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--  EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy --
中国経済 中国債券市場の足元の動き 

中国債券市場の成長が著しい。量的な側面が注目されがちだが、商品性の多様化など、質的な面でも変化

がみられる。本稿では、地方債や ABS といった新たな商品性や、社債のデフォルト事情など、足元の中国債

券市場のトピックスについて、ご報告したい。 

産業・地域政策 
新 5 カ年計画期における東北振興戦略の強化動向と将来展

望㊦ 

2003 年秋に東北振興戦略が提起されてから 10 年以上経つが、戦略推進の効果も多く見られたものの、

2013 年を境に東北地域の経済には変調が見られ、各省とも成長率が低下している。東北経済に何が起こっ

たのか、また新 5 ヵ年計画期に政府がどのような新しい策を打ち出したのか。本稿は、現地出張調査で得た

情報を含め東北経済の現況を紹介し、新たな地域開発・産業政策の導入による効果を展望する。 

中国アドバイザリーの現場から 現場から見た CTC 制度の導入 

2016 年 6 月、香港で CTC（税制優遇対象となる金融統括機能・会社制度が施行された。これにより、要件を

満たした企業は、一定の金融統括事業にかかる法人税が現行の 16.5％から 8.25％に半減される。本稿で

は、CTC 制度の概要及び本制度に対する現場の反応について述べる。 

中国戦略 中国のライフサイエンス：CEO の視点（中） 

ヘルスケアは今なお中国政府の 優先課題の一つであり、ライフサイエンス産業は急成長期を過ぎたもの

の今後も７％以上の堅調な成長が見込まれている。本稿では KPMG が実施した業界インタビューの結果を

もとに、3 回に分けて中国ヘルスケア市場概況と見通し、主な政策上の改革ポイントとそれらに対する参入

企業の経営トップの反応などを紹介する。 

法務 2016 年の中国における外商投資を取り巻く法改正について

2016年10月、中国における外資参入を取り巻く法制度が大きく改正された。外商投資企業の設立や変更に

ついて、外商投資参入特別管理措置、いわゆるネガティブリストによる管理となり、ネガティブリストに該当し

ない外商投資企業の設立や変更に関して、商務部門による管理は審査認可制から届出制に変更された。 

税務会計 金融口座情報の自動的情報交換草案 

国家税務総局は、2016 年 10 月 24 日に「非居住者金融口座税務関係情報職責調査管理弁法（意見徴求

稿）」を発表した。この公開草案は OECD が 2014 年に承認し G20 財務大臣・中央銀行総裁会議で支持され

た国境を超える脱税と租税回避を防止するための国際基準「共通報告基準」（CRS）に準拠して作成されて

おり、2017 年 1 月 1 日から実施の予定とされている。 

人事労務 中国の社会保険制度 

上海を除く中国の主要都市では、日本人を含む外国人就労者も社会保険加入が義務付けられている。本

稿では、中国の社会保険制度を概観し、地域によって料率の異なる状況や社会保険の対象者、また社会保

険料の不納付や低廉納付に対する罰則などについて解説している。 
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中国債券市場の足元の動き 
 

 

 

 

 アジア開発銀行によると、中国本土の債券市場は 2016 年 6 月末の時点で 6.9 兆ドルまで拡大

し、米国、日本に次ぐ世界第 3 位の債券市場となっている。本稿では、成長著しい中国本土の

債券市場につき、量的な側面に隠れがちな質的な発展に目を向け、足元の動向としていくつか

のテーマについてご説明したい。なお、本稿中、意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、

筆者の所属する組織の見解を示すものでないことをお断りさせて頂く。 

 

1.新たな商品性への取り組み 

 中国の債券市場では足元、地方債や資産担保証券（ABS, Asset Back Securities）といった

新たな商品性への取り組みが顕著となっている。以下、これらの商品の現状をご説明したい。 

 

（1）地方債 

 地方債とは地方政府が発行する債券である。中国では過去地方債が発行されていたが、1994

年の『中華人民共和国予算法』で各地方政府に収支均衡を求め、地方債の発行を禁止した経緯

がある。一方 2009 年以降、漸次規制緩和が進展し、地方債の発行が再開されることとなった。 

 地方債発行再開の背景には、リーマン・ショック後に中国で行われた 4 兆元の景気対策の影

響が指摘される。中国の税制は税収が中央政府に偏在する構造を有することから、中国の地方

政府は財源に乏しく、景気対策の実施のため、土地利用権の譲渡を活用し事業資金を捻出する

こととなった。すなわち、「地方政府融資平台公司」（融資プラットフォーム）と呼ばれる規制

回避的ファイナンス・スキームの利用が拡大することとなった。中国における地方債は、上記

のような地方政府を巡る環境を踏まえ、地方政府の健全なファイナンス手段構築との観点から、

徐々に発行が認められたものである。 

 まず中国財政部は、2009 年に財政部の代理発行形式による地方債発行を認め、2011 年からは

一部の地方政府に対し、自ら地方債を発行することを容認した。ただし、これらの地方債の元

利払は財政部が介在し、財政部による立て替え払いや流動性補完が前提となっていた。 

 中国当局は 2014 年 5 月 9日に『資本市場の健全な発展の更なる促進に関する国務院の若干の

意見』（新国九条）の中で、地方債の発行制度整備を標榜、また、中国財政部は同年 5 月 21 日

に『2014 年地方債の自主発行・自主償還に関する試験弁法』を発表し、財政部が関与しない、

地方政府の信用力に依拠した新たな地方債の発行に踏み切ることとなった。 

 新たな地方債の枠組みにおいては、中国国務院の認可する年間発行総額の範囲で地方債を発

行することが可能であり、傍ら、信用格付の取得や情報開示（財政・経済運営や債務の状況）

が求められている。なお、中国国務院が同年 10 月 3 日に『地方政府債務の管理強化に関する意

見』を発表し、中央政府が地方政府の債務の償還責任を有していないことが明確化されたこと

は、特筆すべきであろう。「市場の役割」を重視する中国当局の意向が、地方政府の資金調達手

法においても明瞭となっている。中国当局は地方債発行の枠組み整備を急ぎ、融資プラットフ

ォームを含む地方政府関連の債務を地方債へと置き換えることで、地方政府の資金調達の安定
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〔図表 1〕地方債の発行残高推移 

 

〔図表 2〕ABS の発行状況 

性を高めると共に、金利の引下げなど資金調達の効率化を推進しているようだ。 

 2009 年に地方債の発行が再開して以降、

地方債の発行額は拡大傾向にあったが、

2015 年には規制緩和を映じ発行残高は約 5

兆元と急拡大することとなった（図表 1）。

背景としては過去の融資プラットフォーム

を用いた資金調達のリファイナンスにおけ

る地方債の活用を認めたこと、また、中国

人民銀行（PBOC）への担保として地方債を

用いることが認められたことで、商業銀行

が保有しやすくなったことなど、制度的な

後押しがあったことが指摘される。 

 地方自治体は各国債券市場において重要な発行セクターとして位置付けられており、中国に

おける債券市場形成において、地方債の発行拡大は歓迎すべき動きと言えよう。一方、新たな

中国の地方債制度は、過度な地方債発行を制約する仕組み（国務院の認可、リスク管理・応急

処置メカニズム）こそ、内在しているものの、地方債発行における「自主発行・自主償還」と

の方針は、米国型のより地方分権色の強い地方財政制度へと舵を切ったものと評価できそうだ。

中国の国土の広さや多様さ、膨大な人口を踏まえると、地方分権を重視することは、合理的な

選択肢と思われる。ただし、デトロイト市に代表されるように、米国の地方財政制度において

は地方自治体の破綻が発生し得る。中国の地方債制度はまだ形成過程であり、かつ、そもそも、

米国型の地方分権を実現するためには、中央政府と地方政府の税源配分の見直しや、固定資産

税の導入といった税制改革が前提となろう。地方債を巡る制度構築は、道半ばと考えられる。 

 

（2）ABS 

 ABS については、中国では既に 2005 年ころより取組みがみられたものの、サブプライム危機

やリーマン・ショック以降は、当局の指導もあり、新規発行がストップしていた経緯がある。

このような中、2012 年 5 月には、PBOC、中

国銀行業監督管理委員会（CBRC）、財政部

の連名で『貸出資産証券化に係る試行計画

を拡大するための通知』が発出され、証券

化が再開されることとなり、近年、銀行に

よる CLO やオートローン会社（自動車販売

金融会社）によるオートローン債権の証券

化といった ABS の発行が行われている。 

 足元注目すべきは、オートローン会社に

よる ABS の発行であろう。中国は世界 大

の自動車市場である。海外の自動車会社は、

中国現地法人であるオートローン会社を活用した自動車販売に注力しており、オートローン会

社の資金需要は極めて旺盛である。一方、オートローン会社の監督を行う CBRC は、オートロー

ン会社が海外から資金供給を受けることを禁止しており、各オートローン会社は中国本土での
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自力調達を余儀なくされている。 

 このような環境下、中国当局はオートローン会社に ABS の発行を認可し、2014 年 5 月以降、

複数のオートローン会社が ABS を発行している。資金調達に腐心しているオートローン会社に

とって、ABS のような直接調達手法の解禁は福音とも言えるものであり、認可制から登録（届出）

制への規制緩和が 2014 年 11 月に行われたこともあり、発行額が急増している（図表 2）。 

 中国における証券化の再開は、中国当局の金融構造変革への取り組みに即したものと評価で

きそうだ。中国当局は間接金融中心の現状の金融構造に問題意識を有しており、債券市場の育

成を重視している。中国当局は、間接金融の延長線上として ABS を位置付け、融資と債券のバ

ランスが取れた市場構造構築を目指しているものと考えられる 。 

 なお、中国の ABS の特徴としては、所轄官庁に応じ、①主として銀行、オートローン会社を

オリジネーターとする CBRC の規定する商品性と、②主として証券会社を中心的な担い手とする

中国証券監督管理委員会（CSRC）系の商品性と、大きく２つのパターンが存在していることが

挙げられる。両者は信託機能の活用などで相違点があり、今後、分別管理の実効性など、アセ

ット・ファイナンスとしての ABSの本質に立ち返った機能の整理が求められるように思われる。 

 

2.社債デフォルトの動向 

 過去、中国本土債券市場においては、社債のデフォルトは事実上発生していなかった。具体

的には、2012 年頃には、デフォルトが懸念される銘柄については、その発行体のメインバンク

や出資を行っている地方政府などが、償還資金を提供するケースがあり、信用リスクが顕在化

しない状況となっていた。この背景には、市場が未成熟である中、デフォルトを回避し市場の

健全性を維持するとの中国当局の方針があったものと思われる。よってこの時期の中国本土債

券市場のプライシングは、発行体の信用リスクを正確に反映するものではなかったと言えよう。 

 過度なデフォルト回避はモラルハザードを惹起するものである。デフォルトの容認は、モラ

ルハザードを排し、正常なクレジット・スプレッドを社債のプライスに反映するものであり、

中国当局関係者はデフォルト懸念事案の発生以降、債券市場発展の過程ではデフォルトは不可

避であるとの認識を有していたものと思われる。 

 そのような中、2013 年以降中国本土債券市場でのデフォルトの現実化がささやかれるように

なり、2014 年 3 月には太陽光発電関連メーカーである上海超日科技の発行した社債の利払が停

止、中国本土債券市場における初のデフォルトが発生した。なお、2015 年 4 月には中国国有資

産監督管理委員会が 100％出資する軍需企業の中国兵器装備集団の 100％出資子会社である変圧

器の大手メーカー保定天威集団の債券が利払停止となり、国有企業初のデフォルト事例となっ

た。足元も地方国有企業である東北特殊鋼集団など相応の件数のデフォルトが発生している。 

 中国本土の債券市場においては、投資家の大宗が商業銀行であることから、債券市場が商業

銀行の与信態様に大きく影響を受ける可能性が懸念される。中国当局は間接金融中心の金融構

造を背景に、複線的な資金供給チャネルとして債券市場を位置付けているように思われるが、

現状は資金の出し手は商業銀行が中心であり、銀行が融資を行えない時期には、同様に債券発

行も困難となる可能性が指摘されよう。このような現状は、中国において債券市場が本来の機

能を果たすためには、機関投資家の育成が重要であることを示している。 

 中国の債券市場は質的にも大きな進歩を遂げており、多面的な分析が益々必要となろう。 

以 上
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新 5 カ年計画期における東北振興戦略の強化 
動向と将来展望㊦―東北地域の発展現状と新たな 

産業・地域政策の策定・実施を中心に― 

 

