/blis_export.nsf/chome.htm 

http://www.legislation.gov.hk/blis_export.nsf/chome.htm
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【設問 31】香港法人出資の独資企業の清算について 

 

Ｑ． 

香港法人からの出資により広東省で設立した外商独資企業が、債務超過で税金も従業

員の給与も払えない状態で行き詰まっております。会社を清算するしかありませんが、

会社清算に当たり、これらの債務は免除されるのでしょうか？ 

 

Ａ． 

中国における外資系企業の清算は｢普通清算｣に拠るのが原則であり、｢特別清算｣はま

ず認可されません。｢普通清算｣においては、債務超過状態にあるような場合でも、出資

者が追加資金を投入してでも全債務を処理しなければなりません。特に、一般債務につ

いては、債権者との個別交渉の中で債務の減免を受けられる可能性もありますが、未納

税金は、これを完納しないと清算手続きが前に進みませんし、従業員への未払い給与等

の労働債務を踏み倒そうとしようものなら、大変な労働争議に発展して収拾が付かなく

なります。 

一方、2006年 8月 27日、中国全人民代表会議(全人代)常務委員会の第 10 期第 23回

会議において新たな『企業破産法』が可決され、即日公布されました。これまで、企業

の破産に関係する法律は『企業破産法(試行)』、『民事訴訟法』がありましたが、『企

業破産法(試行)』は全人民所有制企業(国有企業)のみを対象として施行され、その他企

業法人の破産や債務返済に関する手順は『民事訴訟法』の第十九章にわずかな規定があ

るだけのものでしたので、新『企業破産法』は全企業法人など営利性組織を対象とし、

新たに破産管財人制度や企業再生制度が盛り込まれたことが注目されています。 

これを受けて、出資者も会社再建途上にある等の極めて特殊な状況下に限ってではあ

りますが、外商投資企業に対して｢破産｣が認可された事例も確認できており、今後は｢破

産｣も撤退のための一手段として考えられますので、以下に中国での｢破産｣について解

説します。 

 

