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--  EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  --  

産業調査 燃費規制の厳格化がもたらす競争環境の変化 

中国における自動車燃費規制は年々強化され、規制水準は 2020 年までに先進国並の水準に到達する一

方、規制未達のメーカーへの罰則の導入等、規制運営の厳格化も見込まれている。本稿では、これまでの

燃費規制強化が自動車メーカー間の競争環境に与えた影響を振り返りつつ、2020 年までの規制強化によ

り想定される競争環境の変化について考察する。 

産業・地域政策 
中国のシェールガス開発戦略とその将来展望 

―資源・環境の呪縛と技術力不足に向けての挑戦― 

本稿はアメリカで起きたシェール革命のインパクトを受けて世界一のシェールガス資源を持つ中国でのシェ

ールガス開発戦略の展開状況と将来展望をまとめたものである。資源不足や環境対応の呪縛及び技術力

不足の困難や課題を抱えているが、資源賦存の優位性や上下流産業のポテンシャル及び地域を含む政府

と業界の重視姿勢等から見て、近い将来これらを克服し産業化を実現する可能性が高く、中国エネルギー

の構造改善や産業発展、地域振興にも良い効果をもたらすであろう。 

中国アドバイザリーの現場から 中国現地法人による日本への利益（資金）還元方法 

中国ビジネスを中長期的に見た場合、日本への利益（資金）還元方法についてアプローチ整理が必要であ

る。中国の税制、送金手続き等について十分に確認し、日本親会社や現地法人の財務状況、今後の中国

ビジネスの方向性を検証した上で、各企業にとって最適な方法を慎重に決定する必要がある。 

中国戦略 中国の多国籍企業：グローバル企業にとっての規制問題 

中国政府の反腐敗キャンペーンや、新規則と執行の厳格化によって中国の規制環境はますます厳しくなっ

ている。中国で事業活動する企業の中には、米国や英国の国際法よりも中国の法令遵守の方が重大であ

ると考える企業が急増している。グローバル企業は、内部統制、コーポレートガバナンス、法令遵守手続き

などを常に最新のものにしておく必要がある。 

法務 株主資格の法定要件に関する最高人民法院の判決 

本稿では、株主間における「株主資格」の確定に関する最高人民法院の司法判断を紹介する。本判決は中

国国内の内資企業の事例であるが、既存の内資企業への出資を検討する外国投資家、また三資企業法等

の規制環境の変化が予想される外商投資企業にとっても有益な示唆を与えるものである。 

税務会計 中国の租税回避対策税制 

中国政府は 2014 年 12 月に一般租税回避対策規定を制定し、2015 年 2 月に非居住企業の中国課税財産

の間接譲渡の租税回避規定を発表した。一般規定が発表された背景を理解した上で、個別規定の具体的

内容を検討することが重要であり、今月号は、一般規定の制定の背景とその基本的なキーワードである租

税回避、合理的な事業目的、取決めの目的等について紹介する。 

人事労務 中国現地法人の残業問題とその対策 

本稿では、中華人民共和国労働契約法に基づき、中国現地法人にとって、トラブルが起こりやすい残業問

題とその対策について解説する。また、日本企業を含む外資企業が注意すべき点として、不定時勤務時間

制もやはり地方ごとに解釈や申請状況が違っているため、必ず所在地の管轄局に確認する必要がある。 
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燃費規制の厳格化がもたらす競争環境の変化 

 

 

 

中国の燃費規制は急速に厳格化が進んでいる。2015 年は 4年間に亘り進行した第 3段階燃費

規制の最終年に当たり、各完成車メーカーに対して課される生産車の平均燃費水準は

6.9L/100km（約 14.5km/L）となった。 

従来燃費規制未達のメーカーに対する具体的な罰則がないことから、規制の実効性が疑問視

されてきたが、2014年 10月には、規制未達のメーカーに対し、燃費目標未達成の既存モデルの

生産中止や生産抑制等、改善計画の提出を求めることが発表され、規制運営についても厳格化

が図られている。 

第 3段階燃費規制は、第 2段階の要求水準 10.1L/100km（約 9.9km/L）に比し大幅な厳格化を

伴うものであり、完成車メーカー各社はより積極的な低燃費化対応を求められることとなった。 

この規制強化を機会として、着実なシェア拡大を成し遂げたのが独 VW（フォルクスワーゲン）

グループであろう。日系が先行しているとされる電動化パワートレイン分野での競争を的確に

回避し、第 3 段階燃費規制対応を既往エンジンの改良（ダウンサイジングターボ）で実現、高

度先進的な技術として売り込むことに成功した。巧みなブランドマーケティングと併せ、中国

市場におけるトップシェアの地位を確立した。 

この間、より燃費効率の高い Strong HEV（ストロングハイブリッド）で先行したトヨタ、ホ

ンダのシェアは低位にて推移した。燃費性能では既往エンジン車を上回る Strong HEVも、補助

金水準の面ではダウンサイジングターボ車と同様の取扱となり、経済合理性による訴求力が十

分に高まるには至らなかった。 

一方、中資系各社の退潮は甚だしい。外資系自動車メーカーの中国進出に際しては、外資系

自動車メーカーの出資比率を最大 50％までとする規制が行われている。当該規制の狙いは合弁

事業への取組を通じた技術力全般の底上げ、自国自動車メーカーの育成、強化であったが、現

時点では功を奏しているとは言い難い。低燃費車補助金政策1の施行当初は中資系各社の車両も

低燃費車認定を受けられていたが、改廃を経ながら基準が徐々に厳格化される中で、中資系メ

ーカー独力での技術対応が困難となり、低燃費車認定車種が縮小、シェアの低落に結びついた。 

既に見て来た通り、規制動向は、競争環境に多大な影響を及ぼす。中国では第 4 段階規制とし

て 2020 年に 5L/100km（約 20km/L）という、先進国同等水準までの燃費規制強化が計画されて

いるほか、ZEV 規制2の導入も噂されている。現行の平均燃費達成状況3を見る限り、中資系のみ

ならず外資系各社においても基準達成への距離は大きく、達成に向けて各完成車メーカーは相

応の比率で電動化パワートレイン車を市場投入し、販売実績を重ねる必要が出てこよう。 

独系完成車メーカーは、相対的に燃費の高い大型高級車の PHEV（プラグインハイブリッド）

化を進め、コスト負担力の高い購買層に対して先進技術としての売り込みを進めている。これ

を梃子に燃費規制対応とインフラ構築を進め、電動化パワートレインの開発の遅れを取り戻す

                                                   
1 排気量 1,600cc以下のガソリンエンジン、ディーゼルエンジン搭載乗用車を対象とする補助金制度。燃費規制運営の補助的

手段として機能している。燃費基準は車重毎に詳細に規定されているが、現時点での規制燃費基準は 4.7L～5.9L/100km。 
2 一定台数以上の自動車を販売するメーカーは、その販売台数の一定比率を ZEV（Zero Emission Vehicle、排出ガスを一切出

さない自動車）とすることを義務付ける規制。米カリフォルニア州で導入されている。 
3 2014年 9月の当局発表によれば、2013年時点で 6.9L/100kmを達成しているメーカーは対象 79社のうち 23社に留まった。

また、2012年時点よりも平均燃費が悪化したメーカーは対象 79社中 33社に及んだ。 

みずほ銀行 

産業調査部 自動車・機械チーム 
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時間を稼ぎながら、段階的にボリュームゾーンに対しても一層の低燃費化対応を進める戦術を

採っていると見られる。各社は充電インフラ構築にも関与を始めており、VW は他の完成車メー

カーとコンソーシアムを組み、Daimler（ダイムラー）は ABBと提携関係を構築してインフラ整

備に取り組み、戦術の実現への手当を進めている。 

日系完成車メーカーは Strong HEV、EVの現地生産化を進めてコストを引き下げ、あるいは補

助金受給対象とすることで、価格競争力の強化を図っているが、依然その戦略は遂次的に見え

る。 

Strong HEVに対する優遇措置として、完成車メーカーに向けては 2.8L/100km（約 35.7km/L）

を上回る低燃費な車種に対し、第 4 段階規制における燃費計算上、台数を 1.5 倍にカウントす

る優遇策が採られる。一部小型車種では当該優遇策の恩恵を蒙る可能性もある。一方で、消費

者に向けた普及支援策という観点では、長年に亘り Strong HEVに有利な支援策は採られておら

ず、今後の導入も見渡し難い状況である。一般の低燃費エンジン車との価格差を埋める手段は

専ら完成車メーカーの企業努力頼みとなり、Strong HEVへの需要は下押しを受けることとなる4。 

日系完成車は象徴的な日本製品であり、対日感情の影響を極めて受け易い。2012 年の尖閣問

題を契機とした対日感情の悪化を受けて日系完成車メーカーの販売シェアは低下。足許に至る

まで依然回復されておらず、今後もダウンサイドへのリスク要因として強く意識される。 

第 3 段階規制期間において日系完成車メーカーは、エンジン改良技術を巧みに売り込んだ独

系の後塵を拝した。第 4 段階規制に向けては日系が得意とする電動化パワートレイン技術が主

戦場となる蓋然性は高い。中資系完成車メーカーへのシステム外販や、自国有利な規制体系の

構築に向けた更なるロビイング等、戦略的な対応を行うことで、中国において、外的変化に左

右されない強い事業構造を築くことが期待される。第 4 段階規制の完全導入に向けた今後 5 年

間は、世界最大の市場となった中国における、日系完成車メーカーのプレゼンス拡大に向けた

ターニングポイントとして注目されよう。 

 以 上

                                                   
4 例えば北京市で低公害車を購入する場合、PHEVには国から 3.5万元が、EVには国と北京市からそれぞれ 3.5～6万元の補助

が提供されるが、Strong HEVは補助金対象とされていない。 



産業・地域政策 

3                  MIZUHO CHINA MONTHLY 

2015年3月号 

中国のシェールガス開発戦略とその将来展望 
―資源・環境の呪縛と技術力不足に向けての挑戦― 

  

1．シェールガス革命のインパクトと中国のエネルギー需給情勢 

21 世紀のエネルギー分野における最大の技術革新

とされる「シェールガス革命」は米国で起こったが、

その勢いは今後10～20年続くものと見られている。そ

の影響はエネルギー以外の産業・経済分野や米国以外

の諸国にも波及しており、マスコミや人々の関心を集

めている。シェールガス革命（「シェール革命」ともい

う）とは、今まで困難であったシェール層からの石油

や天然ガス（シェールガス）の抽出が可能になったこ

とにより、 世界のエネルギー事情が大きく変わり、

石油や天然ガスの確認可採埋蔵量年数が大幅に延び

たことを指す。米国は、2008 年以降のシェールガス

の急速な生産拡大により、2016年には初めて LNGの

輸出国に仲間入りすると予測されている。米国の天然

ガス価格低下、シェールガスの石油化学分野への活用が

軌道に乗り始めたこともあり「逆のオイルショック」の

インパクトが生じている。 

シェールガスは、石炭や天然ガスなどの従来型の化石燃

料とは異なる「非在来型」の天然ガスとして、地下2,000

～3,000ｍ以下の頁岩（シェール）に豊富に埋蔵されてい

ることは比較的早い段階から判明していたが、採取技術の

未確立や資源密度の低さ、開発コストの高さなどから、こ

れまでほとんど注目されることはなかった。ところが2005

年以降の石油価格の高騰、米国での開発技術のブレークス

ルー1等により、その商業的開発と産業利用が実現され、それ以

来米国はじめ関係国のエネルギー構造や世界のエネルギー戦略

のパラダイムにも大きなインパクトを与え始めている。 

天然ガスとしてのシェールガスは化石燃料のなかで同じ発熱

量に対する CO2の排出量が少ないため、資源利用によるメリッ

トや派生効果が大きく、エネルギー資源の確保（Energy 

Security）、環境保護（Environmental Protection）、経済効率

性（Economic  Efficiency）という3Eの相乗効果が大きく期待

されている。長年大気汚染に悩まされ、エネルギー資源の大半

を石炭に依存する中国にとってシェールガスはまさに理想の新

資源である。図１と図2にみるように、中国における石炭の生産と消費の構成比は10％以上のギャップ（石

炭生産の構成比＞石炭消費の構成比）があり、環境負荷の大きい石炭よりも石油や天然ガス及び再生エネル

                                                   
1 シェールガス革命を可能にしたのは、シェールガス開発の主要3大技術（①水平坑井、②水圧破砕、③マイクロサイスミック）であるとされる。「水平坑
井」と「水圧破砕」とは、従来の技術の結合・進歩だとすれば、「マイクロサイスミック」は今日のIT技術の資源開発における新たな応用だと言える。詳

