
 
 
 
 
 
 
 

大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会共催 

国際的法律・会計実務研究会 

 
 
 

平成 20 年３月 22 日（土） 
 
 



- 1 -

○司会（村上） それでは、時間が参りましたので始めさせていただきたいと思います。 
 大阪弁護士会国際委員会の委員長をしております村上です。 
 本日は、大阪弁護士会と日本公認会計士協会近畿会共催での国際委員会研修ということになってい

ます。弁護士会と公認会計士協会さんのほうは、昨年度、包括的な協力協定を結んで、各委員会のほ

うで共同でいろいろな事業を進めています。昨年度の協定の前から国際委員会のほうでは共同の研修

会をさせていただいておりまして、３年前からやっております。初年度は、弁護士会のほうがアウト

インのＭ＆Ａとかそういうのをやりまして、昨年度は私が講師をやりまして、中国の会社法と企業会

計原則ということでした。今年も中国法ということになりまして、本日は望月先生と加藤先生にお話

ししていただくということになっております。 
 
１ 開会のあいさつ 
○司会 まず、開会あいさつを日本公認会計士協会近畿会の中務裕之会長のほうからお願いいたした

いと思います。よろしくお願いします。 
○中務 どうも皆さんこんにちは。中務でございます。 
 今御紹介ありましたように、大阪弁護士会と日本公認会計士協会近畿会というのは去年相互教育の

協定を結びまして、非常に密にさせていただいております。実は昨日も私こちらにお邪魔しまして、

昨日は弁護士会の業務改革委員会のほうで中小企業庁の課長さんにお越しいただいた研修会があった

んですが、それにお邪魔いたしました。というのは、そのバックグラウンドとして大阪弁護士会と会

計士協会近畿会で事業承継の研究会をやっておりまして、その関係でお呼びいただいたということで

す。また、その１週間ぐらい前に企業防衛についてのシンポジウムをエル・おおさかで一緒にやらせ

ていただいたり、非常に密にさせていただいていて、今日も国際をテーマに開かれるということで非

常に喜ばしいというか、うれしい限りでございます。 
 私自身も去年 11 月に上海に行きまして、というのは、近畿会と上海市の会計師協会がまた友好協定

を結んでおりまして、その関係でお邪魔しました。今日お話しいただく望月さんと上海でお会いしま

して、非常に分かりやすく知恵を授けていただいて、それから次に会計師協会の人とお会いして話を

した、そんな関係でございます。非常に精通されておられて、長く上海にもいらっしゃって、本当に

第一人者だと思いますので楽しみにしております。 
 また、大阪弁護士会の皆さんにはこういう立派な会場を御提供いただいて、本当にありがとうござ

います。いつもお世話になっておりまして、感謝申し上げます。それでは、これをもちまして、開会

のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございます。（拍手） 
○司会 どうもありがとうございました。 
 それでは、まず最初の望月先生の経歴を御紹介させていただきます。 
 1991 年に公認会計士試験２次試験に合格されて、会計士になられ、その後、朝日新和（現あずさ監

査法人）に入社された後、ＫＰＭＧセンチュリー監査法人に行かれ、98 年にその上海事務所に行かれ

ております。その後ずっと上海におられて、2005 年に望月諮詢（上海）有限公司を立ち上げられて、

現在まで上海において活躍されておられます。 
 個人的なことで申しわけないですが、大昔から私よくよく存じ上げている方で、中国の会計とか税

法に関しては第一人者であられる先生であります。 
 それから、著書、論文ですが、「中国進出企業の税務・会計実務マニュアル」、これは中国に進出

される企業にとっては、税務・会計面については必須の書物だと考えておりまして、私も持っており
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ます。それから、「中国ビジネス法務実務ガイド」であるとか多数の著書を持っておられます。 
 第２部の加藤先生のほうも先に紹介しておきます。 
 加藤文人弁護士は、平成８年に同志社大学を卒業されて、平成 10 年に弁護士登録されています。50
期です。事務所は三宅法律事務所、今は法人化されましたが、そこに入られて、平成 16 年に北京語言

大学、平成 17 年に復旦大学の法学部にそれぞれ留学されています。現在は三宅法律事務所のパートナ

ーになっておられます。平成 17 年から関西大学の法科大学院で非常勤講師として中国法を御担当いた

だいております。現在は同志社大学と書いていますが、厳密に言うと３月いっぱいは関西大学で、４

月からは同志社大学です。母校で法科大学院の中国法の講座ができるということなので、そちらへ移

られるということになっております。著書、論文も多数書かれておられます。 
 それでは、第１部として望月先生、よろしくお願いします。 
 
２ 第１部 「最近の上海経済事情、新企業所得税法の概要並びに非公開会社の会計基準」 
○望月 村上先生、ありがとうございました。 
 皆さん、こんにちは。初めまして。公認会計士の望月と申します。 
 諸先輩方を前にしましてお話をさせていただくというのは非常に僭越なんですけれども、中国にか

かわります現段階の状況ということで、中国で 2008 年１月１日より施行されております新企業所得税

法を中心にお話をさせていただきたいと思います。 
 まず最初に、私の自己紹介を兼ねてお話をさせていただきます。 
 最初によく御質問をいただくのは、どうして中国なんですかというお話でして、私は 1993 年から上

海におりまして、約 15 年弱、一部日本に戻ってきて実務をさせていただいている期間がありますので

15 年よりは短いんですが、なぜ上海なんですか、そのころから中国に目をつけられて、非常に目ざと

いですねというお話をよくお聞きします。私が中国に渡りましたもともとの理由といいますのは、か

なり個人的な話になるんですけれども、大学時代に学生結婚をしまして、妻が中国から来た留学生だ

ったんです。その妻と大学を卒業しまして、子どもが生まれまして、その際に、会計士として朝日新

和会計社に在籍していたんですが、そこをやめさせていただきまして、子育てをするために中国に渡

ったわけです。 
 その 93 年当時はどういった状況であったかといいますと、上海にテレビ塔というタワーがあるんで

すけれども、そのテレビ塔がまだ 100 メートルぐらいの建築途中でした。あと、浦東というところ、

テレビ塔ですとか金融センター、今回 101 階の森ビルが建つところですが、そちらに外資企業、独資

企業が初めてできた第１社、これは日本の会社なんですけれども、今から 15 年前に浦東には独資企業

ができました。今は１万とか数万の独資企業があるんですが、そういったころに渡らせていただきま

した。 
 そういう意味では全く業務ということではなかったんですけれども、そういう話をさせていただき

ますと、ボストン・コンサルティングにいらっしゃる方とお仕事をさせていただいた際に、ボストン

・コンサルティングさんといいますのは、もともとボストンにありまして、戦後すぐに東京に事務所

をつくられました。ボストン・コンサルティングというのはさすがに東京にすぐ事務所をつくられて

すごいですねというお話なんですが、実はボストン・コンサルティングの方に聞きますとやはり状況

は同じだそうでして、ボストン・コンサルティングに勤められていた方の彼女が日本人だったと。そ

れで、日本に移ってボストン・コンサルティングの東京事務所をつくったんだということで、やはり

人間がやることといいますのは余り変わらないなという思いをそのときに感じました。 
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 それでは、自己紹介は終わらせていただきまして、具体的に内容のほうに入らせていただきたいと