5．新 5 ヵ年計画期の東北振興強化策の着眼点と産業政策のポイント 

 本稿㊤では、東北 3 省の足元の経済停

滞の動向と主要因を検討し、同地域の振

興・再生に対する中国政府の重視姿勢を

概観した上、主な地域・産業政策の方向

転換を見てきた。第 13 次 5 カ年計画期に

打ち出され「新ラウンドの東北振興」と

も言われるこれらの政策には、中国内外

の経済産業の変化が反映され、地域の経

済・産業の状況、地理環境、人口及び資

源の賦存状況が重視されている。新ラウンドの東北振興の展開には依然として厳しいチャレンジ

を要するが、同時に中国の新たな産業経済の成長戦略と地域発展戦略の展開によるチャンスや大

きな転機を迎える可能性も考えられる。 

 世界でも、伝統産業の不振や資源の枯渇でいわゆるラスト・ベルトや赤錆地帯と呼ばれる廃工

場街に変わった都市がある一方、様々な取り組みで復興したペンシルベニア州ピッツバーグなど

の成功事例もある。その背景に地域産業政策の効果が大きいとする 新の研究 6 が示すように、

政府による政策と地域の地道な取り組みは も重要な役割を持つ。 

 本稿㊤の脱稿直後、国家発展改革委員会（発改委）など政府 5 部門による共同作成の「古い工

業都市と資源型都市の産業構造転換に向けた政策指針」（以下、政策指針）7 が公布された。東北

地域にも多く、経済基盤が時代に合わなくなった地域の改革を進め、今後 10 年前後をかけて産業

の現代化と高度化による都市の再活性化を図る主旨が改めて示され、様々な園区建設によるパイ

ロット実験やモデル推進が強調されている。それらの実現には、地域の中心都市における地域産

業政策の実施状況がポイントとなるので、以下では重要 4大都市（瀋陽、大連、長春、ハルビン。

表 5）の園区建設による新たな取り組みを紹介する。この 4都市は、各行政区における重要度（大

連市を除いてすべて省都）と経済規模が大きく、筆者の現地調査でも実際に見聞してきた。現地

調査で強く感じたことは、インフラ条件の改善である。特に 2012 年 12 月の大連-ハルビン間

（904km）高速鉄道の正式開通により、過去の遼寧省内（大連-瀋陽間）の移動時間（4 時間程度）

で 3省間（大連-ハルビン）を移動できるようになり、アクセス条件が格段に改善したことを実感し

た。次に、4都市の当局者が持つ振興・発展への危機感と緊張感が挙げられる。  

 

6．新国家戦略に密着した新産業地域育成の取り組み動向 

                                                  
6 大田耕史郎『地域産業政策論』勁草書房、2016 年 8 月。 
7 指針の内容は、伝統的な主力産業の改革と新たな成長原動力となる産業の育成、工業と IT やサービス業との融合などに取り

組むというもの。規制緩和をはじめとする行政改革を推進する一方、企業競争力の強化を図り、ベンチャー企業の設立を奨励す

る方針が示された。政府が産業、イノベーション、投資、金融、土地などの多方面から支援を行い、モデルとなる地区や産業園

区を定めて重点的に政策を展開していくことも盛り込まれている。 

みずほ銀行 

中国営業推進部 

研究員 邵 永裕 Ph.D. 
yongyu.shao@mizuho-bk.co.jp 

省　 名
都市名

域内面積と
人口数

GDP及び1人当りGDP
小売総額と固定資産

投資額（億元）
産業構成比(％)

財政収支額
（億元）

貿易額とFDI実
行額（億ドル）

面積：12940k㎡ 小売総額：3570 収入額：786　 貿易額：158
人口：731万人 固定資産投資：6564 支出額：914 FDI実行額：23

面積：13240ｋ㎡ 小売総額：2828 収入額：781 貿易額：658
人口：594万人 固定資産投資：6774 支出額：989 FDI実行額：140

面積：20600k㎡ 小売総額：2218 収入額：397　 貿易額：207
人口：755万人 固定資産投資：3747 支出額：676 FDI実行額：50

面積：53070ｋ㎡ 小売総額：3071 収入額：424　 貿易額：68
人口：987万人 固定資産投資：4176 支出額：740 FDI実行額：27

・GDP総額：5340億元
（同省内シェア：35.5%）
・1人当りGDP：53750元

遼寧省
大連市

表5　東北3省4大都市の社会経済と産業規模の比較　（2014年）

遼寧省
瀋陽市

・第1次産業：4.6
・第2次産業：49.9
・第3次産業：45.5

・第1次産業：5.8
・第2次産業：48.3
・第3次産業：45.9

・GDP総額：7099億元
（省内シェア：24.8%）
・1人当りGDP：85816元

・GDP総額：7656億元
（省内シェア：26.7%）
・1人当りGDP：109939元

・GDP総額：5342億元
（同省内シェア：38.7%）
・1人当りGDP：70891元

吉林省
長春市

・第1次産業：6.2
・第2次産業：52.7
・第3次産業：41.1

・第1次産業：11.7
・第2次産業：33..4
・第3次産業：54.９

資料）国家統計局及び 各都市公表の統計データなどより作成。

黒龍江省
ハルビン

市
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 東北地域の構造転換と産業のレベル

アップに関する抜本的な対策は、従来

または伝統的産業に対する改造に加え、

新産業の育成・導入である。新産業の

育成にしても導入にしても、地元自ら

の努力と外部（国内外の他の地域）の

産業・企業誘致を進める必要がある。

新 5 ヵ年計画期に入ってから地方政府

も中央政府もその政策作成と推進に力

を入れてきた。 

 先陣となったのは、遼寧省大連市における金普新区である。表 6 のように、黒龍江省ハルビン

市、吉林省長春市での国家新区建設の 1年半

ほど前に中央政府の承認を得ている。すでに

大きな発展を遂げている大連経済技術開発

区や保税区、輸出加工区及び新たに区画され

た新市街区（旧金州区と普蘭店地域）などを

母体にしており、経済規模と人口が大きく、

その発展目標と地域機能の位置づけも も

高く打ち出されている。同区公式サイトの地

図（図 13）が示すのは、東北地域 南端の

海の玄関口として充実した港湾機能及び対

外開放と交流・協力の実績を踏まえて、所属

する遼寧省内の経済ベルト（遼寧沿海経済ベルト）のみならず、長春をまたがる哈大（ハルビン

大連）経済ベルトや北東アジア経済圏を視野に入れた発展ビジョンである。「東北振興」に対する

役割も、東北全域の振興を牽引する重要な成長の極、古い工業基地における構造転換の先導地域、

体制革新・自主革新の模範区と、極めて大きな役割が付与されている。さらに、南西方面では今

期 5カ年計画で強調された首都圏（京津冀地域）や環渤海経済圏と接している。 

 金普新区は、2013 年時点で大連市の人口の 23％と GDP の 36％（工業生産額は同 39.2％）を占

めている。フォーチュン・グローバル 500 にランクインしている 66 社が所在し（91 件の大規模

投資事業が進行）、同年の輸出入貿易額と外資導入額（それぞれ 188 億ドル、63 億ドル）は東北 3

省合計の 21.4％と 15.6％に達するなど、充実した発展の基礎と条件が備わっている。発展の中長

期目標は、第 13 次 5 ヵ年計画終了年の 2020 年と 2030 年の 2 期に分かれ、2020 年には相応な区

内運営体制と開放的・革新的な政策環境を有した影響力のある新区に、2030 年には、管理体制が

充実し、北東アジアと密接な連携を持った現代的な新区になることを目指している。 

 今年 3 月に認可された吉林省の長春新区は、「二軸・三中心・四基地」8という構想で新区経済

の計画案を打ち出している（図 14）。「二軸」は吉林省南北の隣接 2省へのリンケージに着意した

もので、また伝統的な自動車産業が主体である同省の新たな発展指向として、現代的製造業とサ

                                                  
8 「二軸」とは南北広域にまたがる「ハルビン大連戦略的新興産業発展軸」と東に伸びる「長春ハイエンドサービス業発展軸」

のことで、「三中心」とは「科学技術革新（イノベーション）、国際物流、国際交流・協力センター」となること。「四基地」は

「ハイテク産業基地、先進的製造産業基地、臨空経済産業基地、健康養老産業基地」（それぞれ建設区画が計画されている）。 

図13 北東アジアを俯瞰する大連金普新区の位置図

環渤海経済圏

遼寧沿海経済帯

ハルビン大連経済帯

北東アジア経済圏

資料）金普国家新区WEBサ
イトより加工・引用。

園区名称（承認年月） 面積・人口・GDP 主要推進産業 地域機能の位置づけ 発展目標

ハルビン新区
（黒龍江省ハルビン市）

【2015年12月】

中独（瀋陽）ハイエンド設
備産業パーク

（遼寧省瀋陽市）
【2015年12月】

表6　東北3省における4大国家クラス園区建設の計画概要

2,299k㎡
158万人

2751.7億元

499k㎡
47万人
930億元

493k㎡
70万人

754.2億元

①北東アジア地域協力の戦略的
基地②東北全面振興を牽引する重
要な成長極③古い工業基地構造
転換の先導地域④体制革新・自主
革新の模範区⑤新型都市化・都市
農村一体化の先行区

・2020年に相応な運営体制と開放
的・革新的な政策環境を有した影
響力のある新区に。
・2030年に管理体制が充実し、北
東アジアと密接な連携を持った現
代的な新区に。

①革新的経済発展の模範区②新
ラウンドの東北振興のトリガー③図
門江地域協力開発のプラットフォー
ム④体制改革の先導区

・2020年に交通網と公共サービス
が充実し、改革革新と対外協力に
豊か成果を獲得。
・2030年に総合的実力が大きく向
上し、国際的エコ型のスマートシ
ティーの形成。

資料）中国政府及び各地域政府WEBサイト公表資料より作成。注）金普新区は2013年の数字、その他はいずれも2014年のもの。

48k㎡
－

480億元

大連金普新区
（遼寧省大連市）

【2014年7月】

長春新区
（吉林省長春市）

【2016年3月】

①「中国製造2025」と「インダストリ
4.0」の戦略的試験区②開放的な経
済体制探索区③国際先端設備製
造業の発展実験区④革新駆動・グ
リーン・集約発展の先導区

・2025年にR&D、設計製造などの一
体化した製造集積区になり、独・欧
州企業が園内企業の半数以上を占
める革新駆動、グリーン発展、人材
育成などにおいて国際一流水準
へ。

・集積回路のR&D及び設計・製
造、バイオ製薬、新素材、新エネ
など、NC工作機械、産業設備、
自動車及び部品、空海運、保税
物流、国際貿易、金融保険、観
光レジャーなど
・戦略的新興産業（新素材・新エ
ネ・省エネ・環境、バイオ製薬、
医療器械など）、現代サービス
業、都市型現代農業など

・戦略的新興産業（新素材・新エ
ネ・省エネ・環境、バイオ製薬、
医療器械など）、現代サービス
業、都市型現代農業など

・スマート製造業（ロボット、3Dプ
リンターなど）、ハイエンド設備
（NC工作機械、軌道交通設備、
新エネ設備）、自動車製造、IoT・
クラウド、 工業・金融・物流サー
ビス業など

①中ロ全面協力の重要遂行地域
②東北地域の新しい成長極③古い
工業基地転換発展の模範区④国
際文化・観光の集合区

・2020年に成長率の省内リードと対
露の経産・貿易・科技協力のレベル
アップ実現。
・2030年に国際連携と自主革新能
力の形成（区内人口200万人規模
に）。
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ービス業の発展推進を図る広域の分業理念に基づ

いている。「三中心」は技術革新、国際物流、国際

交流・協力センターとなることを目指す構想であ

る。同区は国家級ハイテク産業開発区を区内に持

ち、長春市には大学機関が 20 校以上、科学研究機

関が 200 社近く存在する。ハイレベル研究人材は

3万人以上とされ、すでに設備製造、バイオ医薬、

光電情報、新素材、新エネルギー、現代サービス

業の産業クラスタができており、国レベルの自動

車電子産業基地と国家特許所有のナビゲーション

産業発展試験区、国家クラスの文化と科学の融合

発展パイロット基地とアジア 大のワクチン生産

基地などがある。 

 長春新区より一足先に建設認可を得たハルビン

新区は、北京・ハルビン通路と綏満（綏芬河と満

洲里）通路の交差点（T字型）に立地する（図 15）。

複数の幹線鉄道が通っており、中蒙露経済回廊と

ユーラシア国際貨物輸送鉄道の重要ハブとなって

いる。松花江北部にある松北区、呼蘭区及び平房

区の一部を含むハルビン新区は、ハルビン市 大

の現代産業集積地として世界トップ 500 社の

うち 50 社が所在。ハルビンハイテク開発区、

ハルビン経済技術開発区、利民経済技術開発区

の 3工業団地を区内に擁し、国家民用航空ハイ

テク産業基地、新型工業化食品産業パイロット

基地、新型工業化設備製造業パイロット基地、

バイオ産業基地といった産業基地ができてい

る。区内には国内外の研究開発機構が 200（う

ち国家クラスのものが半分近く）、大学機関が

30 校あり、東北地域における重要な技術革新

センターと科学研究成果の移転基地である。 

 長春新区もハルビン新区も発展目標は 2020 年と 2030 年の 2 期に分けて定めている。地政学上

の優位性を活かし、近隣諸国との経済技術交流・協力を重視しているという特徴があり、中国の

「一帯一路」戦略における役割が強調されている。 

 また、園区戦略の中で特筆すべきは、図 16 に示す中国とドイツの共同建設による産業パークで

ある。これはドイツ発の第 4 次産業革命（インダストリー4.0）と「中国製造 2025」戦略にちな

む、国家間工業化協力事業として注目される。この産業園が、中国の設備製造業の基盤が充実し

た重工業基地である遼寧省の省都瀋陽に設立されることに、特別の意義が感じられる。同園区が

ドイツに持つ常駐代表機構の副首席代表も、特に両国政府がこのプロジェクトを重要視している

こととその建設意義を強調していた。 

図14 長春国家新区における機能区見取り図

資料）中国政府（国家発展改革委）WEBサイト掲載「長春新区総体方案」より引用。

図15　ハルビン国家新区の計画位置図

資料）国家発展改革委員会「ハルビン新区総体方案」より引用。

図16　中独（瀋陽）ハイエンド設備産業パークの空間位置図

資料）国家発展改革委員会東北振興司「中独（瀋陽）ハイエン
ド設備製造産業園建設方案」より引用。
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 区域機能として「中国製造 2025」と「インダストリー4.0」の戦略的試験区、開放的な経済体