細については、伊原賢『シェールガス革命とは何か―エネルギー救世主が未来を変える』東洋経済新報社、2013年ご参照。 

みずほ銀行 

中国営業推進部 

研究員 邵 永裕 Ph.D. 
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図1　構成比別にみる中国エネルギー生産量の推移
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資料）『中国統計年鑑（2014）』より
作成。

図2　構成比別にみる中国のエネルギー消費量の推移
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資料）『中国統計年鑑（2014）』より
作成。

図3　近年の中国エネルギー資源輸入の拡大動向
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ギーの消費傾向が強く見られる。再生エネルギーの生産

シェアが近年次第に高まる一方、石油の生産シェアが伸

び悩み、天然ガスの生産も5％未満に留まっている。その

背景には従来型化石エネルギー資源の衰退があるが、こ

のギャップを埋めるのは海外からの一次エネルギー資源

の輸入拡大である（図 3）。2014年、中国の石油と天然ガ

スの輸入依存度は、いずれも史上最高を記録した。世界最

大のシェールガス資源国とされる中国は、米国の成功例を

目の当たりにし、再生可能エネルギーに加え、シェールガ

スの開発と利用に大きな関心と期待を寄せている。 

 

2．中国のシェールガス資源量と地域分布状況 

シェール層は石油や天然ガスの「根源岩」であり、石

油や天然ガス資源に恵まれている国・地域はシェールガ

ス資源も豊富だとされている 2が、米国エネルギー情報

局（EIA）が 2013 年 6 月付で発表した「世界のシェー

ルガス・シェールオイル資源量に関する評価」3におい

ては、2011 年 4 月発表の内容を改訂し、調査対象地

域も前回の 32 カ国（48 堆積盆地、69 構造）から 41 カ

国（95 堆積盆地、137 構造）に増やし、新たな総合評

価を行っている（図 4）。 

中国におけるシェールガスの技術的回収可能資源量

は1,116Tcf（31.6兆ｍ³＝世界 1位。図 5）、シェールオ

イルにおいては322億 bbl（51.2億kl＝世界3位。図 6）

である。シェールガス開発の最も有望な地域は四川堆積

盆地（可採資源量全体の 5割以上を占める）であり、シ

ェールオイル開発の有望地域は西部の新疆ジュンガ

ル・タリムならびに北東部の松遼堆積盆地とされ、シェ

ールガス・オイルとも在来型の天然ガスと石油の主要生

産地域と一致する。シェールオイルの資源量も世界上位

にあり、分子量の高さによる回収率の低さ、粘土分の多

さ等により現在まだ開発条件が備わっていないが、シェール層に

おける資源埋蔵量は非常に豊富であることが判明したわけである。 

中国政府（国土資源部主体）も 2011 年ごろから自国のシェー

ルガス、シェールオイル資源に対する探査を積極的に行い、2012

年に資源評価報告書を公表し、2013 年にはより詳細な資源報告

書をまとめた。2012 年に発表された中国シェールガスの資源分

布図（図 7）は基本的に米国 EIAが公表したもの（図 4）に類似

しているが、ただ中国政府の資源評価量は米国 EIAより若干保守

                                                   
2十市勉『シェール革命と日本のエネルギー―逆オイルショックの衝撃』日本電気協会新聞部、2015年参照。 
3 "Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside 

the United States" http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23433-rapport-aie.pdf 

図4　世界におけるシェールガス資源の分布状況

資料）アメリカエネルギー情報局（EIA）の
2013年6月公表資料より引用。
注）図中の茶色塗りカ所は資源量推定が行
われたシェール層の分布を、黄色塗りカ所
は資源量が未推定のシェール層を示す。
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図6 シェールオイルの技術的回収可能資源量（2013年）

資料）アメリカエネルギー情報局

（EIA）2013年6月公表より作成。
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図5 シェールガスの技術的回収可能資源量(2013年)

資料）アメリカエネルギー情報局

（EIA）2013年6月公表より作成。

http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23433-rapport-aie.pdf
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的で、また現在の中国における探査技術では資源評価が不十分である可能性もあり、今後追加される可

能性が高いと見られている。 

中国国土資源部によると中国シェールガスの地質的資源量は 134.42兆ｍ³であるが、技術的可採

資源量は 5分の 1弱（18.7％）の 25.09兆ｍ³になる。その地域的、地質的、地形別の分布状況につ

いて表 1 に詳細を示す。表 1-[A]は、中国シェールガスの地質的資源量と技術的可採資源量を 4大

ブロック別に見たもので、図 7に表示した内容と合致して

いる。地質的資源量と技術的可採資源量のいずれにおいて

も、揚子江上流（四川省と重慶市が主体）及び滇黔桂（雲

南、貴州、広西）が中国シェールガス資源の 4割程度を占

めていることが分かる。 

表 1-[B]は、資源層系統を示しているが、4 大系統の中

で「中生界」と「下古生界」が資源量の 7～8 割強を占め

ていることが読み取れよう。また、地層深度別に見ると、

地下 3,000～4,500ｍの地層に分布するシェールガス資源

が最も多く（4割程度）、1,501～3,000ｍ地層に分布するの

が 4割弱、1,500ｍ以上の地層に分布する資源が全体の 2

割強になっている（表 1-[C]）。 

さらに、地形的に見ると、丘陵地帯に分布するシェール

ガス資源が最も多く（約 3 割）、低山と平原に分布するの

がこれに次いで 1.5～2 割弱で、その他は中山、ゴビ、砂

漠などに分散している（表 1-[D]）。         

図 8 は中国政府調査のシェールガスの地質的資源量を行

政区別に見たものであるが、31の行政区のうち、26行政区

でシェールガスの埋蔵が判明した。全体の 20％強を占める

四川省を始め、新疆、重慶、貴州、湖北、湖南、陝西（5％

以上のシェア保有）の 7行政区が全体資源の 68.9％を占め

ており、資源がかなり広域に分布している反面、経済発展

が遅れ、地域振興策が強調されている中西部地域において、よりシェールガス資源に恵まれていると言え

る。 

 

3．中国シェールガス開発の現状と将来展望（資源環境の呪縛と技術力の不足を超えられるか） 

シェールガス先発国である米国でも本格的な生産は 2008 年になってからのことで、後発組の中国は

未だ資源探査と試掘の段階にある。米国のシェール革命の余波を受け、また冒頭で述べた資源需給情勢

と豊富な資源条件により、2011年以降非常に積極的な資源調査と試験発掘に取り組んできたほか、産業

化のための制度構築やインフラ整備にも力を入れてきた。 

2011年6月、初回の探鉱権入札を実施（国有大手企業が落札）、シェールガス開発権利の独立性に向けて

の第一歩を踏み出した。2013年 3月、第 2回目の探鉱権入札結果が発表され、合わせて 19区域で 16の企

業が落札し、中央系国有企業 6社、地方系国有企業 8社に加え、民間企業 2社も落札した。2012年 3月、

国家エネルギー局より「シェールガス発展計画（2011-2015）」が制定・公布され、第 12次 5カ年計画にお

ける資源探査目標（2015年までに地質的資源量 6,000億ｍ³、可採資源量 2,000億ｍ³の資源量掌握）と生

産目標（65億ｍ³）及び開発戦略が打ち出されたほか、2020年までのシェールガス生産量を 600～1,000億

図8　行政区別にみる中国シェールガス資源分布の特徴
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資料）図7の中国国土資源部2012年公表
資料より作成。同時点の中国全国の地理
的資源は表1と同様で134.42兆立米とさ
れている。

[A-D]の各種区分名
地質的資源量　

　（兆ｍ3）
全体シェア　　

（％）
技術的可採資

源量（兆ｍ3）
全体シェア　
　　　（％）

揚子江上流及び滇黔桂区域 62.56 46.54 9.94 39.62
華北及び東北区域 26.79 19.93 6.70 26.70
揚子江中下流及び東南区域 25.16 18.72 4.64 18.49
西北区域 19.90 14.81 3.81 15.19

新生界 3.95 2.94 1.60 6.38

中生界 38.74 28.32 10.52 41.93
上古生界 33.14 24.66 4.88 19.45
下古生界 58.57 43.58 8.09 32.24

＜1,500ｍ 30.14 22.42 5.85 23.32

1,501～3,000ｍ 49.65 36.94 9.37 37.35
3,000～4,500ｍ 54.62 40.64 9.86 39.30

丘　　　陵 40.27 29.96 8.69 34.64

低　　　山 25.06 18.64 5.01 19.97
中　　　山 23.60 17.56 2.42 9.65
平　　　原 20.79 15.47 4.95 19.73
ゴ　　　ビ 9.93 7.39 1.89 7.53
砂　　　漠 9.59 7.13 1.82 7.25
高　　　山 4.89 3.64 0.24 0.96
黄土野原 0.28 0.21 0.07 0.28
資料）中国地質調査局（国土資源部）『中国頁岩気勘査開発報告（2013）』より作成。

表1　中国政府調べによるシェールガスの地域、地質、地形別分布

[A]　中国シェールガスの4大ブロック分布状況

[B]　中国シェールガスの資源層系統分布状況

[C]　中国シェールガスの地層深度分布状況

[D]　中国シェールガスの地形分布状況
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ｍ³とする努力目標も打ち出された。また、シェールガ

ス探査開発の鉱区配置に関しても中西部から東北部

（遼寧省など）までの19カ所が指定され、湖南・湖北、

オルドス、渤海湾地域などでの開発にも注力すると明

記された。2013 年 10 月、同局から「シェールガス産

業政策」が公布され、産業の管理運営、試験区建設、

技術政策、市場と輸送インフラ整備、資源節約利用と

環境保全及び支援策が明示された。2014年4月、国土

資源部により「シェールガス資源/埋蔵量計算と評価規

範（DZ/0254-2014）」が承認・公布され、中国シェール

ガス探査開発のための技術標準と探査開発の加速化を

図る重要な措置と見られている。 

また、外国企業の開発参入について、2011年改訂の「外商投資産業指導目録」において中国企業との

合作・合弁形態が認められ、上述の「シェールガス発展計画」は改めて外国企業との合作による技術導

入、技術吸収、イノベーション能力の増強を喚起している。 

中国国土資源部によると、2014 年 7 月時点、全

国で合わせて 54の探鉱権区が設立され、面積は 17

万 km2に及ぶ。これまでの累計投資額は 200億元、

試掘坑井 400基となっている。中国石油、中国石化、

延長石油 3社が相次いで、四川盆地とオルドス盆地

の長寧、威遠、昭通、涪陵、延長などの鉱区におい

て非常に大きな試掘成果を収めており、シェールガ

ス埋蔵量は 5,000 億ｍ³、15 億ｍ³の年産能力を有

することを確認した。また、一本の輸送パイプライ

ン（93.7km）を完成、累計生産したシェールガス量は 6.8億ｍ³になった。2015年までに「シェールガ

ス発展計画」生産目標の 65億ｍ³に達する見込みとされ 4、2020年には 400～600億ｍ³の量産となり、

中国天然ガスに占める比率は約 20％（米国は 2013年に同 37％）に達すると見られている。目下、主に

国有大手石油化学関連企業を中心に中国政府が指定した資源有利地域（図 9）で開発が進められている

が、探鉱開発は中国石油が主導、中国石化が追随する形となっており、外資系は国有企業と主に南部で

共同研究を行っている状況である 5。2014年 7月、国土資源部によって重慶涪陵鉱区のシェールガス田

が典型的な優良海成層シェールガスであると認定され、中国初の大型シェールガス田の産声が上ること

になり、中国シェールガス商業開発の始まりが示された。また、開発コストも下がりつつあり、技術開

発も進んでいる。中国地質調査局油気資源調査センターの 2014年 10月 15日付のレポートによると、

シェールガス開発の重要技術「国産ブリッジ・プラグ及び関連技術」が同年 10 月に重慶涪陵鉱区「焦

頁 42 号」井坑で初めて使用され、シェールガス技術・設備の自主化・国産化の「最後のピース」が組

み込まれ、中国のシェールガス開発のコア技術・設備の外国依存からの脱却と国産化実現が達成された

と指摘している。 

無論、多くの報道や研究で見られるように、中国のシェールガス開発は、米国に比べ様々な困難や不利

な要素があることは確かだ（表 2）が、それは主に資源不足、環境対応の呪縛、技術力不足の3点に集約

できる。しかし、これらを克服するための政府重視の姿勢（地方政府も積極的）や企業参入の誘因、資金
                                                    
4 同目標の達成はかなり厳しいとされており、中国政府が目標を引下げ調整したと報じられているが、その半分以上は達成できると見られている（前出脚注2）。 
5 Shellは中国石油と四川でシェールガスのPS契約第1号を締結、米Hessは2013年7月、中国石油と新疆でシェールオイルを対象としたPS契約を締結。