思います。 
 弁護士の先生方を前にしまして恐縮なんですけれども、まず最初に法的な部分の概略を御説明させ

ていただきたいと思います。 
 少し間違いがございまして、商標法は著作権法と同じでして、2001 年に制定されておりますので、

資料のほう修正させておいていただきたいと思います。 
 この資料で御説明させていただきたいことは何かといいますと、基本的には中国は私営経済が認め

られたのはそれほど古くないんだということでございまして、1988 年、憲法の中で私営経済の合法性

というのが示されました。ここで何が言えるかといいますと、非常に基礎的なことなんですけれども、

中国におきましては自然人に当然に商行為を行う権利能力というのが認められていないんです。これ

はいろいろな問題をこれからはらんできます。具体的にいいますと、最近多い会社さんといいますの

は、インターネットコンテンツプロバイダー、モバイルコンテンツプロバイダーで、そういった場合

にはアフィリエイト広告というのが出てきます。アフィリエイト広告というのは、個人のブログです

とかそういったところに広告を張っていくというものです。こういった際の個人の収入はどうなるの

か。なぜならば、基本的には中国におきましては自然人はそもそも商行為を行うものではありません

ので、そういった部分は今後ますます問題になってくるというのがここで御説明させていただきたい

部分です。 
 さらに細かな話をさせていただきますと、今後 2009 年から中国におきましては全員税額控除制とい

うのが始まります。これはどういうものかといいますと、企業が企業の口座から個人に対して支払う

ものに対してすべて税務申告を行う。その中には当然仮払金の返金、仮払金の返金といいますのは中

国におきましては口座を使ってするのは非常に難しいんですね。ここは細かくなりますのでお話しで

きませんけれども、現金管理条例ですとか銀行口座管理条例、そういった規定により制限されている。

そういう意味で、銀行口座を通して会社が個人に対して支払いができる、そういったものに対しては

そもそもかなり制限があるんです。その制限がある項目に関してすべて税務局に対して申告をする。

当然その中には個人所得税の課税項目もあれば、個人所得税の課税されない項目もある。ただ、それ

は非課税項目ですという形で申告する。これは何を目指しているかといいますと、その資料と銀行口

座における個人に対する資料をすべてネットワークで全国的に調整していくんですね。これを行うこ

とによりまして、今まで把握不可能であった中国国内におけます個人所得がすべて分かるという形に

なっています。 
 資料の５ページ、中国の税収というのは、現段階で税収入自身では 4.5 兆元なんですけれども、日

本円では約 80 兆円ぐらいです。実際にはそこから輸出増値税還付というのを除きますのでももう少し

低いんですけれども、80 兆円もしくは 70 兆円の税収の３分の１が国内増値税という形になっていま

す。この国内増値税といいますのは中国の税収の３分の１を占めるんですね。中国をある意味では支

えている税金です。 
 では、これはどうやって支えているのか。中国の歴史を見ていただきますと、国家の滅亡というの

は税収の地方への分散なんです。もしくは、税収を国家に与えない。主に広東ですとか上海近郊が独

立性を持って、税収を国家に与えないということが国家の衰退につながります。今回、中国共産党は

どういう形にしているかといいますと、この増値税、これは国家税務局管轄の国税なんですけれども、

そちらのほうはインボイス方式をとりまして、こちらの発行と控除というものに関してすべて、例え

ば上海で発行したものが黒竜江省で控除されれば、それもすべて３カ月以内にネットワーク化されて
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いますので、どこで収入が上がったのか、少なくとも控除する限りにおいてはどこで申告があったか

というのはすべて分かっているんです。それをもって国に税収を集約させていくというのが中国の税

収もしくはＩＴをもって中国が歴史に挑んでいる姿といえます。 
 それと同じものを今回個人所得税という形のものに適用したということです。中国の課税当局とし

ましては、2009 年からそれを全面適用するというふうに言ってますけれども、実際にそれをやってい

くのはなかなか難しいと思います。ただ、時間としましては、2009 年になるのか 2010 年になるのか

は別として、その部分、要は会社さんの銀行口座から個人に対する支払いを課税当局がすべて把握す

る。さらに、それを銀行のネットワークと照合するということをすれば、今問題になっておりますよ

うに、中国はかなりお金持ちの方がいらっしゃいますので、そういう方の個人所得税の流出は防げる

ということでございます。 
 少し戻っていただきまして、大まかな流れを御説明いたします。 
 中国は、そもそも自然人に商行為にかかわる権利能力があるというわけではないというのが私の説

明させていただきたかったところです。 
 その次に、会計制度の変遷です。これに関しましては、先ほどの流れと同じなんですけれども、1980
年代後半に私営経済が認められるようになりまして、その多くの部分といいますのは、私営経済と、

あともう１つが外商投資企業と言われるいわゆる外資導入政策による企業の部分、それに伴いまして

1991 年に外商投資企業及び外国企業所得税法がつくられまして、1992 年に財務通則、あるいは改正前

の企業会計準則がこの段階で設置されました。 
 15 年という年月の経済環境の変化、あるいは中国国内の状況の変化を受けて、近年、新企業会計準

則、2007 年から中国における上場企業に適用され、それ以外の企業さんに対しても、外商投資企業を

含む企業に対してもその適用が推奨されております。あるいは、企業所得税法に関しましても、従来、

外商投資企業に対する企業所得税法と中国国内に対する企業所得税法がそれぞれ適用されていたもの

が統合されてきたという形になっております。 
 ここで御説明をさせていただきたいのは、財務通則というものがございます。これも細かな話なん

ですけれども、どういったものなのか申し上げさせていただきますと、基本的に中国におきましては、

国有企業、外商投資企業、民営企業といったものが経済の一部もしくは多くを占めているんですが、

それ以外に国有単位、そもそも国有企業、国営企業と呼ばれていますように、いわゆる企業でない経

済単位というのが存在するんですね。もしくは、国有機関という部分を含めてもいいかもしれません。

そういった機関に対しましては、企業会計準則というものの適用というよりは、より一般的な──内容

的にはよく似ているとも言えなくはないんですが──会計ですとか現金管理、そういったものを定めた

ものですが、そういった形で財務通則のほうがより広く適用されるものという形で御理解をいただき

たいと思います。 
 そういう意味では、当初定められていたものが近年の状況の変化によって再度修正されつつある。

その中の一部には、上場会社内部統制指針という形で、Sarbanes-Oxley とか、日本でいうところの金融

証券取引法、Ｊ－ＳＯＸと呼ばれるものかもしれませんけれども、そういった形のものを中国も導入

していきました。2006 年、上海証券取引所、シンセン証券取引所、それぞれにおいて上場会社さんに

関しましては内部統制にかかる指針という形で通知として出ていまして、そういった形のものを適用

しなければいけない。ただ、実務上はまだ適用はされていませんが、そういった形の流れになってい

ます。 
 中国の概況を御説明をさせていただきますが、まず中国の税収の状況ということです。ここで１点
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御説明を補足させていただきますと、こちらのほうは先ほど御説明させていただいた輸出増値税還付