制探索区、国際先端設備製造業の発展実験区及び革新駆動・グリーン・集約発展の先導区として

の多数の斬新的な効果が期待され、発展の目標も 2025 年に R&D、設計製造などの一体化した製造

集積区と、独・欧州企業が園内企業の半数以上を占める革新駆動、グリーン発展、人材育成など

における国際的一流水準の産業パークとなることとしている。同園は、瀋陽市鉄西区内また経済

技術開発区内に立地し、瀋陽市の工業基盤やドイツ系企業の投資が多い（ドイツ系企業 132 社が

瀋陽に進出、うち世界トップ 500 社内の 8 社が含まれる。BMW との協力事業が投資を促進してい

る）。園内にはドイツ系の自動車、機械製造、電子、化学、医薬企業が集まっている。 

 大連での現地調査中、中国政府が新たに遼寧省をはじめとする 7 つの行政区で自由貿易試験区

の設置を決めたというニュースに接した。大連はまさに遼寧省が申請した都市であり、遼寧省が

東北地域の振興・発展において も重要視され、 も重要な使命と責任を持っていることが感じ

られた。大連市の関係当局もこれを非常に重要視し、その準備作業と詳細な区内政策の策定を急

でいた。大連市政府関係部門による大連自由貿易区の立地計画図は図 17 の通りで、総面積は

117.45k ㎡。保税港区を含む大小窑湾の港湾区（90.06k ㎡）、長興島埠頭区（16.44k ㎡）、新空港

区（10.95ｋ㎡）の 3エリアから成り、それぞれ

に機能が与えられている。大小窑湾の港湾区は、

北東アジアにおける国際航運センターの中核機

能と北東アジア向けの開放・協力の戦略的基地

の役割、長興島埠頭区は遼寧沿海経済ベルトに

おけるサポートと東北旧工業基地における産業

転換・レベルアップのパイロット機能、新空港

区は北東アジアにおける重要な総合的交通ハブ

と東北地域の重要な臨空経済区域の機能を担う

ことになっている。同区で実施される政策は先

行の 4 自由貿易区と大差はないと思われる 9が、

北東アジアの経済協力と東北地域の産業転換の

促進、東北地域の一体化発展の推進における役割

の発揮が期待されている。 

 これらの特別な産業経済エリアにおける園区

戦略に加え、東北域内の空間整備が注力され始め

ている。黒龍江・吉林両省による地方都市と産業

の集積化（「都市化の経済と地域特化の経済」10）

を促進させる広域の都市群発展プラン（「ハルビ

ン長春都市群発展計画」）が今年 3 月に制定・実

施されており、北部両省の都市間の連携促進だけ

                                                  
9 区内における実施政策や手法は、今後中央政府に上程し、認可を受けるというボトムアップの意思形成がなされていることも

現地調査で知り得た。報道によれば、新たに承認された 7自由貿易区の政策は、制定完了後に一斉に公表されるという。 
10 都市化の経済と地域特化の経済とは、いずれも規模の経済と集積の経済を重んじる地域経済学の概念。前者は同じ都市への多

くの異業種の集積によって生じる外部経済で、後者は同じ地域への同業種の集積によって生じる外部経済のことである（山田浩

之『地域経済学入門』有斐閣、2002 年。邵永裕『中国の都市化と工業化に関する研究:資源環境制約下の歴史的･空間的展開』

多賀出版、2012 年）。東北の現状を考える場合、新興のサービス業を含む都市化の経済の発展促進重視が正鵠を射ていると思わ

れる。 

図17　中国（大連）自由貿易試験区予定建設位置図（申請案より）
資料）「中国（大連）自由貿易試験区
総体方案」（大連市自由貿易試験区
申弁工作領導小組弁公室．2016．
8．31）より引用。

図18　ハルビン・長春都市群計画の広域空間配置

資料）『ハルビン・長春都市群発展計画（2016.3）』より加工・引用。
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【凡　例】
発展軸・ベルト

省都都市

地級市（州）

重要節点市鎮

二重核

ハルビン大慶チチ
ハル発展ベルト

ハルビン長春発展主軸

長春吉林図門江
発展ベルト

ハルビン市

瀋陽市

　　長春市
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でなく、南部の遼寧省瀋陽市までの産業ベルトの伸張による波及効果の創出も視野に入っている

（図 18）。東北地域における体制的・構造的な問題の解決は長い時間を必要とし、上記で見てき

た園区建設も始まったばかりで、即座に東北地域の全面振興が見込めるわけではないが、これら

の取り組みが「東北現象」の好転に有益であることは疑いない。自由貿易区を含むこれらの園区

の建設に加え、東北の実情に応じて早急に「国有企業改革実験区」を東北地域で率先して設立す

るのも効果的であろう 11。 

  

7．新ラウンド東北振興政策への展望（結びに代えて） 

 10 月 18 日、李克強首相主宰の「国務院東北地区など旧工業基地振興推進会議」（以下、「会議」）

が開催され、第13次 5カ年計画の実施に伴う東北振興に関する専門の15カ年計画が可決された。

同時に「新たな東北振興戦略配置を実施し、東北地区の経済持ち直し好転を加速させる若干の重

要措置を深く推進することに関する意見」も採択され、新ラウンドの東北振興に関する取り組み

が一段と強化されていく情勢であり、東北地域の振興の実現と活力の再生を図ろうとする中央政

府の不退転の意思が改めて示されている。新華社通信などを通じて報道された李首相の発言の中

で、特に注目すべきことは、以下の 4点である。 

 ①改革の深化によって原動力をもたらし、革新駆動と開放・協力を踏まえ発展を促進し、新旧

エネルギー転換のチャンスをとらえ、大衆起業・万民革新にプラスとなる社会的雰囲気をつくる。

新エネルギー育成特別基金を設け、「インターネット＋（プラス）」に依拠する新産業、新業態を

発展させ、「中国製造 2025」を実施する中で東北の装置競争力を再構築する。②新たな東北振興

実現のために、各部門は東北発展のニーズと結びつけて、支援に力を入れ、中央財政は東北地区

の運営保障能力の向上を支援する。東南沿海の一部省（一級行政区）を選び、東北地域との 1 対

1協力の仕組みを築く。③東北地域は国内先進地区を全面的に目標とし、政府機能の転換を急ぎ、

行政簡素化・権限委譲、規制緩和と管理の結合、サービス 適化の推進に、一層力を入れる。投

資・ビジネス環境の 適化特別行動を進め、「法治東北、信用東北」構築を推進し、企業の投資事

業管理となるネガティブリスト制度を実行、市場参入のネガティブリスト制度を試行し、各種所

有制の産業所有権を保護する。④特別な政策と制度の実施（公有制経済を発展させることと非公

有制経済の発展を奨励すること）を堅持し、国有企業の改革深化を推進、タイプ転換・高度化を

加速する。東北地区国有企業改革特別プランを打ち出し、一部中央企業の混合所有制改革試行を

支援し、民営経済の発展を促し、民営企業発展の自信を高め、収益が期待される優良事業を選ん

で政府と民間資本の協力（PPP）方式を実施し、東北の経済活力を高める。 

 李首相の発言は東北問題の核心と処方箋を提示しており、新 5 ヵ年計画期の東北振興策の指針

を改めて強調している。イノベーションによる新産業と新業態の育成による「中国製造 2025」戦

略への対応、中国特有の地域間協力体制である「1 対 1」体制の東北振興への導入 12、行政改革、

規制緩和による投資・ビジネス環境の改善（自由貿易試験区関連制度の活用）、特別な政策と制度

の実施による国有企業の改革深化と収益の改善（非公有制経済や官民連携の推進）がその発言の

主旨と言え、これに応じ会議では今後具体的に取り組んでいく事業として、新駆動力育成特別基

                                                  
11 国家発展改革委員会マクロ経済研究院の常修澤教授が 新の論文（「戦略転型：東北振興再出発」、銭頴一等著『創新駆動中国

―国家創新駆動発展戦略解読及実践』中国文史出版社、2016 年 8 月）で提言しており、その設置の可能性が高いと思われる。

常教授によると、東北地域は地方系国有ゾンビ企業も多く、成長の重荷になっており、早急に対応策を講じる必要がある。 
12「対口支援」というこの選定地域対地域の支援制度は、四川大地震の時に大きな役割が果たされ、日本でも評価された仕組み

である。東北振興に導入することは今回初めて言及された。 
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金の設立、各行政区への支援対応・先進地域の

選定、東北地域国有企業改革特別計画の制定、

上海自由貿易区から複製可能な経験手法の普

及加速が提案された。まだ正式に公表されてい

ない「東北振興第 13 次 5 カ年計画」の基本方

針も、これらをベースにしていると考えられる。 

 東北振興の 大のネックが、重工業が抱える

過剰設備の解消と赤字国有企業（「ゾンビ企

業」）の再編対応となっていることを考えれば、

これらの政策はきわめて重要な意義を持つと

言える。また、様々な新産業の導入や園区建設、

都市集積機能の増強を進めるためには、大量の資金

投入が必要であるが、各主要都市においていずれも

歳出が歳入を大幅に超えている現状（図 19）では、

地方財政出動に限度があることは明らかであり、地

域連携に加え、中央財政の支援や、国内外企業の参

入が歓迎される PPP 方式（官民連携）の事業促進が

より現実味を持つ。 

 東北は様々な課題や困難を抱えているが、中央政

府が非常に重要視していることに加え、堅実な産業

基盤と過去に無かった交通インフラの改善、豊富な

地下鉱物資源に加え、重要な土地資源の利用ポ

テンシャルも非常に高い（図 20。今般の李首相

発言でも言及）。「一帯一路」新シルクロード戦

略の展開推進にも極めて重要な地理的位置であ

るため、「新ラウンドの東北振興」には新たな転

機が訪れており、東北地域の比較的高い住民所

得水準（図 21）と地政学上の利点が発揮され、

首都圏と長江経済ベルトとのリンケージが進め

ば、東北振興の成果として、冒頭で触れた古い

工業都市の改革推進の政策指針における目標も、

10 年ほどでの実現が見込まれよう。 

 新ラウンドの東北振興には新しい任務や新規事業も今後多く打ち出されることで新たな投資機

会やビジネスチャンスも存在する。東北地域には、それぞれの地域特性と産業発展の優位性と地

方都市の発展ビジョンがあり、それに応じた事業参入や投資活動でアプローチする必要があるが、

今後の振興政策の実施によって、計画経済の名残や国有企業のプレゼンスは低下していくことが

予想されるため、民間企業の活動余地の拡大や地域市場の活性化が期待できる。さらに、中国国

内各地域との連携強化だけではなく、北東アジアをはじめとした国際社会へのリンケージ拡大に

よる経済活動の拡大も見込まれるであろう。                   以 上 

 

図20　中国の利用可能な土地資源のポテンシャル

欠如

中等

豊富

　Km

資料）中国科学院院刊2016年1月号掲載論文「我国資源
環境承載約束地域分異及典型划分」より加工・引用。

【凡　例】

図21　中国主要経済圏と一帯一路関連地域の１人当りGDP推移
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地域は政府指定のものではなく、報道ベース
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図19　中国主要都市の財政収支と固定資産投資の比較（2014年）
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東北の4大都市
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現場から見た CTC 制度の導入 

～香港統括会社ヒアリング調査から～ 

 

 

1. はじめに 

 中国へのゲートウェイとして中国ビジネスとの繋がりが非常に深い香港において、2016 年 6

月 3日、CTC 制度が施行された。CTC（Corporate Treasury Centre）とは税制優遇対象となる金

融統括機能・会社を指す。香港に金融統括会社を有する多国籍企業等を対象とした税制改正で

あり、一定の基準を満たすと、現行の 16.5％の半分である 8.25％の法人税が適用されるほか、

特定の条件下において支払利息の損金算入が可能となる。 

 元々は 2015 年 2 月 25 日に行われた曽俊華（ジョン・ツァン）財政長官の予算スピーチ内で

優遇策の検討開始が発表されたもので、同 6 月には立法会において骨子の提案、12 月には法案

の公表及び審議が開始され、今年 6月に法案が通過した。 

 これにより、アジアで も競争力のある金融センターの 1 つである香港の存在価値の一層の

高まりが期待され、香港の注目度も今まで以上に高まったように見受けられる。実際、当行の

お客さまからも、CTC 絡みで、香港にかかる照会が急増している。 

 当部では、この税制改正を機に、香港に統括拠点を置く日系企業へのヒアリング調査を実施

した。本稿では、調査結果を踏まえ、CTC 制度の概要、現場の反応について述べる。 

 

2. 日系香港統括会社の歩み 

 日系企業の香港統括会社の歩みを考える上で欠かせないのは、香港統括拠点は、来料加工工

場からの流れを組むケースが少なくないということである。約 10 年前から、中国政府の政策変

更により、来料加工企業の独資化が加速し、以前のように、関税や増値税が保税となるメリッ

トを享受できなくなったが、独資化完了後も、低い法人税や金融の自由度、中国へのゲートウ

ェイとしての 適な立地から、香港にメリットを感じた企業が商流を残し、そのまま香港に統

括拠点として残した事例が多い。 

 

 こうした事情により、香港には歴史の長い統括会社が相応にある。従って既に人員体制も整

っており、昔からのビジネスパートナーとの距離も近く、ビジネスがしやすいという利点を持

つ。 

 