ConocoPhillipsは中国石油と四川で共同研究（西豪州海洋、陸上シェールとの相互乗り入れ）、Totalは2013年3月中国石化と浙江省で共同研究の契約を締結。 

図9　中国のシェールガス資源有利地域分布図

資料）中国地質調査局（国土資源
部）『中国頁岩気勘査開発報告
（2013）』より引用・加工。

[凡　　例]

　隆起　　窪み　　　斜面　盆地境

Ⅰ類有利区　Ⅱ類　Ⅲ類　Ⅳ類

米　　　国 中　　　国

開発事業者 民間企業　数千社 国有大手3社による寡占

外資規制 原則なし あり

資源保有 土地所有者に地下資源が帰属 国に資源が帰属

・中国政府に鉱区設定権限

・政府は開発権を国営大手3社に付与

・世界で最も発達したﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ網を整備 ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝを整備拡張中

・ｲﾝﾌﾗｱｸｾｽの自由化が進展 ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝは国有大手3社が寡占

・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝが連結し、天然ｶﾞｽ市場を形成・相対取引

・市場価格による取引 ・政府による統制価格

技術保有 長い天然ガス、石油開発の技術蓄積ある天然ｶﾞｽ開発の技術蓄積が不十分

技術革新 民間・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業による技術革新が実現国有企業主体のキャッチアップ途中

資源分布 資源埋蔵が浅く、地質状況が判明 深層埋蔵の資源が多く、地質が複雑

水資源環境 開発区域が水資源に恵まれている 水資源の乏しい資源地域が多い

資料）『Mizuho Industry Focus』Vol.117「シェールガス・オイルの現状と展望」（磯川晃邦）ほかより作成。

環境面

技術面

項　目　区　分

パイプライン

天然ガス取引

インフラ

プレヤー

開発に係わ
る法制面

表2　　米国と中国の天然ガス市場と開発条件の比較

リース鉱区
土地所有者と開発事業者とのリース契
約締結開発可能、参入が容易
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力などの条件も整いつつある。また、中西部の地域振興や新たな産業育成による上流（産業設備産業）、

下流産業（新型の石油化学産業）への波及効果やメリットも大きく、現在はまだ試行錯誤の段階ですぐに

産業化が困難でも（米国でも産業化の歴史は浅い）、近い将来（2020年頃）には新たな産業として軌道に

乗る可能性が高いと思われる。その頃には、中国のエネルギー資源の構造改善がかなり実現し、シェール

ガスのエネルギー構成比は6％台に達すると予測され（中国「非常規油気産業連盟」）、中国の天然ガス輸

入の交渉力も高まるであろう。また、主要な資源地域の経済振興や上下流産業チェーン構築もかなりの成

果が上がり、日本における天然ガス輸入条件の改善も期待できるであろう。          以 上 
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中国現地法人による 
日本への利益（資金）還元方法 
 

 

 

1．はじめに 

 中国に現地法人を持つ日本の親会社では、現地法人からの効率的な利益の還元、資金の集約

を検討されていることが少なくありません。また、中国企業との合弁会社新規設立、中国企業

との資本提携時などの中国投資を行う場合には、どのようにして早期に投資の回収を図るかを

検討されています。 

逆に中国現地法人側からは、日本親会社からの利益（資金）還元要求はあるものの、中国で

の将来投資を考慮し、一方通行ではなく、双方向での手元資金の活用方法について相談をされ

るケースが少なくありません。 

投資を行った場合、投資の回収が最終目的であり、また中国資金の活用は時に親会社主導に

なるとは思われますが、中国ビジネスを中長期的に見た場合に、どのような方法での日本への

利益（資金）還元が最適か、アプローチ整理が必要です。以下、日本への利益（資金）還元方

法等について整理いたします。 

 

 

【日本への利益（資金）還元方法】 

税引前での送金方法 ・ロイヤルティ ・コンサルティングフィー 

税引後での送金方法 ・利益配当 

その他の方法 

・減資 ・国外貸付 

・クロスボーダープーリングの活用 ・借入金返済 

・経費負担             ・親子間取引金額の調整 

・その他 

 

 

2．各種資金還元方法について 

（1）利益配当 

 現地法人から日本親会社への一般的な利益の還元方法が配当です。配当可能額は当期未処分

利益（税引後当期利益＋過年度繰越損益）から三項基金（準備基金、企業発展基金、従業員奨

励福利基金）を控除した金額で、日本への送金であれば源泉所得税 10％の課税となります。 

配当手続きの流れとしては、一般的には決算日から 3ヶ月以内に董事会にて配当決議（定款

に基づく）を行い、税務局へ董事会決議書を提出し、決算日から 5ヶ月以内に企業所得税の確

定申告納付を行います。各種納税が完了した後、必要書類を揃えて外為指定銀行にて送金が可

能となります。 

ただし過年度から繰り越された利益を配当するときは、その利益が発生した年度の資金状況

に対して会計士事務所の監査を行い、その監査報告書を提出するものとされています。   

みずほ銀行（中国）有限公司 

中国アドバイザリー部 

 

【図表 1】 
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 日本の会計処理上の注意点として、平成 21年（2009年）の法人税改正で、外国子会社からの

受取配当金の免税制度（配当の益金不算入制度）が創設されました。この配当免税制度は、外

国子会社（中国現地法人等）への出資額（発行済株式等）が 25％以上で株式保有期間が 6ヵ月

以上の内国法人（日本親会社）が対象で、外国子会社からの受取配当金 95％が益金に算入され

ない（5％がみなし経費として課税対象）制度です。なお、利益配当に係る中国での源泉税 10％

は、親会社における外国税額控除の対象外かつ損金不算入となりますので注意が必要です。 

 

 

 用 途 詳 細 

準備基金 

①欠損金の補填 

②資本への組み入れ 

の 2つの目的のため

の積立 

独資企業（強制積立）：登録資本金の 50％に達する

まで、税引後利益の 10％以上を積立。 

合作・合弁企業（原則強制積立）：合作・合弁契約に

おいて董事会で定めると規定し、毎期の決算承認董

事会の際に決定とするケースが多い。 

企業発展基金 

技術改良、固定資産の

増設、流動資産の留保

（社内留保）等 

独資企業：積立は任意。 

合作・合弁企業（原則強制積立）：合作・合弁契約書、

定款の規定若しくは董事会決議で積立額を決定。 

従業員奨励福利

基金 

従業員の年末賞与等

の特別手当や福利厚

生等に充当 

独資企業：積立は任意。 

合作・合弁企業（原則強制積立）：合作・合弁契約書、

定款の規定若しくは董事会決議で積立額を決定。 

※最近意見募集稿が公開された「外国投資法」の公布により、外資三法（外資企業法、中外合資経営企業法、中外合作経営企

業法）は統合される予定であり、今後上記の内容には変更が予想されます。 

 

【香港等タックスヘイブン地域に所在する企業を活用した配当の注意点】 

よく「香港企業を活用して配当を行った方が税率が低くなる」と耳にしますが、この方法で

配当を行う場合は注意が必要です。租税条約上、中国から日本への配当金送金（源泉税率 10％）

と中国から香港経由の日本への配当金送金（源泉税率 5％）を比較しますと、香港経由の方が源

泉税 5％が優遇されますが、「香港企業に企業実態がある」、「中国税務当局等で優遇適用を申

請する必要がある」などの条件があります。 

 

（2）ロイヤルティ 

 ロイヤルティは、中国現地法人が日本の親会社の商標権・特許権等を使用するなど、無形固

定資産の使用や移転が行われ、その対価として支払うフィーです。企業所得税 10％、増値税 6％

が課税され、企業所得税については日本の親会社で外国税額控除が可能です。ロイヤルティは

企業所得税が課税される前での送金となります。 

送金時において、1件あたりの送金額が 5万米ドル相当額以下の場合は、銀行への審査書類の

提出は不要で、5万米ドル相当額を超える場合は、送金通貨によっては契約書等の提出が求めら

れます。また、ロイヤルティ支払いの場合、送金額に関わらず、「技術輸入契約管理条例」に

基づき、商標権使用等の技術供与契約を締結した後、商務主管部門にて登記を行う必要があり

ます。 

【図表 2】三項基金（※） 
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「技術輸出入管理条例」上、ロイヤルティの額（料率）や期間等を制限する条文はなく、自

由に設定できますが、実務上は、高いロイヤルティを設定した契約が当局から認可を取得でき

なかったり、登録を拒否されるケースがあります。また、ロイヤルティの料率は上限 5％で期間

は 10年が最長といわれるケースが多いようです。ロイヤルティ料率が利潤率と比して不当に高

いもしくは低い場合は移転価格税制に抵触する可能性もありますので注意が必要です。 

 

（3）コンサルティングフィー 

 コンサルティングフィーは、技術指導、経営指導など経営管理、経営ノウハウ等の提供のた

めに日本の親会社から人員が派遣され、その役務提供の対価として支払うフィーです。コンサ

ルティングフィーも、ロイヤルティと同じで企業所得税が課税される前での送金となります。

増値税は 6％が課税されますが、場合によっては中国当局から「恒久的施設（PE）」1認定を受

けるリスクがあります。PE認定を受けると、推定利益による企業所得税の課税、及び業務を行

った人員の個人所得課税も行われますので注意が必要です。また、ロイヤルティのケースと同

様に、移転価格税制への抵触にも注意が必要です。 

送金時において、1件あたりの送金額が 5万米ドル相当額以下の場合は、銀行への審査書類の

提出は不要で、5万米ドル相当額を超える場合は、送金通貨によっては銀行に契約書等の書類を

提出し手続きをしなければなりません。 

コンサルティング契約は日本親会社と中国現地法人間だけで完結する契約となりますので、

契約時点で問題となるケースは少ないようですが、現地法人から日本親会社へフィーの送金手

続きを行う際に、PE認定等による課税リスクを負う可能性があります。 

 

 

【日中租税条約第 5条にて規定されている PE 該当事項】 

・事業の管理の場所、支店、事務所、工場、作業場、鉱山等 

・6ヵ月超存続する建築工事現場等もしくは関連する監督活動 

・単一または複数の関連工事について 12ヶ月間で合計 6ヶ月を超えるコンサルタントの役務提供 

・当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使する代理人 

 

【ロイヤルティ及びコンサルティングフィーに関する注意点】 

中国国家税務総局は移転価格の一環として、2014年 7月に「高額費用の対外支払に関する租

税回避防止調査についての通知」（税総弁発[2014]146号）を発表し、実態の有無や水準の妥当

性について調査を行っています。これは 2004年～2013年の 10年間に中国国外の関連会社に支

払ったサービスフィー（コンサルティングフィー）やロイヤルティが対象で、特に香港・シン

ガポール等のタックスヘイブン地域にある企業向けのものや、機能を負担しないもしくは重要

な機能を負担していない関連会社に対して支払ったロイヤルティを重点調査対象としています。

地域統括会社を香港・シンガポール等の地域に置いている企業は、以上の点についても留意し

ておく必要があります。 

                                                   
1 恒久的施設（PE）：外国企業が中国国内に法人ではない、事業を行う何らかの拠点を有すると当局より認められた場合、こ

れを恒久的施設（PE＝Permanent Establishment）と呼び、この PEに帰属する事業所得に対しては中国内で課税される。 

 

【図表 3】 
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（4）減資 

 減資には、出資金の払い戻しを伴う有償減資と資本金を取り崩して累損補填に充当する無償

減資がありますが、「外資企業法実施細則」「合弁企業法実施条例」等により原則として禁止

されています。ただし 2001年の改定により「必然性が認められる場合に限り、原認可機関の許

可取得する事を条件に減資が認

められる」旨の但し書きが加えら

れ、例外として認められるケース

があります。 

 減資を行う場合は、当局への合

理的な説明等の当局対応、債権者

の特定・通知・事前説明等の債権

者対応、企業所得税優遇に対する

補填納付要求等の優遇政策対応

などが考えられ、従業員解雇等を

伴う場合は従業員への事前説明

等の従業員対応が考えられます。 

 