前です。全体収入と御理解いただきたいんですけれども、全体収入という意味でいきますと４兆 9,449
億円、2003 年からすべて 20％以上の税収の伸びということで、2003 年が 2 兆元ですので、４年で 2.5
倍に税収が伸びているという形で、もしこの金額をそのまま換算しますと、日本の税収とほぼ変わら

ないぐらいの税収になっているということで、中国の税収は物すごい勢いで増えているということで

す。 
 こちらがその税収の内訳ということで、先ほど御説明をさせていただきました増値税が非常に大き

いという形になっております。さらに注目をしていただくとしますと、企業所得税、こちらのほうは

2007 年ということでございますので、外商投資企業と内資企業に対する税制が区分されておりますの

で、ここで言うところの企業所得税といいますのは内資企業に対する企業所得税ということです。外

商投資企業はその他に含まれております。2006 年度、2007 年度と企業の業績がかなりよくなってきま

して、中国国内の企業の税収が非常に増えて、今後も増えていくという形になると思います。 
 その中で、2007 年度に特徴的な部分は何かと申し上げますと、実は印花税（印紙税）です。この印

花税といいますのが 4.6％ですから約 2,500 億元ということで、日本円にしますと４兆円です。なぜ特

徴的なのかといいますと、2006 年度の印花税収入といいますのは、日本円で数百億円しかなかったん

です。なぜ増えたんですかといいますと、証券取引にかかわる印花税の課税、この１点だけで４兆円

になったんです。これが中国を物語っています。税収に困りました、じゃ証券取引に印花税を課税し

ますとやったら４兆円です。そういう意味でいきますと、個人所得税もこれからそういった課税強化

をすれば出てきますし、中国増値税という意味でいきますと、中国の増値税自身は変わらないんです

けれども、輸出増値税還付率を引き下げますというだけでまた数兆円、もしくは数十兆円になるかも

しれませんが、そういった形の税収があるということで、中国の経済を背景とした段階では、政策的

にいろいろなことができるというのが中国の税収の状況になっているということが言えます。 
 その次に、概要としましては、米国、日本、中国、上海という形で比較をしています。日本円ベー

スでは、ＧＤＰでいきますと、米国が 1,375 兆円、日本が 512 兆円、中国が 381 兆円、上海は 20 兆円

ぐらいということで約 20 分の１なんですね。中国は 33 省ぐらいございまして、そういう意味では平

均よりも上海のほうが大きい。税収の部分ですが、日本は地方税を合わせますと結構な税収になりま

す。中国は 68.2 兆円ということで非常に大きくなってきています。 
 ＧＤＰに関しましては、皆さん御存じでいらっしゃいますように、いろいろなはかり方があります。

例えば購買力平価でいきますと、中国のＧＤＰは既に日本を抜いて、世界で２位、あるいはＥＵを１

つの国として見ますと、中国は３位と言われています。内閣府資料、中国、上海統計資料ではこうい

う形になっています。先ほどお話しさせていただいたように、税収が毎年 20％ずつ伸びているという

意味でいいますと、よほど社会的な変化がない限り、来年もしくは再来年には日本の税収に追いつい

て、日本の税収を抜くということは間違いないという状況です。 
 それでは、税収の概要の中でほかにどういった税目があるかということですが、全体の税目は 22
項目ございます。あと、非税財政収入という形で定められております。 
 では、外商投資企業に関してはどういった形の税制の適用が行われるかということですが、内資企

業と外資企業ではやはり適用に相違がございまして、すべてで 15 項目、プラス関税がございますので、

15 プラス１ということで 16 項目の適用が行われています。 
 この中で特徴的なのは、まず企業所得税法というのが、去年まで外商投資企業所得税法という形で

いわゆるＦＥＩＴ（Foreign investment Enterprise Income Tax）という形のものが、企業所得税法という
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形で内資と外資の税制が統合されたというのがまず１点でございます。それと同時に、都市土地使用

税というものが去年より課税されています。 
 この内資企業に適用されるものと外商投資企業に適用されるものの相違はどういうものなのかとい

う部分を簡単に御説明させていただきます。 
 都市土地使用税が今までは外商投資企業に適用がされていなかったというのが一番典型なんです

が、従来の内資といいますか、全体の税制の中におきまして、農業用の税金ですね、牧業税ですとか

農業税、あるいは資産関係、主に土地ですが、もしくは固定資産という形で、固定資産税とか耕地占

有税とか都市保護建設税といいます農業及び資産関係の税制に関しましては、中国におきましては極

めて古い税制である場合が多いです。中国の建国は 1949 年ですが、その建国以降、1950 年代に創設

された税制が多い。その税制に関しましては、現在の状況に合っていない。さらに、一部に関しまし

ては、内資企業と外資企業それぞれに別々の税制を適用する。具体的にいいますと、房産税と都市建

物土地税、こういったものは、房産税は内資企業に、都市建物土地税は外商投資企業にということで、

実質的には同じものだったりするんですね。そういった意味で、資産関係の税制及び農業関係の税制

といいますのは、まず古いこと、状況に合っていないということと、あと内資と外資との区分適用が

あるということで、外資には適用がないということで、特に外商投資企業に対する優遇ということを

考えたというよりは、税制の調整、今後統合されていくという形になると思いますので、そういった

形を踏まえて適用がされていなかったということです。 
 さらに、税制のトピックということで御説明をさせていただきますと、企業所得税統一ということ

があったり、あるいは個人所得税利息源泉徴収の低減ということで、従来利子に換算して 20％課税さ

れていたんですけれども、そちらを５％ということで、住宅ですとか証券ですとかそういったものに

対する投資を抑制しよう、銀行で貯蓄という形がより望ましく、経済の加熱を防止するということで

５％にされました。あるいは、個人所得税の基礎控除額の増加ということで、中国の個人に対して、

こちらのほうは内国人の方に対してですが、内国人に対する税制負担の低減ですとか、中国の方の収

入が上がっておりますので、そういった方に対して高い基礎控除を認めるということで、今後もます

ますこの部分は上がっていくかもしれませんが、そういうような形でやっております。 
 それから、営業税、これは細かな話になるんですけれども、国外に対する利息送金に対して従来課