1. 破産の概要 

(1) 破産の定義：『企業破産法』第 2条によると、｢企業法人が債務を期日どおりに

返済できず、かつ資産がすべての債務返済に不足する場合あるいは明らかに返

済能力が欠乏しているものは本規定に基づき債務を整理する｣とされ、｢企業法

人が前項の情況を有し、あるいは返済能力が明らかに喪失する可能性があるも

のは、本規定に基づいて再生を行う｣としています。 

(2) 「破産」は「清算」と異なり、裁判所の許可がないと認められません。 

(3) 清算は会社董事会が任命する「清算委員会」が清算処理を主導するのに対して、

「破産」は裁判所が指定する「破産管財会社の管財人」が破産処理を主導しま

す。 
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2. 破産管財人に関する規定 

『企業破産法』では、破産企業を管理し、財産の保管や整理などに責任を負う破産

管財人制度が規定されています。破産管財人は、人民法院によって任命され、関連部

門や清算委員会あるいは法律事務所、会計事務所などから選出された専門家が担当し

ます。破産管財人が公平に職務を執行しない場合や職務を執行できないと債権者が判

断した場合、人民法院に対して破産管財人の交替を申請することができます。破産管

財人の条件は以下の通りです。 

① 故意の犯罪で刑事処罰を受けていないこと。 

② 関連営業許可証が取り消されていないこと。 

③ 破産案件と利害関係がないこと。 

④ 民法院が破産管財人に不適格と認めるその他の情況が無いこと。 

なお、個人が破産管財人になる場合は、執行責任保険に加入しなければなりません。 

3. 企業再生制度：『企業破産法』第八章の｢重整｣にて、企業再生が規定されています。 

(1) 申請；企業再生手続は、債権者、債務者ともに人民法院に対し、企業再生を申

請することができます。債権者が債務者に対して破産清算を申請した場合、人

民法院の破産申請受理後、破産宣告前に、債務者あるいは出資額が登録資本金

の 10分の 1 以上を占める出資者は、人民法院に対し再生申請が可能です。 

(2) 再生期間；人民法院が決定した再生日より再生手続終了までとしています。期

間中、債務者の出資者は投資利益の分配を要求してはならず、債務者の董事、

監事、高級管理職は第三者に対して債務者の出資持分を譲渡してはなりません。

また、期間中、以下の情況が発生した場合、破産管財人あるいは利害関係者の

請求を得て、人民法院が再生手続終了と判断し、破産宣告します。 

① 債務者の経営状況と財産情況が継続して悪化し、再生の可能性が尐ない場合。 

② 債務者に詐欺行為や故意に債務者の財産を減尐する、あるいはその他明らか

に債権者が不利となる行為があった場合。 

③ 債務者の行為により管財人が職務を執行できない場合。 

(3) 再生計画と認可：債務者が自身で財産を管理している場合は債務者が、破産管

財人が財産管理をしている場合は破産管財人が、人民法院の再生決定日より６

ヵ月以内に再生計画案を提出しなければなりません。正当な理由がある場合は

３ヵ月の延長が認められますが、それ以外の場合で期日になっても再生計画案

が提出されない場合、人民法院は再生手続の終了を決定し、破産宣告します。 

4. その他の法的責任：『企業破産法』では、それぞれの法的責任を以下の通り規定し

ています。 

(1) 企業代表者：企業の董事、監事あるいは高級管理職が忠実義務、勤勉義務に違反

し、企業を破産に至らしめた場合、法に基づいて民事責任を負い、その企業の破

産手続終了日より起算して３年間は、いかなる企業の董事、監事、高級管理職も

務めることはできない。 
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(2) 債権者：債権者会議に出席する義務があり、人民法院の召集に対して、正当な理

由無く出席を拒否した場合、法に基づいて処罰される。 

(3) 債務者：陳述・回答拒否や陳述・回答に虚偽があった場合、人民法院は法に基づ

いて債務者に処罰を与える。また、必要な書類や報告書などの提出を拒否した場

合や、虚偽の書類や報告書などを提出した場合、人民法院は直接の責任者を処罰

する。破産管財人に対して、財産、印鑑、帳簿、書類などの引渡しを拒否した場

合、財産を証明する書類を偽造、廃棄した場合にも、直接の責任者が罰せられる。 

(4) 破産管財人：『企業破産法』の規定に従わず、勤勉・忠実に職務を実行しない場

合、人民法院は罰金を科すことができる。また債権者、債務者、第三者に損失を

与えた場合、賠償責任を追わなければならない。 

 

＜主な関連法規等＞ 

企業破産法(中華人民共和国主席令第 54号)：2006年 8月 27日公布、 2007年 6月 1日

施行 

http://www.gov.cn/flfg/2006-08/28/content_371296.htm 

民事訴訟法： 2007年 10月 28日改正公布、 2008年 4月 1日施行 

http://www.gov.cn/flfg/2007-10/28/content_788498.htm 

「 企業破産法(試行)｣徹底執行に関する若干問題の意見： 1991年 11月 7日公布、 施行 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/sfjs/199111/19911100124481.shtml 

企業破産案件の審査に関する若干問題の規定： 2002年 7月 30日公布、同年 9月 1日施

行 

http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/sfjs/200207/20020700122711.shtml 

 

http://www.gov.cn/flfg/2006-08/28/content_371296.htm
http://www.gov.cn/flfg/2007-10/28/content_788498.htm
http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/sfjs/199111/19911100124481.shtml
http://fgk.chinalaw.gov.cn/article/sfjs/200207/20020700122711.shtml
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【設問 32】現地法人の株式会社化について 

 

Ｑ． 

 中国現地法人を株式会社に変更したいと考えています。手続及び留意事項を教えてく 

ださい。 

 

Ａ． 

 外国投資企業の株式有限公司を設立する場合の条件や手順等は以下の通りです。 

 

1. 株式制有限公司の設立：外国企業が中国に株式制有限公司を設立しようとする場

合、基本的には｢公司法｣が適用され、その規定によって設立手続を実施しますが、

その他に外国企業投資による株式有限公司設立規定が別途存在し、それらの規定も

適用されます。これら関連規定の主な内容は以下の通りです。 

規定等の名称 主な規定内容 

公司法 

会社設立登記、組織形態と資本金、出資方法、董事

会、監事会、株主総会、経営管理機構、税務、会計、

従業員、労働組合等 

上場企業の外国企業投資に

関わる問題についての若干

の意見 

外国投資企業の株式有限公司の設立、上場・株式発

行、株式流通について規定 

外国企業投資株式有限公司 

の問題に関する通達 

外国企業投資株式有限公司の設立や有限責任公司

の株式有限公司転換についての申請手順、上場条件

などを規定 

2. 株式有限公司設立のための条件：株式有限公司設立に関係する｢公司法｣および外

国企業投資関連規定において定められている条件等は以下の通りです。 

項目 公司法 外国企業投資関連規定 

公司の性質 株式有限公司 外国投資企業の株式有限公司 

設立方法 
発起人による設立、募集方式に

よる設立 

発起人による設立、募集方式に

よる設立 

発起人 
５人以上(内過半数は中国国内

に住居住所を持つこと)。 

(1) 尐なくとも１人以上の外

国籍株主がいること。 

(2) 募集方式により設立した

公司は、募集前の３年間は

黒字である発起人が１人

以上いること。 

登録資本金 1,000万元以上。 
(1) 3,000万元以上。 

(2) 発起人は批准証書発行日
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より 90日以内に、引受分