3. 統括会社の現状 

 しかしながら、近年では、香港の優位性が劣ってきているとの見方が増えており、香港に統

括拠点を置く外資企業の地域統括本部数を見ても、ここ数年はその勢いに陰りが見える。外資

企業数として 1、2位を占めるアメリカと日本はともに減少しており、中国本土の企業数の増加

により、なんとか総数は微増しているという状況だ（図表 1）。 

 実際、企業からは、香港には十分なメリットを感じているものの、今後はシンガポールに統

括拠点を移す可能性もある、との声も聞かれる。 

 

 

みずほ銀行 

国際戦略情報部 

小倉 茜/笠間 鏡代 

miyo.kasama@mizuho-bk.co.jp 
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【図表 1 香港における外資企業の RHQ 数の推移】 
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出所： 「2015 年在香港域外の本社を代表して香港に拠点を置く企業にかかる年次統計調査報告」 
（香港政府統計処）よりみずほ銀行国際戦略情報部作成 

 

 支払利息に対する損金不算入など、他国と比較し不利な部分もあったものの、香港は有数の

国際金融都市であることから、金融統括拠点も多いと思われがちだが、CTC を活用したい日系企

業は予想に反して少ないことも判明した。 

 一方で、多言語対応可能な優秀な人材やスペシャリストの能力の高さ、地理的側面（香港は

アジアの中心に位置しており、どこからもアクセスが簡便）に加え、証券市場の規模の大きさ、

オフショア人民元センターとしての存在を勘案すると、香港の優位性は依然として一定水準を

保っているが、項目によってはシンガポールに追い越されているものもある（図表 2）。 

 

4.  CTC 制度と、制度に見える香港政府の姿勢 

 かかるなか、香港政府が打ち出したのが、CTC の優遇税制である。 

 概要は冒頭で述べた通りであり、金融統括会社を誘致する目的の、シンガポールの FTC を意

識した優遇税制といえよう。 

 シンガポールと異なり事前に認定を受ける必要は無く、税務申告のタイミングで、金融事業

を行う独立した法人であること、あるいはセーフ・ハーバー・ルール（利益および資産の 75％

以上を CTC 認定機能から得る）をクリアしていることが示せれば、一定の金融統括事業にかか

る法人税が半減される。FTC の要件充足は相応に厳しいが、CTC も同様にハードルが高く、実際

には独立した金融統括会社を置いていないと、要件を満たすのは困難と推察される。 

 

 よって、どのような会社にでも適用されるようなものではないが、優遇税制の施行は、香港

政府が統括拠点の積極的な誘致に動き始めたことを示している。 
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【図表 2 金融センターとしての香港の地位】 

都市名 経済自由度指数
（順位）

金融サービスの充実度
（順位）

金融市場の成長度
（順位）

世界的競争力
（順位）

香港 1 3 3 2

シンガポール 2 8 2 3

スイス 4 1 10 4

ルクセンブルグ 8 2 11 6

アイルランド 19 48 61 16

ベルギー 44 12 36 23

出所
Heritage Foundation and 

WSJ, 2016
WEF Global Competitiveness Report, 

2015-2016
IMD World Competitiveness 

Yearbook, 2015

都市名 株式市場時価総額
（US＄兆）

（2016年1月現在）

上場社数
（2016年1月）

外国銀行数
（2013年2月）

外国保険会社数
（2013年2月）

認可済投資信託・
ユニットトラスト
（2013年3月）

香港 2.8080 1,873 141* 75 2,110^

シンガポール 0.0601 771 117 25 349

上海 3.4900 1,081 40 21 704

東京 4.5230 3,509 59 51 3,351

出所 World Federation of Exchanges, Bloomberg , HKMA, SFC, InvestHK, LSE * As of Jan 2016 ^ As of Dec 2015

 

 

5.  おわりに 

 現時点では、CTC 制度を実際に活用できる企業がどの程度存在するかは不透明である。導入さ

れて間もないこともあり、現地に財務担当として駐在していても CTC 制度を認識していないケ

ースも散見され、そもそも本制度自体がまだ十分に普及していない印象を受けた。 

 また、“興味はあるものの要件充足不可につき既に断念”と回答した企業も多い。実務を伴

う企業ではセーフ・ハーバー・ルールの充足は厳しく、一方で金融統括会社を新たに設立する

かというと、そこまでのメリットがあるのかどうかについては各社疑問を抱いている様子であ

った。オフショア所得の非課税申請の際に手間を要した経験から、ただでさえ少人数で業務を

遂行しているなか、エビデンス書類の準備に時間を費やすと、通常業務に影響を及ぼすため検

討困難、との意見もある。 

 さらに、多数の日系企業が保有するリインボイスが CTC機能として認定されていないことは、

CTC 制度が抱える課題の 1つかと思われる。 

 ただ、ヒアリング調査結果において、大半の企業が金融機能強化のニーズがあると回答して

いることからも分かるように、CTC 制度の活用を検討する企業は確実に増え始めている。実際、

既に、CTC の活用を見据え独立した金融統括会社の設立を決定した会社も出ている。そしてその

理由は、中国での事業展開にあたり、香港を活用することで、資金調達・決済・融資等の利便

性を高める、というものである。 

日系企業は、他社の動向を見届けてから行動に移す傾向が強いために遅れをとるケースが多

いが、既にこのように行動に移している企業があることにも留意し、今のうちから検討される

ことが重要であろう。 

 CTC 制度が、企業が香港の地で真の金融統括会社の基盤を築く契機となること、そしてさらな

る中国ビジネスの発展につながることを期待したい。 
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【図表 3】CTC と認定される主な金融サービス・取引 
 

グループファイナンス  

a. 香港域外のグループ企業に対する融資  

 

自社口座でのグループ会社に関連する金融取引 

a. グループ会社の借入にかかる担保・保証・スタンドバイＬ/Ｃ、およびその他の信用リスクにかかる保証提
供にかかる取引 

b. 自社およびグループ会社の資金および流動性の管理を目的とした、預金・CD（譲渡性預金）・債券・手
形・株式・投資信託・その他の金融商品を通じたグループ内外のファンドへの投資･運用 

c. 金利リスク、為替リスク、流動性リスク、信用リスク、コモディティ・リスクあるいはその他の金融リスクのヘ
ッジを目的とした、差金決済取引、為替取引、先物取引、スワップ取引、オプション取引 

d. ファクタリング、フォーフェイティング 

 

グループ会社に対する金融サービス 

a. グループ企業の現金収支予測またはプーリングなどを含む現金および流動性ポジションの管理       
と関連アドバイスの提供 

b. グループ企業の販売業者や納入業者に対する支払処理  

c. グループ企業が利用する金融機関との関係管理  

d. 以下を含む企業ファイナンスにかかるアドバイザリーサービスの提供  
i. グループ企業による負債または株式などによる資本調達に対するサポート、および、 
ii. グループ企業のための資本予算策定 

e. グループ企業の資金の運用マネジメントに対するアドバイス提供  

f. グループ企業が発行した債券･株式の IR 管理 

g. 以下に対するサービスの提供  
i. グループ企業に対する、またはグループ企業に代わっての担保・契約履行保証・スタンドバイ L/C  

およびその他の信用リスク証書の提供、または 
ii. グループ企業に対する、またはグループ企業に代わっての送金サービスの提供 

h. グループ企業の金利リスク、為替リスク、流動性リスク、信用リスク、コモディティ・リスクあるいは      
その他の金融リスクの管理に関連するアドバイスおよびサービスの提供 

i. グループ企業による合併または事業買収におけるサポートの提供 

j. 以下のグループ企業のコンプライアンスに関連するアドバイスまたはサービスの提供  
i. 会計基準 
ii. 内部の財務方針 
iii. 財務管理にかかる規制要件  

k. グループ企業の財務管理システムの運営に関連するアドバイスまたはサービスの提供 

l. 上記 a～k で示したいずれかの活動と関連する状況でのグループ企業への経済･投資にかかる       
調査･分析を含む事業計画・調整の提供  

 

 
出所：2016 年 6 月 3 日 香港政府官報「改正・内国歳入条例」よりみずほ銀行国際戦略情報部作成 

 
 

 

以 上 
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中国のライフサイエンス： 
CEO の視点（中） 
 

 

グローバル企業の成長機会 

新しい市場 

 数年前まで、中国での外資系企業の活動は北京、上海、広州といった一握りの一級都市市場

だけに集中していたかもしれません。しかし、ここへきて、多くの企業が地方の中心都市や三

級以下の都市にも関心を持ち始めました。中国主要都市の中心部で競争が激化したためです。

企業各社がこの地方都市展開戦術を巧みに使いこなすことができるなら、業界平均を大きく上

回る成長率を達成できる可能性が生まれます。 

 サノフィ・チャイナ（本社フランス）医薬品部門のジェネラルマネージャー、ジャン・クリ

ストフ・ポエント氏によれば、同社は 2015 年に中国で も目覚ましい成長を遂げた外資系医薬

品会社の一つです。サノフィ・グループの年次報告書を見ると、新興市場における同社の医薬

品部門、ワクチン部門、動物用医薬品部門の売上高は 7.8％増で、中国では 19.5％の伸びを記

録しています。ポエント氏によれば「当社の収益は 20％前後増加した。医薬品売上高は 15％増

となっている。ワクチン事業の成長率も 2 桁台と好調だ。昨年来、業界の成長は鈍化している

が、市場の先行きと中国の将来的な発展に関して私は楽観的だ。中国国内で当社が相手にして

いるのは 4 億～5 億人の市場に過ぎない。つまり、まだ製品を提供していない人々が 10 億人ほ

ど残っている」ようです。 

 ポエント氏は、サノフィ社が中国で成長した要因を 3つ挙げています。第 1に、同社が 30 年

前から中国本土市場に参入し、巨額の投資を行ってきたこと。第 2に、高血圧、糖尿病、がん、

中枢神経系疾病といった中国 大のヘルスケアニーズに取り組むために強力な製品ポートフォ

リオを築いたこと。第 3 に、大都市にとどまらず地方レベルでも市場を拡大したことです。従

来から、外資系企業は大都市に活動を集中させていました。サノフィ社は同社製品に関する情

報を地方レベルで広めるため、2011 年に専門の部門を立ち上げました。政府がプライマリ・ケ

ア（総合医療）を重視する政策を改めて打ち出したことを受けて設けられたこの部門では、現

在 1,100 人以上の医薬情報担当者（MR）が働いています。 

 「中国政府は、国のプライマリ・ヘルスケア・システムの成長を加速させたいと考えている。

地方に医療センターや病院が次々と開設され、全体としてプライマリ・ケアの提供者が大病院

から健康センターに移行すると私は見ている」とポエント氏は言います。 

 医師の重複勤務禁止規定の緩和など、 近政府が実施した改革は、中国のプライマリ・ヘル

スケア・システムの改善につながることが期待されます。医療関係者が複数の場所で働けるよ

うになれば、同数の医師で患者を幅広く診られるようになり、大病院の負荷が軽減されるでし

ょう。政府はこのように制度に柔軟性を持たせたり、公立病院改革のためにさまざまな実験的

計画を実施したりしています。これは、ヘルスケア部門の効率を高め、全国にリソースを効果

的に配分するための計画の一環です。 

 

OTC 販売 

 店頭（OTC）販売は、ヘルスケア産業発展の可能性を示唆するもう一つの分野です。これまで、

KPMG Advisory （China）編 

厚谷 禎一 監訳 

www.kpmg.com.cn 
www.kpmg.or.jp/jp/china 
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この中国での OTC 分野は外資系企業にとって謎に包まれていました。中国の国民の間では、伝

統中医学（TCM）の人気が高いためです。これらの分野の医薬品の多くは、現在も小さな店舗で

売られています。多くの場合は中医師がその場で調合します。このように細分化された市場で

は国内企業さえ成長が難しく、市場で 10％以上のシェアを持つ企業は一つもありません。 

中国 OTC 販売医薬品市場の収益 

2011 2012 2013 2014

前年比, %

16.2 17.6
18.9 20.1 21.5 22.2
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2010 2015

6.9%
8.2% 7.6%

6.4% 6.9% 6.6%

 

出所: Nicholas Hall DB6 Global OTC Database（ニコラス・ホール DB6 グローバル OTC データベース／James Shen, 

Contemporary Trends and Outlook of the Chinese Pharma Industry and Market（ジェームズ・シェン 中国

医薬品業界と市場の 新動向と展望） 

 

 グローバル企業は、国内企業と提携する、国内企業を買収する、中国国内で生産能力を増強

するなど、中国市場での地位を確立するための方法をいくつか挑戦しているところです。2つの

戦略を並行して進めるドイツの医薬品会社バイエル社は 近、雲南に本社を置く滇虹（Dihon）

を買収しました。滇虹は、製品の大半を店頭販売する中国の漢方薬企業です。バイエルは買収

を通じて OTC販売収益を高めようとしています。同社はさらに雲南省に新施設を設立しました。

西洋の OTC 製品と中国の伝統医薬の両方を生産する施設です。 

 中国で操業するグローバル企業にとって、OTC 医薬品のビジネスチャンスは長期的には非常に

大きなものになると思われます。中国人の患者は、病院や中国伝統医薬の販売者を通じて医薬

品を直接購入することに慣れています。OTC 医薬品を販売する企業は、ユーザーとの間に直接関

係を構築することによって価格を自由に決定できます。病院に医薬品を販売するために必要と

される面倒な認可手続きを回避できるというわけです。 

 