税されていなかったんですが、2006 年から課税されています。あと、印紙税というものに関しまして、

電子文書についても 2006 年 11 月 27 日より課税されています。 
 ここで、印紙税に関しまして少し御説明をさせていただきますと、日本では国外作成文書というこ

とで、日本の課税権が行使される範囲以外の地域で作成された課税文書に関しましては、課税文書と

は言えないかもしれませんけれども、印紙税を添付されないという形だと思うんですが、中国におき

ましては、作成地がどこであるかということは適用の基準にはならないです。中国におきましては、

その文書が中国における法律の保護を受けるためには印紙を張らなければいけないという形で、作成

地ではなくて、中国法の適用を受ける文書なのかどうかということで、その印紙税の貼付義務が決ま

ってくるというところに注意する必要があります。 
 概要の説明は以上で、これから 2008 年１月１日より適用されております中国の新企業所得税法とい

う部分の説明に入らせていただきたいと思います。 
 その説明に入らせていただく前に、従来の企業所得税法とはどういうものであったのかというとこ

ろを簡単に御説明させていただきたいと思います。 
 従来は、外商投資企業に対する税制と内資企業に対する税制が区分されていました。外商投資企業
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に関しましては全 30 条の税制、それに対して内資企業は全 20 条の税制でございました。その 10 条の

差は何かといいますと、主に外商投資企業に関しましては優遇税制が与えられておりましたので、そ

の優遇税制の差であったという形でございます。ちなみに、新企業所得税法になりまして、新企業所

得税法自身は全部で 60 条ということで、一気に３倍になったという形になっております。 
 それでは、従来の優遇税制はどういうものでしたかということですが、従来の優遇税制は５つでご

ざいまして、まず１つは低税率優遇税制です。これはどういうものかといいますと、よく経済特区で

すとか、あるいは地域では海南島ですとか上海浦東地域ですとか、そういったところに関しましては

税率が低い優遇税率を受けていました。それから、２、定期減免優遇税制、これはいわゆる２免３減

という形で、課税所得を計上されてから２年間免税、３年間半減税という形のものです。３、企業の

性質による優遇税制、これには主に２つございまして、輸出企業低減税率というものですとか先進技

術企業認定というものですとか、そういった形のものです。４、再投資税額還付といいますのは、中

国の企業から計上した利益を日本ですとか本国に持って帰らずにそのまま再投資したという場合に

は、その再投資に対応する税額、支払った税額の 40％とかあるいは 100％還付しましょうという税制

でございます。５、配当源泉免税といいますのは、中国で獲得した利益を外商投資企業が海外に送金

する場合に関しましては、中国における源泉徴収を行いませんということでございます。 
 こちらのほうは既に 2007 年で終わっていますので、なぜ説明するんですかというお話なんですけれ

ども、こちらのほうはそれぞれ経過措置というものがございまして、今後 2008 年から一定期間、この

部分の適用関係というものにむしろ注意しなければいけないということでございますので、あえてこ

ちらのほうで御説明をさせていただいております。優遇税制の経過措置といいますのは、後ほど個別

の内容で御説明させていただくことにいたしまして、新企業所得税法の内容の説明に入らせていただ

きたいと思います。 
 まず、新企業所得税法の概要です。納税義務者と税率ということですが、まず納税義務者に関して

は、日本あるいは他国と同じような形で、内国企業と非内国企業という形に分かれています。内国企

業といいますのは、いわゆる国際税務で言うところの居住者的な形で、内国企業に関しましてはすべ

て国内源泉及び国外源泉、すなわち全世界所得に関して中国で税金を納めなければいけない。非内国

企業という分類に関しましては、いわゆる非居住者という形でございまして、当該機構・場所に帰属

する国内源泉所得及び国外源泉所得についてのみ税金を納める。そういう意味でいきますと、そこの

機構が中国国内に存在する機構ですとか、中国国内に機構が存在しない場合は中国国内の源泉ですね、

そういったものと関係ない所得に関しては税金を納める必要はないですよという形の形態でございま

す。 
 ここで１点、従来の企業所得税法から変更された箇所がございまして、それはどこかといいますと、

物理的な管理機構が中国国内にある企業というところでございます。従来はこの規定がありませんで

した。これが今回 2008 年からの企業所得税に含まれています。これはどういうものかといいますと、

一番典型的な例は、皆様御存じでいらっしゃいますように、中国は最近海外上場企業が増えています。

やはりインターネット関係の企業が多いんですけれども、例えば百度（バイドゥ）と呼ばれるところ

ですとか、あるいはソフ・コムと呼ばれるところですとか、あるいは日本上場を図られていますアジ

ア・メディアですとか、あるいはヘラクレスに申請されていったん申請を中断されましたけれども、

ナインユーさんですとか、そういった企業さんが一番典型的な例でして、そういった企業さんはどう

いう形をされていらっしゃるかといいますと、オペレーション自身は中国国内にあります。ただ、中

国国内の企業が海外に上場する場合には証券業監督管理委員会というところの批准が必要になりまし
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て、それを得るのが非常に難しいんです。現段階で海外上場に関しましてもこの部分の関係があると

いうことで少し難しくなっているかもしれませんけれども、それは別としまして、そういう意味でい

きますと中国国内のオペレーションで海外上場される場合は、ほぼ海外に親会社をつくられます。そ

の親会社に対して持ち分を移転されて、その会社さんが上場されるというのがほぼすべての形でして、

そういった場合に、例えばケイマンですとかそれ以外の第三国に親会社さんをつくられましてナスダ

ックとかに上場される。 
 そういった場合に、従来この内国企業におけます管理機構が中国国内にある企業が、内国企業でな

ければ外国企業になってしまうんです。そういった場合には、国外源泉所得、どういった国外源泉所

得があるかという議論はありますけれども、国外源泉所得に関して中国において課税ができない。な

ぜならば、バイドゥさんにしてもソフ・コムさんにしても、基本的には登記は外国の企業ですけれど

も、実質的な管理場所といいますのは、その内資企業に付随して中国国内に存在しているんですね。

したがいまして、そういった企業に対する課税権というのをより一般的に行使する。さらに、それは

国際税務上ではある意味で基礎的な概念ですので、その意味でいきますと、海外からのそれに対する

反発もむしろないということで、今回この規定が入っているということです。 
 税率につきましては 25％になっています。非内国企業さんの利息とか配当の支払い、そういったも