（5）国外貸付 

 中国現地法人から中国本土外にあるグループ企業（日本親会社を含む）に対して、人民元建

て、外貨建てで対外貸付を行うスキームです。貸付ですので最終的には日本親会社から中国現

地法人に資金が返済されるため、中国国内で得た利益等を金利を受けながら最終的には自社に

滞留させることができます。 

貸付を外貨建てで行う場合と人民元建てで行う場合で、主管部門、借入可能額、送金手続き

等の取扱内容が異なるため注意が必要です。例えば主管部門については、外貨建ての場合は登

録地外貨管理局が窓口となり、人民建ての場合は銀行となります。また貸出可能額について、

外貨建ての場合は制限があり、人民元建ての場合は特段制限が無いものの、手続きの有無など

については個別の確認が必要です。その他、申請所要期間についても、人民元建ての場合は銀

行審査期間で対応可能ですが、外貨建ての場合は主管部門（登録地外貨管理局）に申請してか

ら、通常 20営業日以内を見込みます。 

中国子会社が日本親会社から受け取る貸付金利息に係る税金は、一般的には企業所得税 25％、

営業税 5.65％（営業税 5％及び付加税 0.65％）となっています。貸出金利の設定は任意ですが、

不当に高いもしくは低い場合は移転価格税制に抵触する可能性がありますので注意が必要です。 

また、複数ある中国現地法人の資金を中国統括現地法人が集約し、クロスボーダープーリン

グ機能を活用して、日本親会社へ資金を貸し付ける方法もありますが、導入地域によっては取

扱条件（投注差管理による取扱金額上限など）等が変わりますので、導入検討時には事前に金

融機関等に確認が必要です。 

 

（6）借入金返済 

 日本親会社から親子ローンで資金を借り入れている中国現地法人であれば、借入金を返済し

【減資フロー】 

準備段階 

・董事会決議（全員一致の可決が必要） 

・減資理由・減資金額等を記した申請書の準備 

・貸借対照表・資産リストの作成 

申請段階 

・認可機関へ初期申請 

・債権者に個別通知及び新聞公告 

・認可機関に最終申請 

登録変更

段階 

・工商管理局に登記変更手続き 

・各当局の資本金変更の登録手続 

・減資終了の公告 

【図表 4】 
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て日本に資金を還元する方法があり、所属地域・借入通貨・期間などによっては投注差などの

外債枠が復活する場合があります。 

 

（7）その他 

 これらの方法の他に、現地法人清算による残余財産分配や持分等の譲渡による資金の回収な

どの方法がありますが、現在の中国現地法人の経営状況、中国事業の方向性等を総合的に考慮

し、時間をかけて手続きを行うこととなります。 

 

3．おわりに 

 日本親会社への利益（資金）還元方法には、上述の通り様々ありますが、利益配当による方

法が最もスムーズな方法で、投資利益還元方法の基本といえます。ロイヤルティ送金も親会社

への利益還元方法の一手段として利用されていて、合理性があれば移転価格などの問題は軽減

されます。一方、コンサルティングフィーの送金は当事者間同士の契約締結の上での対応とな

るため、契約締結前に入念な確認等を行わないと、将来的にPE課税リスクなどを背負う形とな

りますので注意が必要です。利益配当、ロイヤルティ、コンサルティングフィーは代表的な日

本親会社への利益の還元方法ですが、中国から日本への一方向の資金の移動となり、再度中国

に資金を戻す際には別途手続きが必要となります。 

日本親会社へ資金を還元するのは一時的な対応で、将来的には中国の現地法人に投資（資金）

を集中させる、資金に機能性を持たせるという場合、国外貸付等の資金還元方法は検討の可能

性があると考えられます。 

いずれの方法の場合でも、日本親会社や現地法人の財務状況、今後の中国ビジネス展開の方

向性を慎重に十分に検証した上で決定することが必要です。 

また、中国の税制、送金手続き等は、取扱地域や取組内容によって注意するべき事柄が異な

ります。実際に日本への利益（資金）還元をお考えの際には、注意点等について事前に金融機

関や専門家にご確認いただくことが重要です。 

 

以 上 
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中国の多国籍企業：  
グローバル企業にとっての規制問題 
―グローバル企業事例  
 ファイザー、クラリアント― 

 

 

中国での規制上の変更は、常にグローバル企業を悩ませる深刻な問題となっています。これ

は特に、グローバル企業が同時に複雑な組織構造や規制改革の加速といった問題にも対処して

いかなければならないからです。 

 

グローバル企業の経営トップは一様に中国の規制改革のスピードに失望しています。この問

題はすでに中国国内で操業するグローバル企業にとって、即撤退とはなりませんが、中国の都

市化関連のビジネスの展開を志向する企業にとっては喫緊の問題になります。グローバル企業

がより多くの地域や都市に進出しようとすると、各地方自治体の地方政府職員とのやりとりが

ますます多く発生します。そして、国や地方の規則に対して異なる解釈があるという問題が、

さらに増加することになります。 

 

中国は一国の市場とはいえ、その GDPは BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国）を除く新

興大国 15カ国の合計規模に相当します。さらに、その GDPが 31省と人口 75万人超の 140都市

に分散しています。これは、1つの大陸に匹敵する状態の数値です。従って、中国の規制が世界

標準にあっても、適用に一貫性がないケースが見られることもあるでしょう。 

 

特にグローバル企業の経営トップは、当局が外国企業に対してより厳しい基準を要求するの

ではないかと懸念しています。競争相手が他の外国企業である場合には、さほど心配はありま

せんが、中国のライバル企業が市場で大きなシェアを占めている業界や、地方都市のすみずみ

に至るまで広く需要がある分野で活動するグローバル企業は、これを根強く続く問題と捉えて

います。 

 

 

 

また、当局は全体的に規制をこれまでより厳しく執行しているようです。その要因の 1つに、

政府が実施している反腐敗キャンペーンがあります。「こうした規制強化と規制の複雑さが、

予想外の分野で商業的リスクあるいは風評リスクを生む恐れがある」と企業の経営トップは指

摘しています。 

 

「中国の規制環境は依然として難しいものがある。政府の反腐敗キャンペーンや、新規則と執

行の厳格化によってハードルはかなり高くなった。グローバル企業は、その内部統制、コーポ

レートガバナンス、法令遵守手続きなどを常に最新のものにしておく必要がある。」 

－KPMG中国、監査部門統括パートナー、ベニー・リュウ 

KPMG Advisory （China） 編 

厚谷 禎一 監訳 

www.kpmg.com.cn 

www.kpmg.or.jp/jp/china 



中国戦略 

 

 

14               MIZUHO CHINA MONTHLY 

2015年3月号 

中国の監督当局の目がますます厳しくなっている今、これは重大な問題です。中国が英米の

ような世界的な規制の新たな担い手として加わったことを示す最も顕著な例は、この反腐敗キ

ャンペーンでしょう。中国で事業活動する米国企業を対象に最近行われた調査によれば、米国

海外腐敗行為防止法（FCPA）や英国贈収賄法よりも、中国での法令遵守のほうが相対的に重大

であると考える企業が急増しています。 

 

 

 

KPMG中国のフォレンジック担当パートナー、グラント・ジェーミソンは次のように説明しま

す。「昨年は重要な分岐点であった。中国新指導部のもとで監督当局が公に業界を特定し、公

然と企業調査を始めた。これは、世界に新しい規制主体が誕生したことを意味する。中国で活

動するグローバル企業は、英米の法律だけでなく、中国の法律も理解しておく必要がある。グ

ローバル企業は、中国でいかに行動すべきか、新たな基準で認識を高めなければならなくなっ

た。」 

 

ジェーミソンはさらに、グローバル企業は、経営トップや取締役会がトップダウンで正しい

メッセージを発信する必要があると指摘します。正しい方針を貫き、正しい手順を踏まなけれ

ばなりません。適正な研修を行い、データ分析などの手法から通常業務以外の支払いのチェッ

クも行う必要があります。また、会社の内部監査部門に不正や贈収賄をチェックさせること、

内部監査担当者が取締役会に直接接触できるようにすることも必要です。 

 

これらの懸念を受けて、すでに進んでいた企業の組織再編には拍車がかかりました。グロー

バル企業の中には、100％子会社が認められやすくなった新しい規定をうまく活用し、合弁相手

のパートナーを吸収合併したところもあります。これによって組織は簡素化されますが、新た

に加わった社員は法令遵守のベストプラクティスに精通しているとは限らないため、これらの

子会社が中国と海外の法令遵守を徹底するようにしていくことが喫緊の課題となります。 

 

中国でのビジネス上の困難が予想される 
5 つの規制問題 

贈収賄の問題 

中国で事業運営する際に以下の規制が障害となる重大度は？ 

許認可要件の問題 

行政管理上の問題 

恣意的な規制の執行 

予測が難しい法令環境 

出所：在中欧州商工会議所 2013 年企業マインド調査 

中国事業で最も重要な 
法的コンプライアンス分野は？ 

 

組織の行動規範の遵守 

現地法令の遵守 

国際法の遵守 

（米国海外腐敗行為防止法、

英国贈収賄法等） 

出所：在上海米国商工会議所 中国ビジネスレポート 2013～14 
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グローバル企業の多くは、中国の指導部交代とそれによる規制への影響をまだ理解・分析し

ている状態です。恐らく、最も大きな変化は中国（上海）自由貿易試験区（以下、上海 FTZ）の

設立でしょう。しかし、それにもまだ不確定な点が多く残されています。上海 FTZは中国国内

だけでなく、グローバル企業の本社がある本国からも大きな注目を集めました。しかし、ほと

んどの経営トップ達は、この上海 FTZが自社のビジネスに直接的な影響を与えるかどうかにつ

いてまだ検討中のようです。現時点において特に影響が大きいのは金融関連部門と見られてい

ます。 

 

このように、グローバル企業にとっては、監督当局との関係を維持し続けることが重要です。

オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所上海オフィスのマネージングパートナー、チャ

ン・リー氏は次のように話します。「中国政府は単なる法案ではなく、グローバル企業に関わ

る現行の外資三法1（外資企業法、中外合資経営企業法、中外合作経営企業法）について初めて

パブリックコメントを募った。グローバル企業は、可能な限りこのような法令策定に参加する

ことが重要だ。実際、変革に関与するなら今が絶好のタイミングだ。規制の最前線には動きが

みられ、中国政府は依然としてグローバル企業が中国経済にとって有益と考えている。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 2015年 3月時点では、これら外資三法に変わる外国投資法の草案に対するパブリックコメント募集が終了し、その公布が待

たれている。 

※出典：出所：在中欧州商工会議所 2013年企業マインド調査 

知っていますか？ 

欧州企業の 76％が、中

国の法律とその執行

の透明性が中国経済

に多大な影響を及ぼ

すと回答※ 

 

在中国欧州企業の

45％が、市場へのア

クセスや規制の障

壁等が問題となっ

て市場参入機会を

逸したと回答※ 
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法令遵守が一番の焦点 

ファイザー中国 

中国担当社長 ウー・シャオビン博士 

 

ウー・シャオビン博士は、中国で約 9,000人、全世界で約 7万 7,000人の従業員を擁するグ

ローバル製薬会社ファイザーの中国地域担当社長です。 

 

ファイザーが中国で抱える最大の問題は何ですか？ 

ウー博士－法令遵守と人材の問題です。中国では、どの企業も法令遵守を徹底することを学ば

なければなりません。中国には多数の監督行政機関が存在します。医薬品業界は特にそれが言

えます。過去には、これら複数の機関がそれぞれ規定を発令することがありました。しかし、

規定の解釈と執行の状況は変わり続けています。これまでは許されたことが、これからは認め

られない場合があるということをグローバル企業は認識しなければなりません。 

グローバル企業は、より協働的に当局にアプローチし、双方に有益な状況を作り出し、政府

が目標を実現するにあたって業界がどのように手助けできるかを考えるべきです。 

 

人材募集の難しさについてはいかがでしょうか？ 

ウー博士－当社は中国の経営陣チームを非常に円滑に運営していますが、従業員のターンオー

バー（離職率）という点でまだ問題を抱えています。高い給料を支払うだけではなく、自らの

可能性を追求する自由と権限を与えられていると従業員が感じられることも必要です。そうす

れば従業員は、一致団結して働くチームの中で支えられていると感じることができます。ファ

イザーは非常に多様性に富むチームから成り立っています。私達は従業員の意見を聞き、異な

る考え方に耳を傾けます。 

 