M&A 活動 

 

 中国の医薬品市場は急速に変化・成熟しつつありますが、まだまだ多様なビジネスチャンス

が存在します。多くの企業はビジネスモデルをアレンジし、新製品を導入したり、既存製品の

数量を増やしたりといった従来の方法以外に収益を増やす新たな方法を求めることによって、

収益 (10 億元) 

流通に関しては、欧米から既知のアイディアを取り入れて中国に応用するのがイノベーショ

ンだ。場所は違えど、大きな差はない。 

－ エリック・ツウィスラー カーディナル・ヘルス・チャイナ 会長 
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中国のヘルスケア・セクターの変化に対応しています。 

 中国市場が細分化されているという点も、平均以上の成長率を追求する上でチャンスをもた

らします。省や、時には都市にも現地の医薬品会社や販売会社が食い込んでいるので、グロー

バル企業が提携関係を構築したり、国内企業を買収したりする、いわゆる「ノンオーガニック」

な手法による成長戦略も考えられます。グローバル M&A 市場に関する情報サービスサイト「マ

ージャー・マーケット」によれば、2015 年第 1～第 3 四半期に、中国国内では医薬品やバイオ

テクノロジー関係の合併・買収がおよそ 200 件発生しました。前年は、通年で 186 件となって

います。これらはほとんどが国内企業同士の取引です。ローカルの組織とは戦略が異なるため、

グローバル企業はまだ買収ターゲットの候補探しに慎重です。 

 しかし、例外もあります。それは、米国の医薬品販売会社カーディナル・ヘルスの中国子会

社、カーディナル・ヘルス・チャイナです。カーディナル・ヘルスが中国屈指の輸入医薬品販

売会社であるズリック・ファーマ・チャイナ（別名ヨン・ユウ）を買収し、同社が設立されま

した。カーディナル・ヘルスは、病院への直販を行う企業を中心に中国で 18 社を買収しました。

同社は今や中国 大の医薬品卸売販売会社の一つです。 

 買収先のビジネスモデルやプロセスの成熟度は大きく異なる場合があるので、買収後の円滑

な組織統合は重要なスキルです。カーディナル・ヘルス・チャイナのエリック・ツウィスラー

会長は次のように指摘します。「企業が買収を円滑に進めるためには、適切なシステムを導入

する必要がある。企業によって違いはあるが、中国では市場評価価値が相変わらず高い。資本

効率が課題になる。多くの企業はサプライチェーンを統合しようとして資産獲得に巨額の資金

を支払うが、投資収益率を高めるのに苦労することが多い」 

 グローバル企業は、同時に中国企業との提携関係構築も進めています。2016 年 2 月には、欧

州の大手医薬品会社が深圳の医薬品会社と総額 5億ドルの契約を 2件締結しました。2件の契約

は、欧州企業が生産した 2つの医薬品を販売する権利を中国企業に与えるという内容です。 

 グローバル企業に与えられたもう一つの可能性は、大手国営企業（SOE）とのジョイントベン

チャー設立です。民間企業の買収と比べると、これまでのところあまりポピュラーではありま

せんが、SOE が民間資本を積極的に受け入れ、外国企業が条件の合うパートナーを見つけること

ができるならば、可能性は大きく広がるでしょう。 

 KPMG 中国（上海）のディール・アドバイザリー・パートナー、マーク・ハリスンは次のよう

に指摘しています。「国営企業はハードアセット、流通網、サプライチェーン、強力な販売力

で貢献する。一方、グローバル企業は知的財産、資金、また時には製品も提供できる。外資系

企業は新市場へのアクセスを確保できるだけでなく、規模を大きく拡大できるかもしれない。

一方、国内企業は、新しい技術や特別な専門知識へのアクセスという恩恵を受けられる」 

 

中国における業界の未来 

 

我々は業界全体で中国に巨額の資金を投資した。今問いかけなければならないのは、全ての

ステークホルダーのために価値を高め続けるにはどうしたらよいかだ。 

－ ウェイ・ジアン バイエル・ファーマスーティカル・チャイナ エグゼクティブ・バイ
スプレジデント、コマーシャル・オペレーションズ&APAC リージョン マネージングディレク
ター 
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法令遵守 

 習近平国家主席が 2012 年に腐敗防止運動を開始して以来、中国で操業する医薬品会社にとっ

てコンプライアンスが重点分野となっています。「これは一時的な現象ではない。新常態（ニ

ューノーマル）だ。ライフサイエンス部門に限らず、多くの企業が自社の事業活動を政府の見

解に確実に沿わせようと努めている」と、アッヴィ中国のジェネラルマネジャー、トニー・ア

ウ氏は言います。 

 ここ数年、企業はリスクを 小化するためにコンプライアンス戦略の改善を継続的に進めて

きました。細部まで整備された記録保存システムが発達し、サプライチェーンや流通網の透明

性が高まりました。多くの企業が何百社というディストリビューター、何千人という営業担当

者を使っていることを考えると、手作業の管理システムは規模の大きさからして非効率です。

ディストリビューターのプロファイルを作成するために、ライフサイエンス企業が個々の営業

担当者などのリスク指標の分析と他のデータソースを合体したビッグデータ分析ツールを導入

するケースが増えています。これにより、企業はこれまでよりさらに徹底してコンプライアン

スを監視できるようになりました。 

 適正なプロセスとシステムを導入すれば、企業は経費やその他の支出をより細かく追跡し、

従業員や第三者による不正行為のリスクを減らすことが可能になります。例えば、ロシュは、

タクシー・専用車配車サービスなどの携帯電話アプリを使ってハイヤー会社に直接支払いを行

っています。また、不正行為の事前阻止に有効な予測データ分析を導入する方法を探る企業も

あります。 

 同時に、役人と密接に協力することで、特に税務監査や移転価格（以下、枠内参照）に関し

て互いのニーズを双方がより深く理解しあえるという点にヘルスケア関連企業は気付きました。 

 

移転価格 

グローバル医薬品企業は、しばしば大量の医薬品を輸入して中国で包装する方法をとります。

中国本土の税務職員がこれらの企業の事業活動にますます精通するようになったことから、移

転価格が税務上の大きな問題として浮上してきました。 

KPMG 中国（上海）ライフサイエンスグループの税務パートナー、グレース・シェイは次のよ

うに説明します。「医薬品企業にとっての税務上の課題は、複数の政府機関が求める要件のバ

ランスをどうとるかということだ。国家発展改革委員会は、多数の医薬品の価格を大幅に引き

下げようとするが、税務当局は医薬品会社の利益を増やし、結果的に税収を増やすことを望む。

一方、関税当局は、輸入医薬品や医薬品の有効成分の価格に 5％以上の差があるかどうかを知り

たがる。それぞれの機関の期待や要求にバランスよく応えることは至難の業だ。」 

サノフィ社のポエント氏は、中国医薬品市場の持続の可能性を支えると同時に 14 億人の中国国

民の医療の質を改善するためには、当局やステークホルダーとの密接なコミュニケーションが

必要だと指摘しています。 

 

（次号につづく） 
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2016 年の中国における外商投資を 
取り巻く法改正について 
  
 

 

1．はじめに 

2016 年 10 月、中国における外資参入を取り巻く法制度が大きく改正されました。今回の法改

正により、中国の外商投資の主要法律である外資三法1の規定によって、長年外商投資企業の設

立や変更に対して商務部門が実施してきた厳格な審査認可制度が一変します。新たな法制度の

もと、外商投資参入特別管理措置、いわゆるネガティブリストに該当する依然として審査認可

制が適用される場合を除けば、外商投資企業の設立や変更に関して、商務部門による管理は審

査認可制から届出制に変更されました。 

 

法律レベルでは、中国全国人民代表大会常務委員会（以下、「全人代常務委員会」といいます）

は、2016 年 9 月 3 日に開いた全人代常務委員会会議において、「『中華人民共和国外資企業法』

等四つの法律の改正に関する決定」（以下、「外資三法等の改正に関する決定」といいます）を

採択して公布し、10 月 1 日より施行しています。 

法律以下、部門規則や通達レベルでは、主に以下の内容が公布・施行されました。 

 「外商投資企業設立および変更届出管理暫定弁法」 

商務部は外商投資の管理を統括する中央官庁として、新たに実施される届出制度を定め

た部門規則となる「外商投資企業設立および変更届出管理暫定弁法」（以下、「暫定弁

法」といいます）を、2016 年 9 月 3日のパブリックコメント募集稿の公開を経て、同年

の中国の国慶節連休明け初日となる 10 月 8 日に、正式に公布・施行しました。 

 国家発展改革委員会・商務部による「2016 年第 22 号公告」 

外商投資の産業分野に関する規制を司る国家発展改革委員会と商務部は、共同で 2016 年

第 22 号公告（以下、「2016 年第 22 号公告」といいます）を公布し、いわゆるネガティ

ブリストに該当する依然として審査認可を要する分野を明確にしました。 

 「外商投資企業届出管理実施後における登記登録業務の適切な遂行に関する工商総局の

通知」 

会社登記の統括官庁である国家工商行政管理総局は、届出制に対応する外商投資企業の

会社登記の手続きについて、2016 年 9 月 30 日に「外商投資企業届出管理実施後における

登記登録業務の適切な遂行に関する工商総局の通知」（以下、「届出実施に関する通知」

といいます）を公布しました。 

 

 
                                                  
1 「外資三法」とは、具体的に「中外合弁経営企業法」、「中外合作経営企業法」、「外資企業法」を指します。 

金杜法律事務所 上海事務所 

パートナー中国弁護士 陳青東 

E-mail：donald.chen@cn.kwm.com 
URL：http://www.kwm.com 
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本稿では、主に暫定弁法の内容を取り上げながら、今回の法改正の概要およびそれに伴う主

な変更点について見ていきたいと考えます。 

 

1． 外商投資をめぐる法制度変更の背景 

今回の法改正の背景は、各種資料、商務部関係者2の説明や報道における情報を集約すれば、

自由貿易区における外商投資関連法制度の試験的改正の成果を全国的に展開させることにある

と考えられます。 

2013 年 10 月から、中国（上海）自由貿易試験区（以下、「上海自由貿易区」といいます）の

設立を機に、外商投資をめぐる法制度の改正を同区内で試験的に展開する目的で、全人代常務

委員会は国務院に対し、上海自由貿易区において法律に定められた行政認可手続の一時的な変

更の実施を行う権限を委譲しました。その結果、上海自由貿易区内における外商投資の管理を

めぐる法制度は 3 年という期限付きで一時的に変更され、外資参入をめぐってはネガティブリ

ストに基づく管理が実施され、ネガティブリストに該当しない分野への外商投資における行政

手続は審査認可制から届出制へと規制緩和されました。その後、2014 年 12 月、新たに発足した

広東、天津、福建の自由貿易区においても同様の法制度変更が試験的に展開されました。この

試験的な規制緩和をサポートするために、商務部と国務院弁公庁はそれぞれ、「自由貿易試験区

外商投資届出管理弁法（試行）」および「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガティ

ブリスト）」（2015 年 4 月 8日公布、同年 5月 8日施行）を公布・施行しています。 

今回の法改正は、ちょうど上海自由貿易区内における法改正の権限委譲が 3 年の期限を迎え

るタイミングと重なります。外資三法等の改正に関する決定に伴って、4つの自由貿易区内にお

ける法改正に関する権限委譲が失効し、また、暫定弁法によって、「自由貿易試験区外商投資届

出管理弁法（試行）」が失効することになるため、外商投資企業をめぐる届出手続は自由貿易区

内外で区別がなくなり、全国的に統一されることになります。なお、「自由貿易試験区外商投資

参入特別管理措置（ネガティブリスト）」は今回の法改正によって、明確に廃止されたわけでは

ないので、今後、自由貿易区内ではその独自のネガティブリストと、自由貿易区外では 2016 年

第 22 号公告によるネガティブリストと、それぞれ異なるネガティブリストが並行して適用され

る可能性があります。 

 

一方、2015 年 1 月、商務部は「外国投資法（草案）」を公開してパブリックコメントの募集を

行いましたが、その内容は外商投資をめぐる促進、監督管理、安全審査、外貨管理など諸制度

全般を定義から根本的に変更するというものでした。それを短期間で法律化することには懐疑

的な見方が多く、その後、全人代や国務院の立法スケジュールに同草案の法律化の時期は明確

に記されていません。今回の法改正によって外商投資の監督管理制度が大きく簡素化されたこ

                                                  
2 報道によれば、商務部条約法律司の責任者が暫定弁法について、解説を行ったということです。 
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とから、関係者の間では、「外国投資法」の制定はもはや 優先事項ではなくなったとの見方が

広がっています。 

 

2． 外商投資をめぐる法制度改正の主な内容 

（1） 発展改革委員会・商務部による 2016 年第 22 号公告の概要 

2016 年第 22 号公告の主な内容は、外商投資をめぐって依然として審査認可制が採られるケー

スを定めたものであり、以下のようにまとめることができます。 

① 国務院の批准を経て、外商投資市場参入特別管理措置（ネガティブリスト）の範囲は、「外

商投資産業指導目録（2015 年改訂）」（以下、「産業指導目録（2015 年）」といいます）

における制限類と禁止類、および奨励類における持分比率、高級管理職に関する特別要求

のあるものについては、規定に基づき、執行する。 

② 外資による合併・買収に基づく企業設立と変更に関わる場合は、現行の規定に基づき、執

行する。 

 