のに関しましては、いわゆる源泉徴収ということで、中国国内に機構が存在しませんので、支払いを

する際に、日本と同じと思いますけれども、税率として 20％、配当については先ほど御説明させてい

ただいておりますように、免税規定がなくなりました。従来は免税でした。ただ、今回の新企業所得

税法の中では免税規定はなくなったという形になっております。 
 ここで御説明をさらに補足させていただきますのは、この税率 25％というところですが、こちらに

関しましては、日本におけます低税率国という形で、タックスヘイブン税制の適用の可能性が出てき

ます。したがいまして、今後中国におきまして企業の活動にかかわる実態のない会社さん、もしくは

投資性の会社さんに関しましてはタックスヘイブン税制の適用が行われる可能性が高いという形にな

ります。具体的には、中国におけます投資性会社、中国ではいわゆる傘型企業と呼ばれる企業さんと

か、あるいは関連企業間取引を 50％超されていらっしゃる企業さん、そういった企業さんに関しまし

ては、今後日本におけるタックスヘイブン税制適用の可能性が高くなってきます。 
 続けて概要の説明をさせていただきますけれども、まず１点目は課税年度です。課税年度はすべて

１月１日から 12 月 31 日ということで、税法上それ以外のものは基本的には認められないという形に

なっております。５月 31 日までに申告及び納税をします。その次に、損失の繰り越しですが、こちら

は税務上の損失の繰越期間は５年ということで、従来の税制も今回の税制も変わっていません。 
 次に、新企業税制における優遇税制にはどういうものがありますかという概略を御説明させていた

だきます。 
 まず最初に、小型少額利益企業税率ということで、比較的規模が小さくて、課税所得が 30 万元以下

の企業さんに関しては税率が 20％という形です。中国で比較的規模が小さいと言われましても、それ

ほど規模が小さいということではない。100 人とか 80 人で資産総額が 3,000 万元以下ということです

ので、４億 5,000 万円とか１億 5,000 万ということでそれほど小さくはないということです。 
 さらに、高度新技術企業ということで、先進技術企業、そういった企業に関しましては 15％の税率

になっているという形でございます。ここで技術企業なんですけれども、見ていただきましたら分か

りますように、科学技術部門ですとか財政部門、あるいは税務主管部門ということで、非常に複雑な

認定手続が必要になる可能性があります。まだ実務は固まっていないんですけれども、可能性がある
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ということで、こちらの認定を受けるのは手続としては比較的複雑になってくるだろうと考えられて

います。 
 次に、減免税項目でございますけれども、これ以降のページもそうですが、基本的には中国の現段

階の政策を如実にあらわしているという形でございまして、例えば農業あるいはインフラ、あるいは

環境保護、あるいは技術、あるいは社会安定、雇用の保障ですとかそういったものに対して優遇税制

を与えて、政策的にそういった方向を推し進めていこうという形になっています。これは基本的には

すべてその形でして、それぞれに与えられるものは減免税項目であったり、あるいは費用の増額計上

であったり、あるいは税額控除方式であったり、加速償却であったり、あるいは免税収入、税額控除

というような形で、その手続は技術的には異なりますけれども、基本的にはその方法といいますのは、

先ほど御説明させていただいた技術、環境あるいはエネルギー、そういった中国の重点政策方法に沿

った優遇税制が与えられています。そういう意味でいいますと、外資導入といいますのは既に中国の

重点政策ではなくったということが言えるかもしれません。 
 税制にかかわる部分の概要説明を続けさせていただきます。まず、固定資産ですが、固定資産の計

上というもので意義としましては、企業が製品生産、役務提供、リースまたは経営管理のために保有

する使用期間が 12 カ月を超える非貨幣性資産という形になります。償却方法は定額法または生産高比

例法という形で、定率法などというのは税務上は認められない。減価償却期間、最低耐用年数に関し

ましては、建物 20 年、機械設備 10 年、器具工具５年、車両４年、電子設備３年ということで、税務

上の償却期間というのは非常にシンプルです。 
 これはどういうふうな変化があったのかという部分になるんですけれども、従来は 2,000 元以上と

いう基準がありました。2,000 元を上回るものに関しては固定資産として計上しなければならない。具

体的にいいますと、中国の場合、税務上、携帯電話も大体 2,000 元以上しますので、携帯電話１つも

固定資産としての計上をしなければいけなかったんです。非常に面倒でした。それが 2,000 元という

ものがなくなりましたので、そういう意味では固定資産計上の必要性というのはかなり下がったとい

うことで、その意味では事務的にはかなり負担が減りました。あともう１点、従来は取得価格が 10％
という形で決まっていましたが、それが廃除されたということで、企業会計の観点からの残存価額の

認識といいますものが企業さんの立場に移った。税務局が指定するのではなくて、企業さんが自ら合

理的に見積もって残存価額を決定する。ただし、みだりに変更することは認められません。 
 ここだけで具体的な話をさせていただきますと、減価償却期間というのは非常にシンプルなんです

が、従来はもっとシンプルでした。車両、電気設備というのは認められませんでして、20 年、10 年、

５年だったんです。それが２つ増えたということで、実態を多少あらわすようになったということと、

あともう１つは、残存価額の 10％というのは、従来内資企業に関しては５％でした。外資企業が 10
％残さないといけない。内資企業は５％と。内資企業に関してはその５％というのは、いったん２年

ほど前に撤廃されています。ただ、そうすると税務局が管理をしにくいということで、その５％とい

うのはもう一回復帰しています。そういう意味でいいますと、今回、中国新企業所得税法になりまし

て、残存価額はいったん廃止されましたけれども、またその部分が５％に戻ってくるという可能性は

高いのではないか。行政手続上、そういうふうに考えております。 
 次に、無形資産というところですが、これは 10 年以上ということです。あと、外部購入営業権支出、

こちらのほうに関しましては償却が認められない。営業譲渡、または清算時まで損金算入不可という

ことで、そういう意味でいきますと、企業会計上償却はしないというのが企業会計準則では出てきま

す。   出てくると思いますけれども、減損の適用というのが片やあると思います。そういった意
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味で、減損の適用を行ったとしても、税務上は企業として処理をすることができないというところが