ファイザーの最も特筆すべき点は、若手従業員への待遇ではないでしょうか？  

ウー博士－当社には多数の若手従業員がいます。約 9,000人いる従業員の平均年齢は 29歳です。

彼らは上の世代より個性的で、社会的責任という点で非常に積極的です。例えば、出稼ぎ労働

者の子ども達の援助等に強い情熱を注いだりします。そうした子ども達に自分の時間や労力を

割くことを厭いません。従業員が社会的コミュニティに貢献しているところを目にするのは素

晴らしいことです。 

一方、中国の現地企業の給与水準も非常に高くなってきています。現地製薬会社の中には、

上級管理職の報酬がファイザーより高いところもあります。 

 

それでは、なぜ多くの人がグローバル企業にとどまるのでしょうか？  

ウー博士－それは、グローバル企業には他にも良い点があるからです。中国企業より職場環境

が良いことや、仕事と生活のバランスがとれていることなどです。これに対して、中国企業の

経営責任者は仕事が全てになっている傾向があります。また、国際化が進み、外国語能力を活

用したいという多くの若者にとって、外国企業で働くことは今でも誇らしいことです。 
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一方で、ファイザーは中国現地の競合企業の脅威が増していると考えていますね？  

ウー博士－中国企業は品質改善に向けて努力しています。これまで当社は品質で他社との差別

化を図っていましたが、その差は縮まってきています。確かに、現地企業の研究開発能力はま

だ発展途上の段階です。しかし、中国政府は新たな基準の策定に向けて動いており、企業に品

質改善を求めています。そのため、中国企業は水準を高めつつあり、私達の目にも明らかな改

善が見られます。しかし、画期的新薬の多くについては、まだグローバル企業が研究開発を行

っているということが言えます。 

 

ファイザーは偽造品の流通を問題視していますね？  

ウー博士－はい。中国で出回っている医薬品の中によく偽造品を見かけます。しかし、この問

題については良い方向に進んでいます。中国政府がこの問題の解決に非常に積極的であるとい

うのは良い状況です。私達は、この問題について政府と協力しています。政府は、これらの違

反を企業の利益の侵害行為として捉えています。これは大きな進展です。 

 

ファイザーは、グローバルな事業展開を支えるために中国を活用し、中国国内に約 700人の

研究開発要員を置いていますね？ 

ウー博士－当社は中国国内に 2つの研究開発施設があります。どちらも、単独で研究を行うの

ではなく、グローバルな研究のバリューチェーンの一角をなす施設です。例えば、ファイザー

の国際的な臨床試験に関する統計作業は中国の施設で行っています。 

 

 

中国でのプレゼンスを強化 

クラリアント 

中華圏・韓国地域担当社長 ヤン・クライバウム氏 

 

クラリアントは中国に 1,500人、全世界で 1万 8,000人以上の従業員を擁するスイスの特殊

化学製品グローバル企業で、ヤン・クライバウム氏は中華圏・韓国地域担当社長です。 

 

中国現地の競合企業について聞かせてください。 

クライバウム氏－中国企業はバリューチェーンを進め、ますます洗練されてきています。製品

品質には遜色がないというケースが増えてきました。同時に彼らは、より優れたプロセスやデ

ータ文書化の手法を導入しながら急速にレベルアップしています。多くの中国企業は、イノベ

ーションにより一層力を入れるようになっています。また、民間企業の中には、海外人材の獲

得に手段を選ばないようなところもあります。例えば、経験豊富な日本の退職者を採用した競

合企業のケースも知っています。 

しかし、クラリアントには新市場の開拓を通じて他社に一歩先んじる力があります。また、

顧客の要求は厳しさを増してきていますが、それが当社のビジネスチャンスを生んでいます。1

つの例として食品安全性について考えてみましょう。食品包装業界には多くの当社製品が納入

されています。そして、顧客はより完全なトレーサビリティ（生産管理履歴）を要求するよう

になってきています。バリューチェーンをサプライヤーまでさかのぼり、当社の全製品がどこ
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から来ているのかを追跡できるようにしたいのです。クラリアントはこの点で大変優れていま

す。当社は既存商品への変更や改良を加えることを非常に得意としているからです。 

 

一方で、中国国内経済の進化に伴って、クラリアントの市場も近年変化してきていますね？ 

クライバウム氏－今、大きな成長のほとんどは好調な中国企業、特に民間企業の力によるもの

です。携帯電話産業とそこで使用される顔料を例にとります。これまで、当社は欧米の携帯電

話会社とともにかなりの開発業務を行ってきました。しかし現在は、中国国内で大量の商品を

売りながら、同時に中国国外にも打って出ようとする中国企業が現れています。そこで当社は、

現在はこうした好調な中国企業とそのニーズに照準を合わせています。 

 

クラリアントにとって、規制の強い業界での事業活動には問題がありますか？ 

クライバウム氏－最近、汚職防止政策が強化された結果、規制の枠組みが導入され、より厳格

に適用されるようになっています。中国政府が規制執行の強化に力を入れるようになってきた

ことが分かります。 

グローバル企業にとって規制強化は、有利に働く場合もあります。厳格化された環境規制や

その他の規制に対応できなかった一級都市近郊の製造企業が、中国政府によって閉鎖された事

例を見てきました。クラリアントは全世界で非常に高い基準を採用しています。新しい規制の

基準に準拠するために、中国現地のパートナーや顧客の生産施設の改修をサポートする機会に

恵まれるでしょう。当社にとって、これは中国国内事業を拡大するチャンスです。 

 

そのような目標を掲げているということは、中国現地のニーズを理解し、現地企業との関係

を構築するための足がかりを十分につかんでいるということですね？ 

クライバウム氏－クラリアントは中国全土の 18都市に約 1,500人の従業員を抱えています。当

社の駐在員は、アジア太平洋地域の役職に就いているか、あるいは特別な専門技能を持つスタ

ッフです。地域統括の役職を含め、トップマネジメントのポジションに就くアジア出身者をも

っと増やしたいと考えています。さらに、優秀なアジアの人材を本社のあるスイスに異動させ

たりもしています。技能を磨き人間関係を深めて、アジアに戻ってくることを期待しています。 

 

中国で現地トップクラスの人材をつなぎとめることは難しいですか？ 

クライバウム氏－私が 2005年に中国に来た頃、中国人材の転職理由のほとんどは給与に関する

ものでした。しかし今は、キャリアチャンスを求めたり、経歴を積んだりするために転職しま

す。その結果、研修プログラムの需要が大きく広がりました。また当社は、特殊な専門技能を

持つ人材やビジネスに不可欠な人材など、「絶対に繋ぎ止めなければならない」人材を対象と

した特別な人材確保プログラムを立ち上げています。しかし、たとえば新規公開後に一定額の

支払を保証するような特別な給与方策を提示する中国民間企業もあり、このような企業と競い

合うのはやはり厳しい状況であると言えます。 

 

以 上 
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株主資格の法定要件に関する 

最高人民法院の判決 
 

 

1．はじめに 

中国において、会社法上「株主資格」という用語が使用されていますが、「株主資格」をど

のように確定するかについては、実に不明確なところがあります。会社法第 32条によれば、会

社は、株主の氏名または名称を会社登記機関（現在一般的には工商行政管理部門）で登記する

ことになっており、登記しなければ第三者に対抗できないことから、現在、外部の第三者が会

社の株主資格を取得することの確実性はある程度法によって保証されているといえます。だが、

株主間でいざ「株主資格」をめぐる紛争となると問題は複雑になりがちです。しかも、株主間

の取引形態が非常に多様で、規範化されていない中国の事情を合わせると、問題は一層複雑に

なります。例えば、定款や株主名簿における記載、または登記機関での登記といった形式要件

と、実際に出資を行ったかどうかの実質要件とが合致しない場合、何をもって「株主資格」を

確定するかをめぐる紛争が発生するリスクが高まります。そうした場合、形式要件と実質要件

などをもとに総合的に検討することが必要となります。 

本稿では、最高人民法院1による代表的な判決の 1つを取り上げて、株主間における「株主資

格」の確定に関する司法判断をご紹介します。本判決では、株主資格の実質要件と形式要件と

に齟齬が生じた場合においてどのように株主資格を確定するか、株主資格の判断基準に関する

判断を行っており、事実認定や法適用などで示された手法や観点は今後の類似事例の参考とな

ります。なお、本判決は中国国内資本企業、いわゆる内資企業の事例であり、商務部門による

審査認可を必要とする外商投資企業にそのまま当てはめることができない点で留意が必要です

が、それでも本判決は内資企業に対する出資を検討する外国投資家にとって有益な示唆を与え

るものであると思われます。 

 

2．判決要旨 

2014年 6月 19日、株主資格の法定要件が争われた本民事紛争事件において、最高人民法院は、

株主資格の確定に関する判断を含めた判決を下しました。判決の要旨は以下のとおりです。 

 

①株主資格の確定 

株主資格の確定は、当事者の出資状況及び株主資格が一定の形式で公衆に認知されるなどの

要素により総合的に判断される。 

②会社定款の発効時期 

会社設立時に制定された会社定款は、工商行政管理部門の登記を経て初めて法律上の効力を

生じるが、会社存続期間中は法定の定款変更手続を経て株主が定款変更に合意した時点で法律

上の効力を生じ、工商行政管理部門の登記を経る必要はない2。 

③出資の引上げ行為は無効 

本件において、出資金を借入金に変換する行為は、甲の乙社への出資行為に対する違法行為

                                                   
1 日本の最高裁判所に該当します。 
2 なお、外資企業の場合、定款変更についても商務部門による審査認可を経てようやく発効することになります。 
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であり、会社法の禁止規定に抵触し無効である。出資の引上げは、会社設立時の登録資本金の

みならず、会社の増資の状況下においても会社法の規定に違反する行為であり、たとえ増資が

工商行政管理部門の登記を経ていなくとも同様である。 

④出資の引上げ行為が無効の場合、株主資格は否定されない 

出資の引上げ行為は無効であるから、株主及び会社は、出資の引上げ行為を行った株主が既

に取得した株主資格を否定することはできない。 

 

3．事案の概要3 

本件は、雲南省麗江市で水力発電開発を業としている乙社と、乙社に出資することに合意し、

乙社の口座に 510万元を振り込んだ甲との間で生じた民事紛争事例になります。 

 

乙社は、2004年 5月 27日に設立し、2007年 4月 26日に登録資本金を 1,200万元に変更しま

した。2008年 6月、甲は乙社の主要株主と交渉し、乙社が増資を行い、甲が 510万元を出資し

て乙社の 30％の持分権を取得することに合意しました。7月 29日、甲は信用会社から「発電所

投資」の名目で 530万元の借入を行い、乙社の既存の主要株主らの資産に担保が設定されまし

た。8月 4日、甲は借り入れた 510万元を乙社の口座に振り込みました。8月 10日、甲は乙社

の持分の 3分の 2を越える主要株主らとともに乙社会社定款（以下「本定款」といいます）の

変更手続を行い、本定款には「甲は、2008年 8月 10日に 510万元を出資し、会社の登録資本金

の 30％を占める。」と記載され、甲を含む乙社の主要株主らが署名しました。2010年 11月 20

日、乙社の主要株主らは甲宛の借用書（以下「本借用書」といいます）を発行し、本借用書に

は「甲から借り入れた 510万元は、2008年 8月 4日に乙社の口座に振り込まれた。乙社は、甲

が信用会社から借り入れた借入金と利息を返済することを承諾し、返済期限は 1年半とする。

期限内に返済できなかった場合には、債権は出資金に変換される。」と記載されました。乙社

の主要株主らは、本借用書に基づき、2011年 3月 3日までに分割して計 510万元を甲に返済し

ました。 

 

2011年 6月 22日、甲は、乙社が上記 510万元を返済した事実を否定するなどの理由により、

乙社に対して、甲が乙社の株主としての地位を有することの確認と、乙社が甲の株主変更登記

手続に協力するよう求め、雲南省麗江市中級人民法院に訴訟を提起しました。被告である乙社

は、甲と乙社との関係は金銭消費貸借関係であり、甲は乙社の株主ではないと反論しました。

審理の結果、一審判決、二審判決4ともに、甲が乙社の株主としての地位を有することを認めず、

甲の請求を棄却しました。甲は判決を不服として、最高人民法院に再審5を申し立てました。 

 

4．判決の概要 

（1）一審判決 

一審の雲南省麗江市中級人民法院は、甲が 510万元を乙社の口座に振り込んだ後、本定款に

明確に甲が乙社の 30％の持分権を占めると記載されていることから、510万元の金員は出資金

                                                   
3 具体的な情報は、判決内容を掲載する以下のサイトをご参照ください。 

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/zgrmfy/ms/201410/t20141024_3607604.htm 
4 中国は二審終審制を採用しています。 
5 再審は、既に終結した判決の正当性を審査・判断するための審判手続になります。 

http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/zgrmfy/ms/201410/t20141024_3607604.htm
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であると判断しました。さらに、本借用書の記載内容から、甲が乙社の口座に振り込んだ 510