1） ネガティブリスト 

2016 年 9 月に法改正が公になった時点では、新たなネガティブリストは、自由貿易区内のも

のをもとに作成したものになるとの観測が多かったのですが、結果的に従来からある外商投資

の奨励・制限・禁止にかかる産業指導目録（2015 年）に準ずるという形がとられました。それ

によれば、産業指導目録（2015 年）における外商投資産業分野のうち、制限類と禁止類、およ

び奨励類の中で外資持分比率や高級管理職について特別な要求がある産業分野についてはネガ

ティブリストに該当するとして、これまでと同様に、外商投資に対する審査認可制度が適用さ

れます。それ以外の産業分野については、届出制へと変更されます。 

ただ、国家発展改革委員会が別途公開した情報では、同委員会は「商務部等の部門とともに

『外商投資産業指導目録』の改訂を推進し、対外開放を更に拡大し、開放的で透明な投資環境

を作り出す」としていることから、今後、「外商投資産業指導目録」が届出制の施行などに合わ

せて改訂される可能性があります。 

 

2） 外資の中国内資企業に対する合併・買収 

9 月 3 日、暫定弁法のパブリックコメント募集稿が公開された後、外資による中国内資企業の

合併・買収は、審査認可制が維持されるか、それとも届出制に変更されるかが注目点の 1 つと

なりました。 

 

2016 年第 22 号公告によって、この点は明確になりました。外資による中国内資企業の合併・

買収は、依然として、「外国投資者による国内企業の買収・合併に関する規定」（2009 年 6 月 22
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日改訂）の規定に準じて、商務部門による審査認可の制度が適用されます。また、外国投資者

による中国の上場企業 A 株の買収の場合についても、依然として「外国投資者の対上場会社戦

略投資管理弁法」の規定に基づき、商務部または証券監督管理委員会における審査認可の手続

きを踏まえることが必要と考えられます。 

この点に関しては、自由貿易区内のネガティブリストも同様の規定となっています。 

 

（2） 商務部による暫定弁法の概要 

1） 適用範囲 

現段階において、上記 2016 年第 22号公告の定めた範囲以外の外商投資企業の設立と変更が、

暫定弁法の適用を受け、届出制の対象になると考えられます（第 2条）。外商投資株式会社や外

商投資上場会社も暫定弁法の適用を受けます。投資を主な業務とする投資類外商投資企業（投

資性会社、ベンチャー投資企業を含む）は外国投資者とみなされるため、その中国における投

資先会社は外商投資企業として届出管理制度が適用されると考えられます（第 32 条）。 

 

 暫定弁法では、届出を担当する行政機関として「届出機構」という表現が使用されています

が、届出を担うのは商務部門であり、本暫定弁法では、省レベル（例えば、省、直轄市など）

および副省レベル（例えば、一部の省都、国家級経済技術開発区など）の商務部門とされてい

ます（第 3条）。本稿では、便宜上のため、届出機構を商務部門と表現します。 

 

2） 届出の対象事項 

暫定弁法では、届出の対象事項は、外商投資企業の新規設立（第 5条）または変更（第 6条）

であり、そのうち届出が必要となる変更事項について、以下のとおり定めています。 

① 外商投資企業の基本情報の変更（名称、登録住所、企業類型、経営期限、投資業界、業務

類型、経営範囲、国家が定めた輸入設備減免税範囲に該当するか否か、登録資本金、投資

総額、組織機構の構成、法定代表者、外商投資企業の 終実質的支配者の情報、連絡先お

よび連絡方法の変更が含まれる） 

② 外商投資企業投資者の基本情報の変更（氏名（名称）、国籍／地域または住所（登録地ま

たは登録住所）、証明書の類型および番号、引受出資額、出資方法、出資期限、資金調達

地、投資者類型の変更が含まれる） 

③ 持分（股份）、合作権益の変更 

④ 合併、会社分割、終了 

⑤ 外資企業の財産、権益への抵当権の設定、譲渡 

⑥ 中外合作企業の外国合作者による投資の先行回収 

⑦ 中外合作企業による経営管理の委託 
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届出が必要な変更事項について、以下の点に触れておきたいところです。 

① これまで、外商投資企業の持分に対して質権を設定し、担保に供する場合、商務部門の審

査認可を経て、工商部門で質権設定の登記を行う必要がありました。暫定弁法のパブリッ

クコメント募集稿では、外商投資企業の持分に対する質権設定を届出管理の対象としまし

たが、施行された暫定弁法では、質権設定を届出管理の対象から外しました。これにより、

外商投資企業の持分に対する質権の設定は、もはや商務部門の管理対象ではなくなったと

理解されます。 

② 届出事項のうち、合併、会社分割、減資などの事項で、関連法令規定により公告しなけれ

ばならない場合は、変更届出を行うときに、法に基づき公告手続を行う状況を説明する必

要があるとされています（第 6条）。 

③ 外商投資株式会社のうち、株式の流動性が比較的高い外商投資上場会社および全国中小企

業股份譲渡システムにより公開されている会社は、外国投資者の持株比率が変化する度に

届出するのではなく、持株比率の変化が累計して 5％を超えるとき、または支配または相対

的支配の地位に変化が生じたときにだけ、投資者基本情報または股份変更事項の届出をす

ればよいということになります（第 6条）。 

④ 審査認可を経て設立した外商投資企業にその後、届出制が適用される変更事項が生じた場

合、届出をすればよく、その場合、審査認可で取得した「外商投資企業批准証書」は届出

完了時に失効するとされます（第 9 条）。これによれば、外資が中国企業を買収する場合

には、依然として審査認可制が適用されますが、買収完了後の外商投資企業については、

その変更がネガティブリストに関わらなければ、届出制が適用されることになります。 

 

3） 届出手続の流れ 

暫定弁法における届出手続は、外商投資総合管理情報システム（以下、「総合管理システム」

といいます）においてオンラインで行うことになっており、その流れについて、以下のとおり

簡潔に整理しておきます。 

① 新規設立の場合は、企業名称登録予備認可（工商部門で行う名称申請）を取得した後に行

うことになっています。届出を行う期限は企業名称登録予備認可後から営業許可証の発行

後 30 日までとされます（第 5 条）。変更の場合は変更事項が発生してから 30 日以内に行

うことになっています（第 6 条）。暫定弁法によれば、届出の申請者は、外商投資企業が

営業許可証を取得する前はその投資者となり、それ以降は外商投資企業になると考えられ

ます。 

② 外商投資企業またはその投資者がオンラインで申請資料を提出した後、商務部門は、提出

された情報の形式上の完全性と正確性、および申請された事項が届出の範囲に該当するか
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を確認し、届出範囲に該当する場合は、3営業日以内に届出を完了させ、届出範囲に該当し

ないと判断した場合は、3営業日以内にオンラインで申請者に対し、関連の法令規定に従っ

て手続を行うよう通知するとされています（第 11 条）。 

③ 申請者の提出した情報が形式上完全でない、若しくは不正確である場合、または申請者に

よるその経営範囲に関する説明が必要な場合は、オンラインで一括で、関連情報を補充し

て提出するよう告知することになっています。仮に申請者が 15 日以内に補充できなかった

場合は、届出が完了しなかったことがオンラインより告知されます。その場合、申請者は、

改めて届出申請をする必要があります（第 11 条）。 

④ 届出手続きの結果は、総合管理システムを通じてオンラインで調べることができます（第

11 条）。届出が完了した申請者は、届出完了の証明文書となる届出控えが必要である場合、

企業名称予備認可の資料（写し）または外商投資企業営業許可証（写し）をもって、商務

部門から受領することができます（第 12 条）。届出控えには、以下の内容を明記すること

が暫定弁法によって定められています（第 13 条）。 

 外商投資企業またはその投資者が設立または変更届出申告資料をすでに提出し、且つ

形式上の要求に合致していること 

 届出された外商投資企業設立または変更の事項 

 当該外商投資企業設立または変更事項が届出範囲に該当すること 

 国家が定める輸入設備減免税の範囲に該当するか否か 

 

4） 提出資料や提供情報 

届出手続において、申請者は、総合管理システムを通じて、外商投資企業またはその投資者

の基本情報を記入して、オンラインで提出するほか、必要に応じて以下の資料をアップロード

する必要があります（第 7条）。 

 外商投資企業名称登録予備認可資料 

 外商投資企業営業許可証 

 「外商投資企業設立届出申告誓約書」または「外商投資企業変更届出申告誓約書」 

 手続実施者に対する授権委託書およびその身分証明 

 投資者の主体資格証明 

 法定代表者の身分証明 

関連文書が外国語である場合は、中訳を同時にアップロードしなければなりませんが、申請

者が翻訳と原本の一致性を保証しなければならないとのことです。 

 

5） 監督管理と法的責任 

暫定弁法によれば、商務部門は、届出の状況に対し監督管理を行い、外商投資企業の届出状
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況について、暫定弁法への違反がある場合や告発があった場合に検査を行うことができ、それ

以外にも抜き打ち検査を行うことができます。検査の結果は外商投資企業の信用情報に反映さ

れることもあります。 

 

外商投資企業が暫定弁法の定め通りに届出を履行しなかった場合、例えば、期限通りに届出

を行わなかった、重大な漏れがあった、届出において真実でない情報の提供や情報の隠蔽があ

った場合、またはネガティブリストの規定通りに審査認可を経なかった場合、商務部門は、是

正命令とともに、3万人民元以下の過料を科すことができます。 

 

また、暫定弁法によれば、今後、外商投資企業に対する監督管理において、商務部門は、公

安、国有資産、税関、税務、工商、証券、外貨などの関連部門と情報共有を強化するとされて

います。 

 

（3） 国家工商行政管理総局による届出実施に関する通知の要点 

届出実施に関する通知は届出制実施後の外商投資企業の会社登記手続の取り扱いに関する通

知となっており、それによれば、届出制が適用される外商投資企業の設立や変更に関する会社

登記については、商務部門の届出証明が登記要件ではなく、かかる設立や変更の登記について

は、これまでに必要であった商務部門の審査認可を経る必要はなく、工商部門がその申請を直

接受理するとしました。なお、依然として審査認可制が適用される外商投資企業の設立・変更

については、これまでのとおり、会社登記を行う際には、商務部門による批復と批准証書が必

要となります。 

 

3． 届出制実施後のメリットおよび留意点・懸念事項 

（1） 届出制実施後のメリット 

 今回の法改正によって、ネガティブリストに該当する場合を除き、大半の外商投資企業の設

立と変更は、これまでそれぞれ必要であった商務部門の審査認可がオンラインでの届出で事足

りることとなります。これにより、商務部門における外商投資の手続が飛躍的に簡素化され、

手続に要する手間暇が節約されます。 

 より大きなメリットとしては、外商投資企業の持分譲渡などの取引における不確実性が減る

ことが挙げられます。これまで、外商投資企業の設立や持分譲渡などの変更をめぐっては、合

弁契約書または定款、持分譲渡契約書などの取引関連文書を商務部門に提出し、実質的な審査

を受ける必要がありました。その際に、商務部門の取引文書における取り決めに対する態度や

指摘事項は、しばしば取引の進捗を左右する不確定な要素と考えられてきました。今回の法改

正後、届出制の場合、これらの取引文書に関して、今後商務部門に提出する必要がなくなる可
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能性があることから、当事者は、取引上の取り決めが商務部門から指摘を受けるという懸念が

なくなることが期待されます。 

 

 また、これまで、外商投資企業の変更事項、そして、合弁契約書または定款、持分譲渡契約

書などの文書は、商務部門へ手続を申請し、かかる審査認可を取得してから正式に効力を発す

るとされており、取引上ではその発効時期をとくに気を付ける必要がありました。しかし暫定

弁法によると、法令に別途規定がある場合を除き、外商投資企業の変更事項の発生時点は、

高権力機構による決議がなされた時点とされ3、より明確になりました。一方、合弁契約書また

は定款、持分譲渡契約書などの文書についても、届出制の場合には、もはや審査認可が発効要

件ではなくなると考えられます。なお、これらの文書の発効要件として商務部門の審査認可を

要すると定めている「中外合弁経営企業法実施条例」の改訂が待たれます。 

 

（2） 届出制実施後の留意点・懸念事項 

今回の法改正により、いくつかの懸念事項も生じています。現在、とくに注目される点を以

下のとおり、いくつかピックアップします。 

① 外商投資企業による中国国内での再投資に関する規制について、暫定弁法のパブリックコ

メント募集稿が出された際に、その両者の整合性に関する懸念の声がありましたが、正式

な暫定弁法が公布・施行された後、商務部関係者の説明によれば、外商投資企業が中国国

内で投資を行う場合の再投資に関する現行法令となる「外商企業国内投資に関する暫定規

定」に合致する必要があるとのことでした。 

② 外商投資をめぐっては、主に外資による企業設立の観点から監督管理を行う商務部門の規

制のほか、プロジェクトや資産への投資規模という観点から監督管理を行う発展改革委員

会の規制があります。発展改革委員会による「外商投資プロジェクト認可および届出管理

弁法」が依然として有効であるため、外資参入の際は、依然として同管理弁法の要求に基

づき、認可を取得する、または届出を行う必要があります。そうしなければ、実際に事業

投資を展開させるときに、諸行政手続で支障が生じる可能性があります。 

③ これまで、外商投資企業の設立および変更をめぐるクロスボーダーの支払いの際に事前に

必要になってくる外貨管理上の手続においては、商務部門の審査認可が完了したことの証

明となる外商投資企業批准証書が必要でした。今回の法改正により、届出制が適用される

外商投資企業の設立および変更をめぐる外貨管理上の手続における必要書類にどのような

変化が生じるか、例えば、商務部門による届出控えが必要となるかなど、今後法改正に伴

う外貨管理上の実務にも注目が集まります。 

④ これまで、商務部は、一部の産業分野、例えば、卸売・小売業、ファイナンスリース業な

                                                  
3 なお、近時の実務からすると、持分変更の発生時点について、地域ごとに商務部門の見解が異なる可能性もあるため、引き

続き実務動向を注目する必要があります。 
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どについて、その分野での外商投資に関する部門規則を制定し、特別な要求を設けている