少し問題になる可能性があるのかなと認識しております。 
 あと、これも中国の個別の話になりますけれども、中国におきましては従来、税務及び企業会計上、

開業準備費用というのがありました。具体的にいいますと、設立企業が設立をしまして、第１回目の

領収書発行──税務上、領収書といいますのは、中国では税務局が作成したものということで完全に決

まっておりますので、そういった領収書を発行するまでは一切費用計上というのは認められませんで

して、すべて開業準備費に資産計上されていました。その資産計上されていたものが５年間にわたっ

て税務上償却されるという形だったんですけれども、今回その規定がないということと、企業会計準

則上もそういった開業準備費の規定がありませんので、今後その開業準備費の取り扱いは、日本とか

他国と同じような形で、会社設立以降も費用が発生した場合には費用計上するという形の方向になる

可能性が高いと考えられます。 
 その次に、各種支出ということで、こちらのほうは資料を見ていただく形で、それぞれに損金算入

限度額が存在しています。福利費、工会計費──工会計費というのは、日本で言うところの一種の労働

組合に近い形ですが、従業員組合ですね。それから、交際費の部分、あるいは広告宣伝費ということ

で、それぞれに費用の計上限度額が設けられております。 
 その次に、先ほどの優遇税制の経過措置に戻らせていただきまして、先ほどの優遇税制という形で

５つございます。これがそれぞれどういうふうになりますかという御説明をさせていただきたいと思

います。 
 まず最初に、１、低税率優遇税制の対応につきましては、従来 15％の税率を適用していました。最

初に企業所得税法施行後５年以内ということで、2008 年からですので、2008 年から 2012 年にわたっ

て段階的に調整が行われますという形になっております。その段階的調整といいますのはどういうも

のかと申し上げますと、従来 15％の適用を受けていらっしゃった主に経済特区、あるいは上海の浦東

地区、そういった地域に関しましては、今年は 18％、来年 20％、22、24、25％という形で調整が行わ

れます。従来 24％でしたというところは今年から 25％ということで、１％上昇するという形になって

おります。こちらのほうが低税率優遇税制にかかわる経過措置です。 
 次に、２、定期減免優遇税制というものにかかわる経過措置とはどういうふうになっているかと申

しますと、企業所得税法施行後、優遇期間、最長 10 年ですが、それが満了していないものについては

継続して適用を受けることができるということで、２免３減のところに関しましては、その２免３減

の適用期間が終わるまで従来と同じように適用を受けることができますという形になっています。た

だし、遅くとも 2008 年、今年から計算を開始しないといけない。具体的に申し上げますと、赤字でま

だ課税所得を計上されていらっしゃらない会社さんに関しても、2008 年度から適用は開始しないとい

けないです。ですので、もし２免３減という形で５年でいらっしゃいますと、2012 年の段階で課税所

得を計上されていなければその段階で終わってしまいますよという形になっております。 
 次に、３、企業の性質による優遇税制というのはどういう形になりますかということですが、まず

輸出企業減税に関しましては今回の改正でなくなりました。次に、先進技術企業に関しましても、今

回の税制ではなくなりました。ただし、今回の税制におきましても、高新技術企業という認定、新税

法上の認定がございますので、そういった意味では、従来想定されていました先進技術企業というの

はなくなりましたけれども、今回の税制は今回の税制で新たな技術企業が認められますので、そうい

った意味でいきますと、今度は新たに再度申請をしなければいけない。従来の資格はそのまま引き継

がれるわけではなくて、いったん廃止されまして、今度は今度で申請する必要があるという形になり
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ます。 
 具体的にはこちらのほうの申請というのは非常に難しいんですね。中国におきましては、実務的に

は税務師事務所というものがございまして、日本で言うところの税理士事務所になるかもしれません

けれども、税務師事務所として基本的に影響力をお持ちのところは、税務局の局長さん、あるいは財

政局の局長さん、そういった方が天下りというような形でつくられているところがほとんどです。そ

ういったところがこういった申請を通しています。その際にその税額が低減された部分の例えば 10
％、20％というのが報酬の方針になっておりまして、その動きがかなり始まっております。それは非

常に地域的な場合が多いですので、北京は北京、上海は上海という形で、そこはかなり地域的な形で

それぞれの税務上の関係者が動いているというのが現段階の状況です。 
 その次に、４、再投資税額還付という部分です。こちらに関しましては、2007 年 12 月 31 日までに

再投資を行って、その再投資を工商行政管理登記ということで、日本で言うところの法務登記という

形ですが、そういったものが終わっているところに関しては再投資税額還付を認めましょう、それ以

外に関しては一律廃止という形になりました。 
 次に、５、配当源泉免税というところです。外商投資企業が獲得した利益を中国国外に配当する場

合は、2008 年１月１日以前に獲得した利益については、いつ送ったとしてもその部分に関しましては

免税の適用を認めますと。2008 年度以降に獲得した利益に関しては、送った段階で課税ですよと。基

本的には 10％課税、優遇税制の適用が租税条約、例えば日中租税条約ですとか、そういった形での優

遇税制、低減税率の適用がありますので、基本的には原則税率は 20％ですが、源泉徴収税率というの

は 10％という形で適用されます。 
 この中で個別に御説明をさせていただいたほうがいいところは、戻りまして、１と２の低税率優遇

税制と定期減免優遇税制の両方です。中国におきましては、みなし外国税額控除といいますのが認め

られています。現段階で日本がみなし外国税額控除を認めている国は９カ国ぐらいあると思います。

ただ、日本としましては、みなし外国税額控除といいますのは順次解消していこうという形です。中

国は、そのうちの１つの国です。今回税制が変わります。基本的には税制が変わるということは、祖

税条約において想定されているみなし外国税額控除対象税法ではなくなるわけです。従来でいいます

と、ＦＥＩＴという外商投資企業及び外国企業所得税法といいますものが、日中租税条約でいいます

と、日中租税条約交換公文の中に規定されることによって、みなし間接外国税額控除が認められると

いう形でございますので、その税制が変わってくる。 
 それでは、この経過措置に対してみなし間接外国税額控除が認められますかという議論があるわけ

です。こちらのほうに関しましては、日本政府としましては、みなし廃止の方向で、具体的にいいま

すと、一昨年改正されました日印租税条約におきましてもみなし外国税額控除を廃止していますし、

中国におきましても今後みなし外国税額控除廃止の方向は変わらないといいますか、日本政府として

は強く主張しています。ただ、その改正もしくは交換公文の作成が行われない段階におきましては、

たとえ税法が変わったとしても、優遇政策の根拠法令が従来の法令であるということをもって、日本

の国税当局としましても、このみなし外国税額控除を認めないわけにはいかないだろうといいますの

が今の日本の国税さんの考えです。実際に適用がどうなるかというのはむしろ政治的な話です。なぜ

ならば、租税条約の改正ですとか交換公文の作成といいますのは、政治、立法に伴うものですので、

行政とは違いますので、そういう意味で国税さんとしましてはそこまで踏み込めないんですけれども、

ただ、今の状況でいくならば、みなし外国税額控除の適用を認めざるを得ないだろうという見解でご

ざいます。 
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 あと、定期減免優遇税制は、税法に従った定期減免優遇税制なんですね。ただ、多くの企業さんは、