万元は借入金であると認定でき、乙社は本借用書作成日である 2010年 11月 20日から 1年半以

内に借入金を返済しているため、甲は乙社の株主になるという条件は成就しておらず、甲は既

に乙社の株主の地位にはないと判断し、甲の請求を棄却しました。 

 

 （2）二審判決 

甲は一審判決を不服として、雲南省高級人民法院に上訴しました。二審の雲南省高級人民法

院は、本借用書は甲と乙社の投資関係を金銭消費貸借関係に変更するものであり、甲は乙社の

株主の地位を有しないと判断しました。また、本定款には甲が乙社の株主である旨が記載され

ているが、会社法第 26条の「有限責任会社の登録資本金は、会社登記機関により登記された株

主全体が引き受ける出資額とする。」という規定に基づき、乙社はこの 510万元についてまだ

工商行政管理部門での資本金の変更登記を経ていないことから、当該資金は依然として借入金

であり出資の払戻しでもないとして、甲の上訴を棄却し一審判決を維持しました。 

 

 （3）再審（最高人民法院判決） 

再審である最高人民法院は、以下のような具体的な分析を行い、甲は乙社の株主資格を有す

ると判断しました。 

 

1）甲が乙社の株主資格を取得したか 

最高人民法院は、株主資格の確定は、当事者の出資状況及び株主資格が一定の形式で公衆に

認知されるなどの要素により総合的に判断されると判示し、以下のように具体的に検討を加え

ました。 

 

まず、甲が出資を行う前に、乙社及びその株主と甲とが乙社に対し 510万元の出資を行うこ

とについて合意に至っており、その後甲は信用会社から 530万元を借り入れ乙社の口座に 510

万元の金員を払い込んでいることから、約定事項を履行しています。さらに、乙社が自ら作成

した財務調査ノートにも「甲が払い込んだ資本金 510万元」と記載されていると認定しました。

これらの事実から、甲が払い込んだ 510万元は借入金ではなく出資金であると判示しました。 

さらに、甲の株主資格は既に本定款に記載され、その際の本定款の変更には乙社の法定の定

款変更手続が取られており、また、甲も乙社の株主会に出席するなど、乙社の株主の身分で実

際に乙社の経営に関与していました。このことから、甲が株主の地位を有していることを裏付

けていると判示しました。 

一方、乙社は、本定款第 64条は「本定款は会社登記機関の登記後に発効する。」と記載して

いることから、本定款はいまだ発効していないと主張しました。これに対して最高人民法院は、

本定款第 66条に「本定款は 2008年 8月 10日より発効する。」とあり、第 64条と内容が合致

せず、本定款そのものから定款発効の有無を判断することはできないとしました。そのため、

法令の規定により判断するほかなく、契約の発効に関する規定に基づけば、会社設立時に制定

した会社定款は工商行政管理部門の登記を経て初めて発効することになるが、法定の定款変更

手続を経た定款変更は株主が合意した時点で法律上の効力を生じ、工商行政管理部門の登記を

経る必要はなく、それゆえ本定款は既に有効であると判示し、乙社の主張を退けました。 
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最高人民法院は、以上のように述べ、甲が乙社の株主資格を取得したと認定しました。 

 

2）甲の乙社に対する持分権は債権に変更されたか 

次に、甲の乙社に対する持分権が債権に変更されたかについて、本借用書には「甲から借り

入れた 510万元は、2008年 8月 4日に乙社の口座に振り込まれた。乙社は、信用会社から借り

入れた借入金と利息を返還することを承諾し、返済期限は 1年半とする。期限内に返済できな

かった場合には、債権は出資金に変換される。」と記載されています。乙社は、本借用書によ

って甲との投資関係が金銭貸借関係に変更され、かつ本借用書に基づき甲に対する金員の返済

は済んでいることから、出資金は借入金に変更されたと主張しました。最高人民法院は、以下

の 2つの理由を提示してこれを否定し、甲は依然として乙社の株主であり、債権に変換されて

いないと判示しました。 

 

第一に、株主が出資の引上げができないことは会社法の基本原則であり、会社法に明確に規

定されていることであると述べました。株主が会社に出資後、出資財産は会社の法人財産に変

換され、株主の財産とは独立し、会社という法人格の物質的基礎になります。株主の出資の引

上げは、会社資本を減少させ、会社の独立した法人の地位を動揺させ、会社を侵害するととも

に、他の株主や債権者の利益を害する行為であり、法により禁止されると述べました。 

続いて、前述のとおり、甲が乙社に払い込んだ 510万元の金員の性質は出資金であり、当該

金員は乙社の法人財産ということになります。従って、甲が乙社に対し出資を借入に変更する

よう要求しようとも、甲と乙社との間で出資を借入に変更する協議が成立しようとも、会社法

の禁止規定に抵触しているため無効であると判断し、甲の株主資格はこのような無効行為によ

り変更されるべきものではないと判示しました。さらに、出資の引上げの禁止は、会社設立時

の登録資本金における既に払い込まれた資本金のみならず、増資の状況下において、工商行政

管理部門の登記を経ていないが既に会社財産となっている出資金についても、これが適用され

ることを特に強調すると判示しました。 

 

第二に、第一の理由に掲げる法定の禁止規定を考慮しなくても、本借用書によって甲の乙社

に対する出資金が借入金に変更されたことを証明するには不十分であり、出資金が借入金に変

更されたと結論付けることはできないと判示しました。本借用書は、甲が乙社に払い込んだ 510

万元の金員に 1年半の返済期限を設けています。1年半の返済期限の起算点は、本借用書を発行

した 2010年 11月 20日ではなく、取引慣行に基づき金員が実際に交付された時期から起算する

と考え、甲が乙社に 510万元を払い込んだ 2008年 8月 4日からと起算すると、既に 2年以上の

期限を徒過しています。このことからも、本借用書の条件を成就しておらず、結局出資金が借

入金に変換されたと判断することはできないと判示しました。 

 

最高人民法院は以上のように述べ、甲は既に乙社の株主資格を取得しており、また、本借用

書によって乙社の出資金が借入金に変換されたと判断することもできないことから、一審、二

審の原審判決を支持することはできないとしました。これにより原審判決を取消し、甲が乙社

の 30％の株主としての資格があり、乙社は甲の株主変更登記手続に協力しなければならないと

判示しました。 
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5．おわりに 

本件は最高人民法院による株主資格の判断基準に関する判断であり、「株主資格の確定は、

当事者の出資状況及び株主資格が一定の形式で公衆に認知されるなどの要素により総合的に判

断される」という一定の規範を示すとともに、具体的な状況を考慮して丁寧に事実認定を行っ

ています。この判決は、今後類似事例を処理する場合においても模範になるものと思われます。 

 

上述のとおり、株主資格の有無は「出資状況及び株主資格が一定の形式で公衆に認知される

などの要素により総合的に判断される」ことから、出資を行う当事者としては、出資を行った

ことが明らかであると認知されるよう、出資の払込みを証明する銀行の払込書の控え及び会社

の財務記録を残しておく必要があります。それとともに、可能な限り、会社定款の記載、株主

名簿の記載、会社登記機関の登記などの外観による形式要件を備えるように努め、株主資格が

認められないといった状況が生じないよう注意する必要があろうかと思われます。 

 

一方、日系企業を含めた外国投資家が中国で資本参加する場合、出資に関して、三資企業法

（外資企業法、中外合資経営企業法、中外合作経営企業法）が適用され、会社法がそのまま適

用されない部分があり、持分譲渡や定款変更に許可を要するなど当局による管理を受けること

から、現時点ではさほど過剰に心配することがないものと思われます。しかし、2015年 1月 19

日、中国商務部は「外国投資法」の意見募集稿を公開し、2月 17日までの期間で意見募集を実

施しました。将来この「外国投資法」が新たに公布されることにより三資企業法は廃止され、

外商投資企業が行う出資についても大きな影響が及ぶことが予想されますので、今後の動向に

は注意が必要です。 

また、既存の内資企業への出資を検討する際は、上述のとおり出資の払込みという実質と外

観とが異なる恐れがあることから、工商行政管理部門による当該企業の登記情報を確認すると

ともに、当該企業内部やその株主間において登記されていない持分譲渡がないか、払込み状況

がどうであったかなどについても、しっかり確認しておきたいところです。 

そういった意味で、中国において実際に投資を行う場合、既存の資本関係を明確に調査する

という観点から、出資に関する法務デュー・デリジェンスの役割は少なくありません。持分譲

渡の場合、売買の対象となる持分の権利内容とともに、当該持分が適法かつ有効に発行されて

おり、かつ売主が当該持分についての法律上の株主であることをしっかりと確認する必要があ

ります。 

以 上 
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中国の租税回避対策税制 

 

 

1. 一般租税回避対策管理弁法（試行） 

 

国家税務総局は、2014年 12月 2日付で「一般租税回避対策管理弁法（試行）」（中文で「一般

反避税管理弁法（試行）」、以下「管理弁法」という）を公布し、2015年 2月 1日から施行しま

した。さらに、2015年 2月 3日付で、「非居住企業が財産を間接譲渡する場合の企業所得税の若

干の問題に関する公告」（国家税務総局公告 2015年第 7号）（以下「7号公告」という）を制定

しました。これに関連して、2009年の「非居住企業の持分譲渡所得の企業所得税管理を強化す

ることに関する通知」（国税函［2009］698号）の租税回避規定（第 5条と第 6条）を廃止しま

した。 

 

 この一連の動きは、企業所得税法とその実施条例の租税回避規定に基づいて新たに租税回避

対策税制の基本法規である「一般租税回避対策管理弁法（試行）」（管理弁法）を新設して、こ

の管理弁法に基づいて新たに間接譲渡の租税回避規定（7号公告）を制定し、これに関連して過

去に発布した租税回避規定（698号通知第 5条・第 6条）を廃止したものです。 

 

 これまで、企業所得税の租税回避規定は、「企業所得税法」（第 47条）とその実施条例（第 120

条）、「特別納税調整実施弁法（試行）」（第 94条）の 3つの条項と、698号通知（第 5条・第 6

条）の合わせて 5つの条項しかありませんでしたが、管理弁法が新たに制定されたことによっ

て、他国の一般租税回避対策規定（General Anti-Avoidance Rule、GAAR、一般租税回避防止規

定ともいう）と同程度の基本法規が整備されたことになります。 

 

一般租税回避（濫用）対策規定（GAAR）を制定している国（地域）には、オーストラリア、

ニュージーランド、オランダ、ドイツ、カナダ、南アフリカ、香港、英国、インド、イタリア、

フランス、シンガポール、韓国等があります。日本と米国は一般租税回避対策規定（GAAR）を

制定していません。 

 

 中国の管理弁法は、オーストラリアの一般租税回避対策規定（General Anti-Avoidance Rule） 、

英国の一般租税濫用対策規定（General Anti-Abuse Rule）、 香港の簡単な一般租税回避対策規

定等の各国（地域）の規定に類似した内容となっています。「租税回避」（Avoidance）とは、納

税額を減少、免除、遅延させることであり、「租税濫用」（Abuse）とは、租税上の優遇条項が制

定者の意図しない目的によって不適切に使用されることです。一般的に租税回避の方が租税濫

用より範囲が広く設定されています。 

 

 英国は 1996年から一般租税回避（濫用）対策規定の制定を目指しましたが根強い反対に遭遇

して廃案となりました。しかし、2013年に「租税回避」より範囲の狭い「租税濫用」を防止す

近藤公認会計士事務所 

公認会計士 近藤 義雄 

kondoyoshio@nifty.ne.jp 
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る一般租税濫用対策規定（General Anti-Abuse Rule）を成立させました。 

 

この濫用対策規定には、租税上の有利性（tax advantage）を獲得することをその主要な目的

または主要な目的の 1つ（main purpose or one of main purposes）とする取決めに対して、

この規定を適用するという主要目的基準（MPT、Tは Test）が設定されています。 

 

 また、この濫用対策規定には、納税者が課税当局に租税回避かどうかを事前に確認する事前

確認制度、タックスプランニングの企画者が作成した租税回避スキームを公開する公開制度等

も整備されています。 

 