ケースがあります。これらの産業分野の多くは、必ずしも今回のネガティブリストに含ま

れないため、法改正に伴って届出制の対象になると考えられます。こうした場合、これま

で商務部門が行ってきた特別な規制がそのまま廃止されるか、それとも商務部門が依然と

して何らかの方法により実務上で規制を行うか、この点も注目されます。 

⑤ 届出制の場合、暫定弁法によれば、商務部門は届出情報の形式上の完全性と正確性を確認

するとされています。仮に届出情報、例えば投資総額と登録資本金の比例、法定代表者な

どが外商投資関連の法令に合致しない場合、商務部門が適法性の観点から問題指摘をする

か、それともこうした点は今後工商部門が会社登記の際に一応の確認をすることになるか、

今後実務上の運用を見守る必要があります。 

 

4． おわりに 

本稿では、2016 年 10 月に行われた中国の外商投資法制度の大幅改正を見てきました。今回の

法改正は、同年 9 月 3 日に突然公になって以降、10 月 8 月に実務レベルで施行されるまでの期

間が非常に短く、実務レベルにおいて、関係者の間ではまだ整理がきちんとできていない点も

多いと思われます。そのため、外商投資の規制緩和の道のりにおいて突如訪れた大きな一歩と

して歓迎する声がある一方で、しばらく現場での混乱が続くとの懸念の声も上がっています。

中国への投資に携わる実務家にとっては、法改正後、投資分野の面、手続面のみならず、取引

の面で生じる影響について継続的に動向を見守りたいところです。 
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金融口座情報の自動的情報交換草案 

 
 
1. 非居住者の金融口座情報の自動的情報交換制度 

 

 中国の国家税務総局は、2016 年 10 月 14 日に「非居住者金融口座税務関係情報職責調査管理

方法（意見徴求稿）」（以下、公開草案）を発表し、2016 年 10 月 28 日まで意見を公開募集しま

した。この公開草案は正式に発布された場合には、2017 年 1 月 1 日からの施行と規定されてい

ます。 

 

 この公開草案は、国境を越える租税回避と脱税に打撃を与えるために、中国税法上の非居住

者である個人と企業が中国国内に有する金融口座の税務関係情報を中国国内金融機関から中国

税務機関に報告させて、中国税務機関と外国税務機関が税務関係情報を相互に自動的に交換す

るという制度を確立するための規定です。 

 

 このような非居住者の金融口座情報を各国政府間で自動的に交換する制度が検討される発端

となった事件は、2008 年にスイスのプライベートバンクがその秘密口座を利用して富裕な米国

人顧客のために脱税を幇助した事件でした。 

 

 米国政府は 2010 年 3 月に、米国市民が外国の金融機関を利用して脱税を行うことを防止する

ために「外国口座税務コンプライアンス法」（Foreign Account Tax Compliance Act、以下、FATCA）

を制定し、2013 年から施行しました。 

 

 FATCA は、外国金融機関が米国市民口座の調査と報告を行う義務を定めた FFI （Foreign 

Financial Institution）契約を、米国 IRS（内国歳入庁） と締結することを要求しており、外

国金融機関は FFI 契約に従って口座保有者の名称、口座残高、利子・配当等の年間受取額等の

税務情報を米国 IRS に提供します。 

 

 外国金融機関が FFI 契約を締結しない場合には米国企業からの配当、利子等について 30％の

懲罰的源泉税が課税され、また、外国金融機関が口座情報の提供に協力しない非協力口座につ

いては 30％の懲罰的源泉税のほかに非協力口座の閉鎖などが行われます。 

 

 このような米国の FATCA に対して、2012 年 2 月に英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペ

インの欧州 5 か国は、米国との間で二国間の政府取決めを行い、国内法を整備して米国居住者

の口座残高等の個別情報を金融機関に提出させるという共同声明を発表しました。これにより

FFI 契約の締結免除、30％源泉税と口座閉鎖の免除などが行われることになりました。 

 

 2013 年 6 月には日本と米国との間でも同様の政府間取り決めが行われましたが、2013 年 4 月

には欧州 5 か国の財務大臣は欧州委員会に対して、このような 2 国間政府の取決めではなく、

近藤公認会計士事務所 

公認会計士 近藤 義雄 
kondoyoshio@nifty.com 

http://kondo.la.coocan.jp/ 
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多国間政府の自動的情報交換制度を国際基準として確立することを提案しました。 

 

 2013 年 9 月の G20 首脳会議で、OECD（経済協力開発機構）による国際基準の策定が支持され、

2014 年 1 月に OECD 租税委員会は自動的情報交換の「共通報告基準」（CRS、Common Reporting 

Standard、以下 CRS）を承認し、同年 2月に G20 財務大臣・中央銀行総裁会議がこれを支持しま

した。同年 7月には CRS の実施細則（Implementation Handbook）も発表されています。 

 

 CRS は、各国政府間で自動的に情報交換する非居住者の口座の特定方法や情報の範囲を各国で

共通化する国際基準であり、これによって各国の金融機関の負担を軽減し、各国の税務機関間

の情報交換を効率化し、国際的な脱税と租税回避に対処するものです。 

 

 CRS では、各国の税務機関は自国の金融機関から非居住者（個人と法人等）の金融口座情報を

報告させて、非居住者の居住地国の税務機関と年 1回まとめて相互に情報交換します。 

 

 ここでいう金融機関とは、銀行等の預金機関（Depository Institution）、生命保険会社等の

特定保険会社（Specified Insurance Company）、証券会社等の保管機関（Custodial Institution）、

信託等の投資事業体（Investment Entity）をいいます。 

 

 報告対象となる金融口座には、預金口座（Depository account）、キャッシュバリュー保険契

約・年金保険契約（Cash Value Insurance Contract、Annuity Contract）、証券等の保管口座

（Custodial Account）、信託受益権等の投資持分（Equity Interest）があります。 

 

 報告すべき金融口座情報には、口座保有者の氏名と住所または名称と所在地、納税者番号、

口座残高、利子・配当等の年間受取総額等があります。 

 

 金融機関は国際基準 CRS の定めた手続に従って、新規開設口座については口座開設者から居

住地国を聴取する等により居住地国を特定し、既存口座については口座保有者の住所等の記録

から居住地国を特定します。 

 

 2014 年 9 月の G20 財務大臣・中央銀行総裁会議と同年 11 月の G20 首脳会議では、各国が国内

の法制化手続を完了して 2017 年末または 2018 年末までに自動的情報交換を開始することとさ

れました。2016 年 5 月 11 日までに 101 か国（地域）が情報交換の実施を表明しています。 

 

 日本は平成 27 年税制改正で、CRS に基づく自動的情報交換制度を新設し、平成 29 年 1 月 1 日

以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者は居住地国名等を記載した届出書の提出が必要

となります。 

 

 平成 30 年以後は、国内金融機関等は毎年 4 月 30 日までに金融口座情報を所轄税務署長に報

告することになり、日本の税務当局は租税条約等の情報交換規定に基づいて金融口座情報を各

国税務当局と自動的に相互交換します。 
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2. 中国の自動的情報交換制度 

 

 中国の公開草案では、中国国内金融機関は 2017 年 1 月 1日から金融口座の調査手続を開始し

て、非居住者である個人と企業の金融口座を特定する手続を行う予定となっています。 

 

 ここで非居住者とは居住者以外の者をいいます。居住者には居住者個人と居住企業があり、

居住者個人とは、中国国内に住所を有するか、または住所がなく国内に満 1 年居住する個人を

いいます。中国国内に住所を有するとは戸籍、家庭、経済的利害関係により中国国内に習慣的

に居住することをいいます。 

 

 居住企業とは、中国の法律により中国国内において成立した企業、または外国（地域）の法

律を根拠として成立したがその実際管理機構が中国国内に所在する企業をいいます。これらの

居住者個人と居住企業以外の個人と企業が非居住者になります。 

 

 金融口座には、2016 年 12 月 31 日までに開設した既存口座と 2017 年 1 月 1日以後に開設する

新規開設口座があり、これらにはそれぞれ個人口座と企業（機構）口座があります。 

 

 新規開設口座については、口座開設時に口座保有者は自ら署名した居住者身分の声明書を提

出します。声明書は中国の居住者かどうかの選択にチェックを入れる様式となっています。金

融機関は既存顧客資料等に基づいて声明書の合理性を審査します。 

 

 既存口座については金融機関内の口座情報等に基づいて非居住者口座かどうかの判定を行い

ますので、一般的には個人と企業はその保有する既存口座については何もする必要がありませ

ん。ただし、個別的に金融機関が居住者身分を識別するために声明書の提出を要求する場合が

あります。 

 

 既存口座については、2016 年 12 月 31 日時点の口座残高金額の多寡によって高額口座と低額

口座に区別されます。 

 

 個人の金融口座残高が 600 万元を超える高額口座については、金融機関は 2017 年 12 月 31 日

までに非居住者かどうかを特定する調査手続を完了します。この調査報告に基づいて、国家税

務総局は 2018 年 9月に初めて外国税務機関と金融口座情報を自動的に交換することになります。 

 

 個人の金融口座残高が 600 万元以下の低額口座については、金融機関は 2018 年 12 月 31 日ま

でに調査を完了します。 

 

 企業の金融口座残高については、口座残高が 150 万元超の金融口座は 2018 年 12 月 31 日まで

に金融機関の調査が完了します。口座残高が 150 万元以下の金融口座について金融機関は調査

手続を行いません。 
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3. 中国公開草案の概要 

 

（1） 概要 

 

 次に、中国の公開草案の概要を日本の共通報告制度と比較する形で紹介します。 

 
項目 中国の公開草案 日本の共通報告制度 

金融機関 預金機関（銀行、農村合作社等） 

信託管理機関（証券、先物会社等） 

投資機関（ファンド、組合企業等） 

特定保険機構（保険会社等） 

預金機関（銀行、信用金庫等） 

保管機関（証券会社等） 

投資事業体（投資信託、組合等） 

特定保険会社（生保、損保等） 

金融口座 預金口座（預金、旅行小切手等） 

信託管理口座（証券、先物、理財品等）

その他口座（ファンドのパートナー持

分、信託受益権、キャッシュバリューの

ある保険と年金契約） 

預金口座（当座、普通預金等） 

保管口座（証券口座等） 

投資持分（信託、組合の持分） 

キャッシュバリューのある保険契約

と年金保険契約 

非居住者

の報告対

象口座 

個人または企業が保有する金融口座 個人または事業体の保有口座 

非居住支配者の受動的非金融機関が保

有する金融口座 

報告対象者が支配する受動的非金融

機関事業体の保有口座 

新規開設

口座 
口座開設者の声明書等により居住地国

を特定する 

口座開設者の自己宣誓書等により居

住地国を特定 

既存個人

口座 
残高 600 万元以下の低額口座は、金融機

関の顧客資料、証明資料、電子記録等で

特定する 

残高 100 万米ドル以下の低額口座は、

公的証明書等または金融機関の電子

記録で特定 

残高 600 万元超の高額口座は、金融機関

の電子記録と紙質記録、金融機関内のマ

ネージャーからの聴取で特定する 

残高 100 万米ドル超の高額口座は、金

融機関の電子記録・顧客情報、マネー

ジャーからの聴取等により特定する 

既存企業

口座 
残高 150 万元以下の低額口座は、特定手

続は不要 

残高 25 万米ドル以下の低額口座は、

特定手続は不要 

残高 150 万元超の高額口座は、金融機関

の顧客情報、公開情報により特定する 

残高 25 万米ドル超の高額口座は、金

融機関の保有情報、公開情報等により

特定する 

 

 上記のように、国際基準である CRS に基づいていますので日中両制度ともに基本的な構成は

同じです。 

 

（2） 非居住支配者の受動的非金融機関 

 

 上記図表で特に説明が必要な事項は、非居住者の報告対象口座にある非居住支配者の受動的
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非金融機関という用語です。非居住者の報告対象口座には、個人と企業の保有する金融口座の

他に、非居住支配者がいる場合の受動的非金融機関が保有する金融口座があります。 

 

 ここで非金融機関とは上記図表で規定されている金融機関以外の事業体であり、非金融機関

には能動的非金融機関（Active Non-Financial Entity）と受動的非金融機関（Passive NFE）

があります。能動的とは積極的な事業活動を行うことをいい、受動的とは配当、利子、ロイヤ

ルティ等の投資所得を消極的に受領する割合が多い経営活動をいいます。 

 

 このように受動的非金融機関とは、収入が主に投資所得で構成されている事業体のことであ

り、公開草案では下記のいずれか 1つの要件に該当する非金融機関とされています。 

 

① 配当、利子、リース料、ロイヤルティ等と金融資産の譲渡収入の合計が総収入の 50％以上

の割合を占める非金融機関 

② 金融資産の所有割合が総資産の 50％以上を占める非金融機関 

③ 金融口座情報の自動的情報交換制度を実施していない国（地域）の投資機関 

 