中国の国家法令ではなくて、地方レベルでその優遇税制を認められてきました。具体的には、半導体

の会社さん、あるいはそれ以外の会社さんもそうですが、国の想定する優遇税制以外に地方がたくさ

ん優遇税制を与えるんですね。それに関しましてはどうなりますかというお話が次に出てまいります。

そちらに関しましては、基本的にはこの経過措置といいますもの、国家の法令で認められております

優遇税制以外の優遇税制といいますのは一切廃止ですので、そういう意味では基本的には認められな

いという形になります。ただ、それを前提として従来地方で認められていたものに関しましては、先

ほど御説明をさせていただいておりますような新税法に伴う優遇税制の適用といいますのを、企業さ

んも恐らくそれを申請されるでしょうし、地方政府としてもそれをサポートする方向は変わらないと

思いますので、恐らくこの部分に関しましては、いったん廃止という形になりますけれども、それと

は別に新税法に基づく優遇税制の適用がスムーズに行われる場合とスムーズに行われない場合がある

かもしれませんが、基本的にはそのような方向で流れていくのではないかと考えています。 
 その次に参りまして、先ほど御説明させていただいておりましたみなし外国税額控除が廃止の方向

にあります。もしくは認められなくなります。それでは、どういった動きが発生してくる可能性があ

りますかという部分のお話をさせていただきたいと思います。 
 従来、中国の税制は、一番最初に御説明させていただいておりますように、外商投資企業及び外国

企業所得税法といいますのは 1991 年に作成されています。従来の外商投資企業です。それ以前は、中

外合資経営企業所得税法という形の、それ以前の中国の外商投資企業にかかる税制がありました。そ

れが 1991 年に改正されました。それで、去年までの税制になったわけですが、その際には 1991 年に

日中租税条約交換公文が作成されています。ですので、改正をすると同時に交換公文が作成されると

いうことで、一般的には、当然税制が変わることによって修正もしくは交換公文の作成をしなければ、

課税関係が空白といいますか、少し不明瞭になりますので、その部分に関しましては、当然お互いの

課税当局あるいは政府間でその調整をするというのが一般的な形だと思います。 
 ただ、今回は、先ほど御説明させていただいておりますように、日中それぞれの思惑が異なるんで

すね。中国側としましては、今回の中国側の農業とか環境保全、あるいは技術、あるいは社会安定、

そういったものに対して与えた減免政策は、当然日本で優遇税制を認めてくれと。なぜならば、それ

によって中国は豊かになるじゃないですか、日本も豊かになるじゃないですか、税収が上がるじゃな

いですかという話をされる。さらに、中国は政治的には従来の国家賠償がなかったですねというとこ

ろのお話もしますので、そういった部分があります。片や日本側からすれば、もうそういった時期で

はないでしょうと。先進国が発展途上国に対してみなし外国税額控除を認めるという観念はもう既に

ないんじゃないですかという話をするということで、そこで思惑が違うということでなかなか日中租

税条約の改正もしくは交換公文の作成は進みにくいという状況がまず前提にあります。 
 その前提を踏まえた上でも、将来的には交換公文の作成が予想されまして、外国税額控除は将来的

には削除されるだろう、方向としましてはそういう方向です。そういうタイムスケジュールで見ます

とどういうようなことが言えるかといいますと、まず最初に、2006 年に中国・香港間で租税条約──
租税条約というふうには呼べないですね。片や国ではありませんので、主権は統一ですので、２国間

の取り扱い、二重課税と租税回避の防止に関する取り扱いというものが結ばれています。この中で配

当源泉徴収税率は５％です。利息源泉徴収税率は７％です。一般の優遇税率は 10％ですので、香港に

対してはかなりの優遇税制を与えたという形になっております。その後、2008 年、中国企業所得税改

正によりまして優遇税制が廃止されました。さらに、それに伴ってみなし間接外国税額控除の適用が
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なくなるという形であったり、あるいは配当免税がなくなったという形になっております。３番目に、

先ほど御説明させていただいたような形で、日本としましてもみなし間接外国税額は認められなくな

るだろうという形になります。 
 それがどういうことが言えますかということですが、結論部分だけお話しさせていただくことにな

りますけれども、みなし外国税額控除というのは日本にとってはいずれにしてもなくなるということ

です。これはどういうことを意味するかといいますと、投資といいますのは、投資を回収することを

もって初めて投資が完了しますので、そういう意味でいきますと、中国投資といいますのは、中国投

資をしてそれを回収するということをもって初めて投資というわけです。その投資を行うに際して従

来はどういう形であったかといいますと、投資をしました、配当をもらいました、配当をもらった場

合にはみなし外国税額控除というのがたくさんありますので、日本で税金がかからなかったわけです。

100 を投資しました、200 を回収しましたという形で、100 利益を上げた場合には、その 100 に対して

は日本では税金がかからなかったわけです。要は、日本国内でほかの国に投資するよりも、中国に投

資したほうが日本の会社さんとしては得だったわけです。ですから、中国に投資をする。さらに、直

接投資というのが一番得だったわけです。 
 ただ、みなし直接、みなし間接ともになんですが、このみなし外国税額控除といいますのがなくな

るとどうなるかといいますと、それを投資して回収すると、日本で税金が課税されると言うと変です

が、日本と同じいわゆる全世界所得課税ということで、今まで享受されてきたメリットがなくなるわ

けです。その段階ではどういうような形になるかといいますと、基本的には先ほど御説明させていた

だいておりますように、中国から配当もしくはロイヤリティーでもいいんですが、それを送金する際

に中国国内で源泉徴収されるわけですが、その源泉徴収税率が日本に送るよりも香港に送ったほうが

安いんですね。もちろん日本から見れば、香港の会社さんに対するタックスヘイブン税制の適用があ

りますから、そのタックスヘイブン税制の適用が行われていれば、日本にとってメリットはないんで

すが、タックスヘイブン税制の適用がないという前提においては、香港を経由して投資するほうが税

負担が最終的に下がるという形になるんですね。 
 具体的に申し上げますと、よくチャイナプラスワンという形で言われることが多いと思いますけれ

ども、中国で獲得した利益をアジアに投資される場合には、香港に地域統括会社(リージョナル・ヘッ

ドクオーター)を置いたほうが税負担が下がるという形を、中国は税制の仕組みとして──香港はある

意味で自国ですので──つくっているんですね。これを受けまして、現段階で一定の数の日本企業さん

が香港に対して、日本でいけばいわゆる株式移転方式といいますか、現物出資ですね、そういう形で

移転をされつつある。もちろんタックスヘイブン税制との絡みがありますので、それがすべて進むと

いうことはなかなかないと思いますが、ただ、私の認識では、この３年以内に３分の１から４分の１

の会社さんでその検討はされますし、その多くがそういった形でリージョナル・ヘッドクオーターを

香港に置かれる可能性が高いのではないかと認識しております。その場合は、海外での株式移転にか

かわる中国での課税問題というのが発生しまして、その部分をどう処理するのかというのが我々の業

務になるんですけれども、そういったお話は既に出てきつつあります。今後かなりの数になってくる

だろうというのがこの流れでございます。 
 その次に、また戻りまして概要の説明のところで、租税回避行為否認規定の導入ということで、タ

ックスアレンジメントに関しては課税権の調整があるということでございます。 
 ここで１点補足をさせていただきますと、中国におきましては、従来、時価課税という概念はなか