 中国の管理弁法では、このような事前確認制度と公開制度等は採用されていません。ただし、

租税回避に該当しない要件を明文化した納税者のセーフ・ハーバー・ルール（safe harbor rule）

は設定されています。セーフハーバー（安全港）とは、納税者が一定のルールを守る限り租税

回避規定に抵触しない範囲のことをいいます。 

 

 現在、OECD（経済開発協力機構）の租税委員会では、「税源浸食と利益移転」（Base Erosion and 

Profit Shifting, BEPS）の行動計画が進捗しており、行動計画 6に「租税条約の濫用防止規定」

があります。ここでは租税条約の特典条項、すなわち租税の軽減、免税等の租税優遇を享受で

きる受益者資格を制限する受益制限条項（Limitation of Benefit、LOB）とこの条項を補佐す

るための主要目的テスト条項（Principle Purpose Test、PPT）が議論されています。 

 

 例えば、配当、利子、使用料の租税条約上の軽減税率の適用を受けるためには配当等を受領

する真の受益者資格を制限することによって租税条約の濫用を防ぐことができます。受益者資

格の制限で防止できない場合には、主要な目的または主要な目的の 1つに租税条約の濫用があ

れば租税条約上の特典を利用することはできません。租税条約の濫用かどうかの判断基準とし

て LOBと PPTの 2つがあります。また、将来的には、これらの租税条約上の濫用防止規定とと

もに、各国国内法上の濫用防止規定が必要であるとも認識されています。 

 

中国の管理弁法は一般租税回避の基本法規であり、OECDの行動計画 6が確定した暁には租税

条約濫用対策規定として機能する可能性があります。ただし、今回の改正対象は、中国政府が

企業所得税法を施行した 2008年当時から重視していた中国固有の租税回避問題である外国企業

の間接持分譲渡による租税回避の取決めであり、この租税回避問題は上述した 7号公告で取り

扱っています。7号公告では、この外国企業の間接持分譲渡による租税回避に関連する租税条約

上の特典の濫用防止について若干の規定が設定されています。 

 

2. 管理弁法の適用範囲 

① 租税回避 

 

 管理弁法の適用対象は、租税回避の取決めです。租税回避の取決めとは、企業が合理的な事

業目的を有することなく、唯一の目的または主要な目的が租税利益の獲得にある取決めのこと
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です。租税利益とは、企業所得税の納付税額を減少、免除、または遅延させることをいいます。 

 

この取決めは、税法規定に適合して合法的であったとしても、取決めの形式とその経済的実

質が一致していないものをいいます。この定義に従えば、租税回避も節税も合法的な行為です

が、租税回避は租税利益の獲得が唯一または主要な目的であり合理的な事業目的は有しません。

これに対して、節税は合理的な事業目的を有しており、租税利益の獲得を唯一または主要目的

とはしていない行為になります。 

 

 なお、合法的ではない取決めは脱税になりますので管理弁法の適用対象外になります。また、

租税回避は、税金を減少、免除、遅延させることを目的としますので、納税からの逃避、追徴

からの逃避、税金の詐取、納税拒否、発票の虚偽発行等の違法行為は適用対象外になります。 

 

② 合理的な事業目的 

 

 企業所得税法とその実施条例が制定された当時の国家税務総局の解釈によれば、合理的な事

業目的を有しない取決めとは、立法趣旨に違背して、租税納付額または税法が規定するその他

の支払額の減少、免除、遅延、もしくは返還収入、租税還付収入または税法が規定するその他

の収入を増加させる等の租税利益の獲得に主要目的がある取決めをいいます。 

 

 合理的な事業目的を有しない取決めとは、人為的に企画した 1つのまたは一連の行動もしく

は取引であり、明示的または黙示的、実際に実行されるものまたは実行が企図されているもの

がすべて含まれ、契約書、協議書、計画書、了解、承諾または保証等によるすべての行動と取

引が含まれます。 

 

 管理弁法では、このような合理的事業目的を有しない取決めについての具体的な解釈は行わ

れていません。上位法規である上述した企業所得税法とその実施条例の解釈に基づくものと考

えられます。ただし、租税利益は納付税額の減少、免除、遅延に限定していますので、上述し

た「返還収入、租税還付収入または税法が規定するその他の収入を増加させる等の租税利益」

が租税回避の対象となるかどうかについては、今後の実務の運用を見守る必要があります。 

 

③ 取決めの目的 

 管理弁法の意見徴求稿では、租税回避の取決めは、「租税利益の獲得を唯一の目的、主要な目

的または主要な目的の 1つ」と規定されていましたが、正文では「主要な目的の 1つ」は削除

されました。この最終結論は、企業所得税法とその実施条例が制定された当時の国家税務総局

の次のような解釈と同一の結論になっています。 

 

「一般租税回避対策規定の目的は、租税負担公平の原則を具体化することである。厳密な税法

体系であっても遺漏が存在する可能性があり、税法の立法趣旨に違背する取決めがあり、その

唯一の目的または主要な目的は租税利益の獲得であって正常な事業目的ではないものがある。」 
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 なお、オーストラリアと香港の GAARでも、租税利益を獲得することを可能とすることを唯一

または主要な目的（sole or dominant purpose）として締結されるスキームまたは取引に対し

て租税回避対策規定（GAAR）が適用されています。 

 

④ 越境取引と支払 

 管理弁法によれば、租税回避の適用対象となる取決めは、越境取引または支払と関係する取

決めです。越境取引または支払と関係のない取決めは適用対象外とされていますが、管理弁法

ではこれらの用語の定義はありません。 

 

管理弁法の意見徴収稿では、越境取引または支払と関係しない「居住企業間の」取決めは適

用対象外と規定されていましたが、正文では「居住企業間の」部分が削除されました。その理

由は特に解説されていませんが、管理弁法に続いて公布された 7号公告第 1条では、次のよう

に租税回避を規定しています。 

 

 「非居住企業が合理的な事業目的を有しない取決めを実行することを通して、中国居住企業

持分等財産を間接譲渡して、企業所得税の納税義務を回避した場合は、企業所得税法第 47条の

規定に従って、当該間接譲渡取引の定性を見直して、中国居住企業持分等の財産を直接譲渡し

たものとして認識しなければならない。」 

 

 このように具体的な間接譲渡による租税回避対策規定の適用対象者は、非居住企業に限定さ

れており、中国居住企業は適用対象外とされています。具体的な適用対象者を特定できるよう

に「居住企業間の」という用語を削除したものと考えられます。 

 

⑤ 特別納税調整の実施方法 

 上記の 7号公告第 1条で明らかなように、非居住企業が租税回避した場合には、その間接譲

渡取引の定性を見直して、直接譲渡したものとして認識することになります。すなわち間接譲

渡取引による非課税を完全否定して、直接譲渡取引が行われたものとして課税が行われます。 

 

 管理弁法では、租税回避の特別納税調整方法について次のような方法があると規定していま

す。 

1）取決めの全部または一部の取引に対して定性を見直す 

2）租税上の取引者の存在を否定するか、または当該取引者をその他の取引者と同一の実体とみ

なす 

3）関係する所得、控除、租税優遇、外国税額控除免税等に対して定性を見直すかまたは取引の

各当事者間で分配を見直す 

4）その他の合理的な方法 

 

 上記のように、租税回避の取扱いに特別納税調整方法を適用する場合には、取引の定性を見

直す方法、取引者の存在を否定するかまたは他者と一体化する方法、所得・所得控除・租税優

遇・外国税額控除等に関連して定性を見直すかまたは分配方法を見直す方法、その他の合理的
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方法が掲げられています。 

 

 このように一般租税回避対策規定は納税者の行う取引行為そのものを完全否定する可能性が

あり、納税者にとってかなり厳しい対策規定ですので、慎重な実務対応が望まれます。 

 

以 上 
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書を 25冊ほど出版。2001年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専門のコンサルティング業

務を提供している。 
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中国現地法人の残業問題とその対策 

 

  

 「中華人民共和国労働契約法」（以下「労働契約法」という）は、2007年 6月 29日に中国全

国人民代表大会常務委員会で採択され、2008年 1月 1日から施行されました。それまで企業側

の意向により左右されていた労働条件について、法的基準が明確にされたことは大きな変革で

あり、それ以降の中国の労使関係をめぐる環境は一変しました。 

 

 従来の中国の労使関係においては、就業時間内に業務目標を達成できない労働者は、目標未

達成を理由に時間外労働を強制されたにも関わらず、その割増賃金が支払われないといったケ

ースが多く見られました。このことから、2008年に施行された労働契約法（2013年一部改正）

では、第 31条で労働者に対して時間外労働を強制したり、形を変えての強要をしてはならない

と規定されました。 

 

 労働契約法において日本企業を含む外資企業が注意すべき点はいくつかありますが、そのな

かでも中国の残業問題は年々大きく取沙汰されており、中国各地での基準が違うことや、まだ

法律が完全に整備されていないことが、事態をより難しくしています。 

 

中国の時間外労働に関わる主要規定 

条文 記載項目 

労働法第 36条 日、週あたりの就労制限 

1日 8時間、週 40時間 

労働法第 39条 その他の労働時間制度の採用 

労働法第 41条 日、月の残業時間の上限 

1日 3時間、月 36時間 

労働法第 44条 割増賃金率の最低ライン 

労働契約法第 31条 時間外労働の強要禁止、時間外賃金の支給義務 

 

そもそも中国の「労働法」では、その第 41条に「雇用企業は生産需要に応じて、工会（日本

の労働組合に相当）と労働者の協議を得た後、業務時間を延長することができるが、一般的に 1

日 1時間を超えてはならない。特殊な事情により業務時間を延長する必要がある場合には、労

働者の健康を保証し、かつ、業務時間は毎日 3時間を超えてはならず、毎月の合計残業時間は

36時間を超えてはならない」と規定しています。企業がその規定をやぶり、不当に勤務時間を

延長したり、残業代金を払わなかったりした場合、かなり重い罰則が科されます。  

 

 次に、残業に際しての割増率について記載したいと思います。残業に際しての割増率は、労

働部の「賃金支払い暫定規定」において、平日就業時間終了後に引き続き残業をする場合は基

社会保険労務士法人 

ガルベラ・パートナーズ 

吉住 幸延 
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数に対して 150％、会社の休日に出社し残業をする場合は 200％、法定休日に出社し残業する場

合は 300％とすると定められています。会社の休日は本人との協議のもと、平日勤務との振替で

の代休取得が可能ですが、法定休日の出社は必ず割増賃金の支給が必要となりますので注意が

必要です。 

 

割増賃金率（割増賃金の基礎となる金額に乗ずる率） 

 中国 日本 

時間外労働 150％ 125％ 

深夜労働 規定なし 25％ 

休日労働 200％ 又は 代休 125％ 又は 135％ 

法定休日労働 300％ 135％ 

 

 150％、200％、300％といった割増率を乗じる基数には、家族手当、住宅手当、食事手当、交

通費といった各種手当や社会保険料などは含まれず、これらを差し引いたあとの金額が基数と

なります。もし能力給や役職給などがある場合、それらは基数に含まれることになります。残

業が多い企業では、同じ額の手取額を支給する場合でも、基数に含まなくてもよい手当を明確

に区分して支給するようにしています。手当を明確に区分しない場合は、すべてが基数として

計算されてしまうため、明確に諸手当と給与を分けて記載するほうが企業にとって有利になる

のです。 

 

 残業が多い企業や、業界の特色や業務の内容により連続勤務が必要な企業、生産性向上のた

めに交代制を採用している企業などは、残業問題をどのように解決しているかというと、不定

時勤務時間制や総合勤務時間制の許可申請を管轄の労働行政管理部門に対して行っています。 

 

総合勤務時間制とは月、四半期、年といった特定の期間（周期）を総合して労働時間を計算

する勤務時間制度で、日本の変形労働時間制に似ています。1日の労働時間（上限 8時間）の超

過制限および 1週間（上限 40時間）の超過制限の適用を受けず、企業が自主的に制定する労働

時間計画書（タイムテーブル）に基づいた業務指示が可能となる制度です。 

 

ただし、総合勤務時間制を申請ができる企業は業界の範囲が決められており、交通、鉄道、

郵便・物流、水運、航空、漁業などの特殊な環境下でどうしても連続勤務が必要な企業か、地

質探査、建築、製塩、製糖、旅行などの季節や自然条件の制限を受ける業種の企業のみ申請す

ることができます。 

 