の株式購入金額を払い込

む。 

株式規定 

募集方式により設立する場合、

発起人の引受額は会社株式総額

の 35％を下回ってはならない。 

外国人出資者の保有株式は登

録資本金の 25％を下回らない

こと。 

設立と 

株式発行 

国務院の授権部門あるいは省級

人民政府の認可が必要。 

各省、直轄市、計画単列市によ

る認可同意取得後、商務部の認

可が必要。 

定 款 
発起人が制定した定款の設立株

式総会での承認が必要。 

｢公司法｣の規定を満たしてい

ること。 

社名と組織 

社名は工商行政管理局の登記規

定の条件を満たしていること。

株式有限公司に対応した組織機

構、例えば株主総会、董事会、

監事会を設置すること。 

｢公司法｣の規定を満たしてい

ること。 

経営条件 
固定の生産経営場所と必要な生

産経営条件を有していること。 

経営範囲が外国投資企業の産

業政策規定に符合しているこ

と。 

3. 株式有限公司設立の手順：外国企業が株式有限公司を設立する場合の手順の概要

は以下の通りです。 

(1) 出資者(株主)が発起人としての協議書の締結。 

(2) 株式有限公司の定款、事業化調査報告書(F/S)など申請に必要な書類を作成。 

(3) 出資者(株主)を発起人として株式有限公司の定款を調印。 

(4) 所在地の省級人民政府の外国投資企業審査認可部門に対して株式有限公司の設

立を申請。 

(5) 省級審査認可部門の初審完了・認可後、商務部に申請。 

(6) 批准証書を受領。 

(7) 発起人は引受株式分の資本金額を払込み、公認会計師事務所の験資(資本金鑑

査)を受ける。 

(8) 董事会、監事会のメンバーを選出。 

(9) 工商行政管理局にて営業許可証の申請取得手続を実施。 

4. 株式有限公司へ転換する場合の前提条件と留意事項 

『外資法』による外国投資企業(有限公司)を『公司法』による株式有限公司へ転

換する場合の前提条件や留意事項は以下の通りです。 

(1) 黒字企業であること；既に設立された外国投資企業(有限公司)を株式有限公司

へ転換する場合は、直近３年間は連続して利益を出していることが前提となり
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ます。赤字の企業は株式有限公司に転換できません。 

(2) 出資持株の株式換算；『公司法』の規定に基づき、有限公司から株式有限公司

に転換した場合の株式総額は、公認会計師事務所の監査によって確定した純資

産と同額でなければなりません。 

(3) 外国出資者の出資比率；外国投資企業が有限責任公司から株式有限公司に転換

した場合、『公司法』の規定により５人以上の株主が必要となり、且つその過

半数が中国国内に住居住所があることとされていますので、特に独資企業など

の場合は、中国国内法人に出資権の譲渡を行うか、または新しい出資者を募る

必要性が出てきます。この出資権譲渡において、被譲渡者は中国の法律に基づ

いた出資者としての資格や産業政策の要求を満たす必要があります。また、転

換後の外国投資企業株式有限公司は、外国企業(外国側出資者)が25％以上の株

式を保有していなければなりません。 

5. 株式有限公司転換申請に必要な書類 

外国投資企業の出資者は、発起人(５人以上と規定されていますので、出資者が5

社以下の場合はその他の新しい発起人と共に)として株式有限公司への転換設立に

関する協議書、株式有限公司定款に調印して、転換前の外国投資企業所在地の認可

機関において株式有限公司への転換申請を実施し、その初審認可を受けた後、中央

政府商務部にて審査が行われます。株式有限公司への転換申請に必要な書類は以下

の通りです。 

① 転換前外国投資企業の合弁／合作契約書及び定款 

② 転換前外国投資企業の企業形態転換に関する董事会議事録 

③ 転換前外国投資企業の出資者による合弁／合作契約書、定款を終止すること

に関する協議書 

④ 転換前外国投資企業の資産評価報告書 

⑤ 転換前外国投資企業の出資者を含む発起人の協議書 

⑥ 株式有限公司の定款 

⑦ 転換前外国投資企業の営業許可証、批准証書、直近3年間の財務諸表 

⑧ 株式有限公司設立申請書 

⑨ 株式有限公司発起人の銀行資産証明書 

⑩ 株式有限公司の事業化調査報告書(F/S) 

 

＜主な関連法規等＞ 

公司法：2005年 10 月 27日改定公布、2006 年 1月 1日施行 

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm 

上場企業の外国企業投資に関わる問題についての若干の意見：2001年10月8日公布、施

行 

http://www.csrc.gov.cn/n575458/n776436/n804965/n3300690/n3300837/n3331795/333

http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm
http://www.csrc.gov.cn/n575458/n776436/n804965/n3300690/n3300837/n3331795/3332267.html
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2267.html 

外国企業投資株式有限公司の問題に関する通達：2001年5月17日公布 

http://www.alc.cas.cn/info_www/news/detailnewsb.asp?infoNo=673 

 

以 上 

http://www.alc.cas.cn/info_www/news/detailnewsb.asp?infoNo=673