 また、非居住支配者とは受動的非金融機関を実質的に支配する非居住者個人をいいます。支

配の対象には、会社、パートナーシップ、信託、ファンドがあります。会社の支配者かどうか

は、次の判定基準で判断します。 

 

① 会社持分または議決権の 25％超を直接または間接に所有する個人 

② 人事、財務等の方法を通して会社に対して支配を行う個人 

③ 会社の高級管理者 

 

 パートナーシップ（組合企業）の支配者とは 25％以上の組合持分を有する個人、信託の支配

者とは信託の委託者、受託者、受益者とその他の 終的に有効な支配を行う個人、ファンドの

支配者とは 25％超の持分相当額を所有する個人またはその他のファンドを支配する個人をいい

ます。 

 

 したがって、例えば、中国国外に居住する非居住者個人が、中国国内の受動的非金融機関（投

資収入割合または金融資産割合が 50％以上の非金融機関）を実質的に支配している場合には、

中国の金融機関はマネーロンダリングの身分識別手続に基づいて収集した資料によってその支

配者を識別し、機構の授権者または支配者から声明書を取得して調査手続を進めます。 

 

 また、例えば、中国国外に居住する非居住者個人が、金融口座情報の自動的情報交換制度を

実施していない国（地域）に所在する投資機構を通じて、中国国内に金融口座を保有している

場合にも、上述した受動的非金融機関に対する非居住者の調査手続が行われます。 

 

 中国国内の金融口座保有者が非居住企業である場合には、このような非居住支配者の受動的

非金融機構に対する識別手続が同時に実施されます。 
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近藤 義雄 
 
近藤公認会計士事務所 
所長 公認会計士 

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として登録、

上場会社等の監査業務に 23 年ほど従事した。1986 年から 2年ほど北京の国際会計事務所に日本

人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰国後に「中国

投資の実務」（東洋経済新報社 1990 年）を出版し、現在まで中国の投資、会計、税務分野の専

門書を 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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中国の社会保険制度 

 

 

 

 

 2011 年 10 月 15 日に、『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に関わる暫定弁法』

が施行され、社会保険法第 97 条において「外国人就労者も社会保険加入の対象にする」という

ことが明文化されました。これにより、中国の主要都市では、日本人を含む外国人就労者も社

会保険加入が義務付けられましたが、国際都市上海ではいまだ義務化がなされておりません。 

 

 とはいえ、北京、天津、広州、成都、武漢などでは次々と実施されており、上海での義務化

は時間の問題となっております。また、外資企業は社会保険料を法律通りに支払っている会社

が大半ですが、内資企業のなかには納付基数（社会保険料の計算の基礎となる平均給与相当額。

日本の社会保険制度でいうところの「標準報酬月額」と性質が似ている）を正しく申告してい

ない会社も散見され、この状況は外資企業の中国市場での競争力を低下させる要因にもなって

います。 

 

■ 中国の社会保険制度の概要 

 中国の社会保険制度は、養老年金保険、医療保険、労災保険、失業保険、生育保険及び住宅

積立金の 6 種類からなります。これ以外の任意加入保険もありますが、強制加入保険・積立金

という意味では上記の 6 種類となります。つまり、これらの社会保険への加入は、労使双方が

自由に選択したり、納付比率を協議したり、あるいは放棄することはできません。また、中国

の社会保険制度は全国的に統一的なものとして制定されていますが、社会保険料自体を徴収し

ている市または省といった各地方政府を単位に、各地の納付率及び条件はそれぞれの裁量に委

ねられ、地域ごとに異なっているのが現状です。 

 

養老年金保険 

15 年以上保険料を納めて定年に達した者（例外あり）が、退職後（老後）の

年金として受給するもの。なお、中国の定年は、男性 60 歳、女性 50 歳（一

部 55 歳）。 

医療保険 
業務外の疾病、傷病などの理由により、外来診療、急診、薬剤購入費用、入

院費が発生した際に、これらの医療費に充てるために受給するもの。 

労災保険 
業務上災害や職業病などの理由により労災として認定された場合に、労災期

間（24 ヶ月以内）における賃金その他の費用に充てるために受給するもの。

失業保険 

１年以上保険料を負担している従業員が、本人の意思によらずに失業し、か

つ、求職の意思がある場合に受給するもの。なお、養老保険の受給者は受給

することができない。 

大丁草企業管理諮詢(上海)有限公司

（ガルベラ・パートナーズ上海） 

董事長 パートナー 吉住 幸延 

china@gerbera.co.jp 
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生育保険 

女性従業員が妊娠・出産に関する検査費、助産費、入院費、薬剤費などの支

払いに充てるために受給するものであり、また、休暇期間においては出産手

当を受けることができる。 

住宅積立金 
使用者と従業員が、ともに同額の積立を行うもので、従業員が住宅の購入、

新築、改築などの使用するための積立金。 

   

■ 社会保険料の納付 

 日本の場合、社会保険料を計算する際は、給与に係る月額報酬と、賞与に係る月額報酬を、

別々に計算しています。中国の場合は、社会保険料の計算においては、日本の標準報酬月額に

相当するものを「納付基数」といい、これに保険料率を乗じて社会保険料を算出するのですが、

その納付基数とは、原則として前年 1 年分の給与、賞与、その他の手当を合算した総年収を 12

で除して算出します。 

 

 ただし、保険料率は国が基準こそ定めていますが、各地方政府には裁量権が与えられており、

各地方によって異なります。そして、中国の保険料率は日本の保険料率よりも相当高く、また

日本と違って労使折半ではなく、企業側が高くなるように設定されているため、企業にとって

は社会保険料の納付が大きな負担となっています。 

 

 また、納付基数には上限と下限があります。多くの地域では、上限はその地域の前年の平均

月給の 300％、下限は同 60％とする規定が採用されています。たとえば上海について例示する

と、2015 年の平均賃金は月額 5,939 元だったので、2016 年度の上限額と下限額はそれぞれ、

17,817 元、3,563 元となります。各地方政府が発表している社会保険料率を下記に記載します

が、上海市では会社負担率の合計が 39.5％、個人負担率の合計が 17.5％で、合わせると 57.0％

になります。 

 

 もし、日本人駐在員の社会保険料の納付義務が生じた場合、おそらく日本人駐在員の納付基

数は上限額に達するため、17,817 元となり、これに会社負担率の 39.5％を乗じると、1 名あた

り 7,037 元のコスト負担増となります。あるいは、手取を補償している日本企業も多いかと思

いますが、その場合は個人負担率も合わせることになるため、社会保険料率は 57.0％となり、

10,155 元のコスト負担増となります。 

 

 保険料は、新入社員の場合は前年の給与支給実績がないため、初任給を納付基数として扱い

ます。一般的には、毎年 4月（住宅積立金だけは 7月）に更新します。つまり、3月までは前々

年の平均給与の額を使用して算出し、4月に支給する給料からは、前年の平均給与の額を使用し

ます。平均給与の算出方法は、前年の給料、賞与、その他の手当、交通費などを合算し、それ

を 12 で除して算出します。ただし、たとえば入社月における出勤日数が 1ヶ月に満たない場合

は、その月の給与については日割りではなく、1 ヶ月分の給与総額に換えて算出します。また、

入社時や退社時においても社会保険料は出勤日数に応じて日割按分はできませんので、毎月同

額を支払うことになります。 
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（参考情報） 

（上海）社会保険 

  項目 比率％ 
会社負担

分（％）

個人負担

分（％）

① 養老年金保険 28.00 20.00 8.00

② 失業保険 1.50 1.00 0.50

③ 医療保険 12.00    10.00 2.00

④ 労災保険 0.50 0.50 0.00

⑤ 生育保険 1.00 1.00 0.00

⑥ 住宅積立金 14.00 ７.00 ７.00

  小計 57.00 39.50 17.50

出典：上海市人力資源・社会保障局 

 

（北京）社会保険 

  項目 比率％ 
会社負担

分（％）

個人負担

分（％）

① 養老年金保険 27.00 19.00 8.00

② 失業保険 1.20 1.00 0.20

③ 医療保険 12.00    10.00 2.00

④ 労災保険 0.30 0.30 0.00

⑤ 生育保険 0.80 0.80 0.00

⑥ 住宅積立金 24.00 12.00 12.00

  小計 65.30 43.10 22.20

出典：北京市人力資源・社会保障局 

 

（広州）社会保険 

  項目 比率％ 
会社負担

分（％）

個人負担

分（％）

① 養老年金保険 28.00 20.00 8.00

② 失業保険 3.00 2.00 1.00

③ 医療保険 10.00    8.00 2.00

④ 労災保険 0.50 0.50 0.00

⑤ 生育保険 0.85 0.85 0.00

⑥ 住宅積立金 16.00 8.00 8.00

  小計 58.35 39.35 19.00

出典：広州市人力資源・社会保障局 
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■ 社会保険の適用者 

 中国の社会保険は、固定従業員、臨時従業員、試用従業員、当地戸籍従業員、流動人員、董

事、法人代表など、雇用主と労働関係を結んだあらゆる従業員に適用されます。外国人従業員

についても、原則として適用されますが、主要都市のなかで上海だけは納付を免れています。 

 

■ 社会保険料の不納付や低廉納付に対する罰則 

 特に内資企業で見られる不正ですが、企業が従業員と交渉して、社会保険の納付に関して、

自己納付放棄申請をしたり、故意に納付基数を減額して申告した場合は、従業員の責任にはな

らず、企業の責任になります。関連法律法規に基づき、行政処罰および規律処分を受け、かつ、

規定に基づき社会保険料が追徴されると同時に、滞納金などの罰金が発生します。企業側が適

時、適額で社会保険料を納付しない場合の滞納金は、日歩 0.05％となり、また期限通りに納付

しない場合は 1倍から 3倍の罰金が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
吉住幸延 
 
ガルベラ・パートナーズ・グループ 代表 
 
大丁草企業管理諮詢（上海）有限公司 董事長 
（ガルベラ・パートナーズ上海） 
 

 
 

1993 年慶応義塾大学在学中に北京師範大学へ留学し、大学卒業後は海外 16 拠点に
展開するグローバル企業で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ガルベラ・パート
ナーズ・グループを立ち上げ、国内は東京、大阪、福岡に、海外は上海、香港、ロ
サンゼルス、ホーチミン、バンコクに事務所を設置して、国内外の税務労務と顧客
の海外進出をサポート。現地法人の設立を支援するほか、国内外の法律に照らして
年間 50 社以上の海外赴任規程（給与、税金、社会保険等）の作成を指導している。 
 
ガルベラ・パートナーズの中国進出支援 http://business.chinafocus.jp/ 
ガルベラ・パートナーズの香港進出支援  http://hongkong-support.com/ 
ガルベラ・パートナーズの国際労務支援 http://www.kokusairoumu.com/ 
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◎ 上海本店 ● 北京支店 ● 青島支店
上海市浦東新区世紀大道100号 北京市朝陽区東三環中路1号 山東省青島市市南区香港中路59号

上海環球金融中心 環球金融中心 西楼8階 青島国際金融中心44階

　21階（業務窓口）、23階（来賓受付） Tel:(86-10)65251888 Tel:(86-532)80970001

○ 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

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 ● 大連支店 ● 広州支店 
Tel:(86-21)38558888（ex.2460） 遼寧省大連市西崗区中山路147号 広東省広州市天河区珠江新城

森茂大厦23階、24階-A 華夏路8号合景国際金融広場25階
　中国営業第三部・第四部

Tel:(86-411)83602543 Tel:(86-20)38150888
Tel:(86-21)38558888（ex.1857）

● 大連経済技術開発区出張所 ● 武漢支店 
　中国アドバイザリー部

遼寧省大連市大連経済技術開発区 湖北省武漢市漢口解放大道634号
Tel:(86-21)38558888

紅梅小区81号ビル古耕国際商務大厦22階 新世界中心A座5階

　中国トランザクション営業部 Tel:(86-411)87935670 Tel:(86-27)83425000

Tel:(86-21)38558888
● 無錫支店 ● 蘇州支店 

　人民元国際化関連（ex.1277）
江蘇省無錫市新区長江路16号 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.1273）
無錫科技創業園B区8階 旺墩路188号建屋大厦17階

　CMS関連（ex.1230）
Tel:(86-510)85223939 Tel:(86-512)67336888

　外為関連（ex.1277）

　ｼﾝｼﾞｹｰｼｮﾝ関連（ex.1255） 東安大厦18階D、E室

　その他商品（含債券）関連（ex.1209） Tel:(86-512)67336888

　中国金融法人営業部 ● 昆山出張所
Tel:(86-21)38558888 江蘇省昆山市昆山開発区春旭路258号

上海国際信貿ビル7階 東南大道333号科創大廈7階

Tel:(86-21)38558888 Tel:(86-512)67336888 
（東区）写字楼E2座ABC楼5階

● 上海自貿試験区出張所 ● 常熟出張所
上海市浦東新区基隆路55号　　　　　　 江蘇省常熟高新技術産業開発区

● 合肥支店

みずほ銀行

Tel:(86-22)66225588

Tel:(86-22)66225588

● 深圳支店
広東省深圳市福田区金田路

皇崗商務中心1号楼30楼

Tel:(86-755)82829000

天津市天津経済技術開発区

新成東路20号濱海新区金融街

● 天津支店 

● 天津和平出張所
天津市和平区南京路75号

天津国際大厦1902室

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

【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。 