この総合勤務時間制を利用した企業でも、その周期内で平均して計算した 1日の労働時間と 1

週間の労働時間は標準労働時間を超えることはできないとされていますので、たとえば上海市

では、原則として週または月を周期とする総合勤務時間制を採用しなければならず、四半期や

年間を周期とするケースは例外的に認められるだけであり、日系企業での実際の運用は難しく、

注意が必要です。 
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次に、不定時勤務時間制といって、日本のフレックスタイム制とみなし労働時間制を合わせ

たような制度もあります。これは、出退勤の時間が確定せず、1日の勤務時間が 8時間を超えて

も残業代が発生しないという制度です。この制度についても、採用するには管轄の政府労働行

政管理部門の認定が必要となります。 

 

注意点としては、不定時勤務時間制もやはり地方ごとに解釈や申請状況が違っていることで、

必ず所在地の管轄局に確認する必要があります。不定時勤務時間制は、業界による申請範囲の

限定はありませんが、職種による限定があります。企業の中の中級以上の高級管理職、外勤職

員、セールス職員、その他の原因により標準勤務時間での仕事が困難な職員、標準勤務時間で

の評価ができない職員、その他生産性の問題や仕事上の特殊な需要により定時の勤務が難しい

職員、長距離物流職員、タクシーや鉄道の職員、港や倉庫の職員に限られるといった決まりが

あり、申請の際には企業としてなぜ不定時勤務時間制を採用する必要があるのかを説明できる

資料を用意しなくてはなりません。 

 

 不定時勤務時間制の申請に必要な書類は、それぞれの地区指定の申請書、営業許可証、企業

バーコードのコピー、従業員の勤務計画書及び休日計画書、従業員の名簿並びに同意書となり

ますが、これらは申請対象の従業員それぞれについてサインが必要で、毎年の申請が必要とな

ります。追加の従業員がある場合は、そのたびに申請が必要となりますので、新規申請の場合

は、ある程度従業員がまとまり、前月までの残業時間など申請理由となる材料をそろえてから

申請されることをお勧めします。 

 

上海の場合、申請から 20営業日以内に審査結果が書面で出ますが、場合によってはさらに 10

営業日延長される場合もあります。申請に費用はかかりませんが、実際は一般企業の申請はな

かなか許可が下りにくいのが実情です。許可が下りやすい業界としては IT業界や物流業界が挙

げられます。また、管轄労働部門の認可が下りたとしても、個別の労働契約においてもきちん

と記載して合意を取っておくことが大切です。 

 

 これら不定時勤務時間制や総合勤務時間制を採用した場合の法定休日出勤はどう計算するか

というと、実は各地方により取扱いが異なります。標準勤務時間制（定時制）であれば、法定

休日に出社し残業する場合は 300％を支給することになっていますが、北京においては「北京工

資支付規定」第 17条において、「不定時勤務時間制採用の場合は残業代として計算されない」

と明記されています。しかし上海においては「上海市企業工資支付弁法」第 13条において「法

定休日の出勤と数える」と記載されており、300％の残業代の支払いが必要となります。残業代

に関しては全国統一の基準がない部分も多く、必ず管轄の役所への問い合わせや確認が必要と

なりますのでご注意ください。 

 

 残業問題でトラブルになることが多いのは、離職した元従業員が過去にさかのぼって企業に

残業代の支払いを求めるケースです。残業代の請求は、各地方により何年までさかのぼれるか

が異なり統一されておらず、企業の対策としては残業記録を過去のものも含めてきちんと保管
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しておくことと、不必要な残業をなくすことです。実際にタイムカードなどの残業記録が残さ

れていても、たとえば会社に残ってネットショッピングをしていたなど不必要な残業が行われ

ていたかどうかを確認することは難しく、残業を上司に対しての申請制にするなどの工夫が必

要となります。また社内での残業に関する規定を整備し、全員で共有することが非常に大切で

す。 

 

 日本で時間外勤務について算定する場合、毎日の残業については 1分単位で計算し、一計算

期間の合計時間については 30分未満を切り捨て、30分以上を 1時間とするのが一般的ですが、

中国では逆に残業の時間単位に関する規定がないため、企業でそれぞれ定める必要があります。

特に注意すべき点としては、日本では、「労働基準法」第 41条第 2項において、管理監督職に

ついては残業代を支給しなくてもよいとされていますが、中国では管理職員に対しても残業代

の支給対象となる点です。高級管理職の接待などが残業とみなされて、離職の際に過去 2年間

にわたって残業代を請求されたという例もあり、高級管理職の場合でも口頭だけでの約束では

なく、不定時勤務時間制の申請をして対応している企業もあります。 

 

そのほか、日本ではサービス業や飲食業などでは実際に残業しているのに、その分の残業代

が出なかったり、欧米でも「ホワイトカラーエグゼンプション」といって知的生産業務につい

ては残業代が出ないケースが多いですが、中国では残業代の支払対象について、職業・職種に

よる区分はありません。ただ現実としては、小さなレストランやマッサージ店ではきちんと労

働法を守らずに従業員を雇用しており、決してどこでも法律が遵守されているわけでもありま

せん。とはいえ、外資系企業が同じようにした場合には罰金を科せられるリスクも大きいため、

きちんと法律を遵守されることをお勧めします。 

 

上司が残業を命令したのに、それに従わなかった従業員はどうなるのでしょうか？規定から

すると、本人が残業を拒否した場合、企業はそれを強要することはできません。また、勝手に

残業をして残業代を請求してきたら、企業は払わなければならないのでしょうか？これについ

ては、実際に裁判となった場合、企業側に証拠がなにもない場合は敗訴のリスクが高くなりま

す。その対策としては、社内での残業制度を制定・整備し、日本と同様に申請制度にするなど

が有効です。残業手配権限、プロセス、ドキュメント作成・保管などを規則に明記することが

大切です。もし証拠が保管されておらず規則が整っていない企業で、従業員が訴えた場合は従

業員側の言い分により精算を求められてしまいますので注意が必要です。たとえば営業社員の

外回りの時間等、把握できない時間について「残業した」と言われたら、残業手当を支払わな

ければならないのか？というご質問をよく受けますが、従業員が業務指示による外出、研修や

会議の参加、出向などで残業した場合、それらは残業手当が発生します。社内の規則を充実さ

せ、把握できない残業時間を作らない仕組みの構築が不可欠といえます。 

 

日本では従業員に残業をさせる場合、「36（サブロク）協定」という労使協定を締結しなけ

ればなりませんが、中国でも残業をさせるためには従業員の承諾を受ける必要があり、労働法

第 41条で定められています。中国では、労使間で労使協定を締結する義務は明記されておりま

せんが、企業としては残業が従業員から申請された（承認した）という証拠を残しておく必要
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がありますので、それぞれの企業内で規定を整えておく必要があります。 

 

日系企業の経営者は日本での“みなし残業手当”を中国でも採用したいというご要望をお持

ちの場合もありますが、 そもそも中国ではみなし残業という概念はまだまだ普及していません。

前記のとおり深夜残業の割増賃金はありませんが、残業した日が平日なのか、土日なのか、法

定休日なのかで基数にかける倍率が違います。どうしてもみなし残業を組み入れたい場合は、

たとえば 30時間と記載をしても、それが平日のみの対象なのかすべてが対象なのか、もしそれ

に法定休日が含まれている場合はどうするのかなど、細かく記載する必要があり、また法定休

日の残業に関する規定などに抵触するリスクがあるため、みなし残業手当制度を採用している

企業自体が少ないのが現状です。 

以 上 

 
吉住幸延 
 
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ 
 
代表社員 

 

 

1993年慶応義塾大学在学中に北京師範大学へ留学し、大学卒業後は株式会社ヤオハン・ジャ

パンで店舗開発部、財務部に所属して中国ビジネスに関わる。2005年に税理士、社会保険労

務士、司法書士など国家資格者によるワンストップサービスを行う株式会社ガルベラ・パー

トナーズを立ち上げ、その後、中国、香港、ベトナム、タイに現地法人を設立し、企業の海

外進出支援を行っている。海外における日系企業の労務トラブル解決や諸規程の作成支援に

も対応しており、中国や ASEAN諸国の労働法令や労務管理に精通するとともに、日本人駐在

員規程の作成支援は 200件以上にのぼる。上海現地法人及び香港現地法人の董事長を兼務。 

 

ガルベラの中国進出支援 http://business.chinafocus.jp/ 

ガルベラの国際労務支援 http://www.kokusairoumu.com/ 
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【ご注意】 

１． 法律上、会計上の助言：本誌記載の情報は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務

上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談ください。 

２． 秘密保持：本誌記載の情報の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定

され、その内容の第三者への開示は禁止されています。 

３． 著作権：本誌記載の情報の著作権は原則として弊行に帰属します。いかなる目的であれ本資料の一部または全部について無断で、

いかなる方法においても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 

４． 免責： 

本誌記載の情報は、弊行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証す

るものではありません。弊行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負い

ません。 

５．本誌は金融資産の売買に関する助言、勧誘、推奨を行うものではありません。 

◎ 上海本店 ● 大連支店 ● 青島支店
上海市浦東新区世紀大道100号 遼寧省大連市西崗区中山路147号 山東省青島市市南区香港中路59号

上海環球金融中心 森茂大厦23階、24階-A 青島国際金融中心44階

　21階（業務窓口）、23階（来賓受付） Tel:(86-411)83602543 Tel:(86-532)80970001

Tel:(86-10)65251888 安徽省合肥市包河区馬鞍山路130号

万達広場7号写字楼19階

Tel:(86-551)63800690

○ 東京本店　中国営業推進部 ○ 香港オフィス ○ 台中支店
東京都千代田区大手町1-5-5 金鐘道88號太古廣場2座17階 台中市府会園道169号敬業楽群大楼

Tel:(03)5220-8734 Tel:(852)21033000 8階

Fax:(03)3215-7025 Tel:(886-4)23746300

○ 九龍オフィス
■ 南京駐在員事務所 九龍海港城永明金融大樓16階 ○ 高雄支店
江蘇省南京市広州路188号 Tel:(852)21025399 高雄市中正三路2号国泰中正大楼12楼

蘇寧環球套房飯店2220室 Tel:(886-7)2368768

Tel:(86-25)83329379 ○ 台北支店
台北市敦化北路167号宏国大楼2楼

■ 厦門駐在員事務所 Tel:(886-2)27153911

福建省厦門市思明区厦禾路189号

銀行中心2102室

Tel:(86-592)2395571

環球金融中心 西楼8階 ● 合肥支店

みずほ銀行

Tel:(86-21)38558888 ● 天津和平出張所 江蘇省常熟高新技術産業開発区

天津市和平区南京路75号 東南大道333号科創大廈7階
● 北京支店 天津国際大厦1902室 Tel:(86-512)67336888 
北京市朝陽区東三環中路1号

Tel:(86-22)66225588

新成東路20号濱海新区金融街 東安大厦18階D、E室
● 上海自貿試験区出張所

（東区）写字楼E2座ABC楼5階 Tel:(86-512)67336888
上海市浦東新区基隆路55号　　　　　　

Tel:(86-22)66225588
上海国際信貿ビル7階 ● 常熟出張所

　外為関連（ex.1271） ● 天津支店 ● 昆山出張所
　その他商品（含債券）関連（ex.1203） 天津市天津経済技術開発区 江蘇省昆山市昆山開発区春旭路258号

皇崗商務中心1号楼30楼 旺墩路188号建屋大厦17階
　CMS関連（ex.1230）

Tel:(86-755)82829000 Tel:(86-512)67336888
　ｼﾝｼﾞｹｰｼｮﾝ関連（ex.1250）

　中国営業開発部 Tel:(86-510)85223939 Tel:(86-27)83425000

Tel:(86-21)38558888
● 深圳支店 ● 蘇州支店 

　人民元国際化関連（ex.1219）
広東省深圳市福田区金田路 江蘇省蘇州市蘇州工業園区

　ﾄﾚｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ関連（ex.1220）

● 無錫支店 ● 武漢支店 
　中国アドバイザリー部

江蘇省無錫市新区長江路16号 湖北省武漢市漢口解放大道634号
Tel:(86-21)38558888

無錫科技創業園B区8階 新世界中心A座5階

紅梅小区81号ビル古耕国際商務大厦22階 華夏路8号合景国際金融広場25階
　中国営業第三部

Tel:(86-411)87935670 Tel:(86-20)38150888
Tel:(86-21)38558888（ex.1857）

みずほ銀行の中国ビジネスネットワーク

みずほ銀行（中国）有限公司

　中国営業第一部・第二部 ● 大連経済技術開発区出張所 ● 広州支店 
Tel:(86-21)38558888（ex.2460） 遼寧省大連市大連経済技術開発区 広東省広州市天河区珠江新城