ったんです。時価による適正価格における課税というものが存在していなかったんです。ただ、今回、
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中国の企業所得税法実施条例の第 13 条におきまして、非貨幣性資産にかかわる時価課税、いわゆる公

正価値による課税所得認識といいますのが定められまして、これはとりわけリストラクチャリングの

際のお話になるんですが、日本の会社さんの多くがいわゆる営業権の認定課税というのはないんです

かというお話をずっとされているんですね。それに対して我々が、ないですというお話をずっとして

ました。課税当局に確認してもないと言いますし、税法上もないですからなかったんですけれども、

今回 2008 年から出てきたということで、時価課税が始まりました。時価課税を担保するのがこの租税

回避行為の課税権調整です。なぜならば、非貨幣性資産に対して時価課税として、貨幣性資産、要は

対価が貨幣である限りにおいては、法令上は時価課税というのが適用できないんですね。それを担保

するのがこの租税回避行為否認規定で、それだけではないですけれども、そういうような形になって

おります。 
 次に、移転価格税制というところです。こちらは日本と同じですので、簡単に見ていきます。ポイ

ントとしましては、こちらは正式な形です。いわゆる議論を尽くした形です。議論を尽くさない形が

ございまして、それは何かといいますと査定利益率課税です。査定利益率課税というのは乱暴な方法

だとよく言われるんですけれども、ただ、課税当局もしくは行政学からいいますと、行政の立場から

費用と効率の関係からいけば、査定利益率というのが一番有効な方法です。そういう意味でいいます

と、こういった形の一方で、査定利益率課税に関しましても中国は今回非常に整備をしました。 
 どういう形になっているかといいますと、まず移転価格調査を受けた関連企業に関しても税務資料

の提供義務を法律上定めました。その会社だけではなくて、関連当事者さんも全部資料を出さないと

だめですよと。そういった資料の中に不備、あるいは合理的でない、あるいは十分に立証できない資

料があった場合には、査定利益率というのを認めた。査定利益率の方法は幾つかあるんですが、その

うちの一番一般的なものが、同類企業、同類業種の平均利益率というのを使って査定を行うという形

です。 
 これは背景はどういうことがあるかといいますと、中国は移転価格に非常に力を入れていまして、

1990 年代後半にどういうことをやったかといいますと、企業グループ、例えば大手家電メーカーさん

ですが、そういったところを１社やりまして、そこを中国全土で一斉に移転価格調査をする。それに

よって全部を調べれば移転価格の調整ができるんじゃないかと思われたんですね。結果はどうであっ

たかといいますと、１社なんですけれども、つくられているものがばらばらなんです。そうすると、

個別の議論を全部でやらないといけない。大手家電メーカーさんですから、当然、移転価格に対する

知識も豊富ですし、なかなか進まなかった。これに５年、10 年かかったんです。これはたまらないと

いうことでどういうふうに方向転換されたかというと、具体的にいいますと事務機器メーカーさんで

すが、両方とも日本です。今度はそういった業界に特化して、会社にかかわらず、業界の全部に税務

調査、移転価格調査をした。その中で、具体的には５％と言われていますけれども、利益率５％を下

回るものに関してはすべて調整をしていったというような形で、これは非常に大きな成果を生みまし

た。 
 そういった意味でいきますと、この移転価格税制に関しましてはそういった部分を十分に反映して、

今後は査定利益率課税の有効な活用、行政学的には有効な活用、及びその調整にかかわる効率化とい

うのを反映したということで、実務的には移転価格という意味では、中国から見ればかなり特化とい

いますか、法律を踏まえた形になったということが言えると思います。 
 それと同じような形で、さらにＡＰＡ（Advance Pricing Agreement)という形で、２国間ＡＰＡも使

っておりますし、今後ＡＰＡが強まります。さらに、コストコントリビューションアグリーメントと



- 15 -

いう形で共同開発を、それぞれの資金を出し合って、それぞれの資金で享受し合うという形で、企業

を経由させない形で、それぞれ明確に線引きをして共同で研究をしましょうという形で移転価格のリ

スクを下げるという形のＯＥＣＤのモデルですけれども、それも採用しました。これは Mr. 蘇   

という中国移転価格の父と呼ばれる方がいて、おととし引退したんですけれども、1983 年、中国にと

りましては租税条約で第１番目に結んだのが日本の租税条約なんですね。今は 88 カ国と結んでいます

から、日本の租税条約の数よりも多いんですが、蘇さんというのは、ＯＥＣＤモデルがお好きでして、

そういった意味でこの形を導入されたということです。 
 さらに、加算延滞金ということで、移転価格に関しまして、従来中国におきましては、移転価格の

調整額といいますものに関しましては、調整、追徴はしますけれども、延滞金といいますものは──
延滞金の課税の可能性はあったんですけれども、それ以外の罰金的な要素はなかった。ただ、今回そ

の部分に関しても罰金という形で、より企業さん側の移転価格調整にかかわる責任を重くしたという

形で、その部分でも担保がかかっているという形になります。 
 それ以外に、国際税務関係では、タックスヘイブン税制の適用という形で、日本のタックスヘイブ

ン税制のような形で、中国の場合には自国の 50％以下ということで、12.5％以下をタックスヘイブン

税制適用としています。それから、過小資本税制の適用といいますものも今回設けました。 
 それから、ロイヤリティー算定の留意点ということですが、これは企業所得税の規定ではないんで

すけれども、今後問題になってくる可能性がある部分ということで御説明させていただきます。 
 中国企業さんから中国国外に対してロイヤリティーを払う場合はどういうふうになっているかとい

いますと、従来ロイヤリティーの支払いに関しましては、その技術譲渡契約もしくは技術移転契約と

いいますものが、対外経済貿易部門というところの批准を必要としていました。その批准の必要がな

くなりまして届け出制になりました。これがどういうことを意味しているかといいますと、従来、税

務局ではない別の行政当局が批准を与えていたものに対して、中国の税務局がそれを税務上否認する

ということは非常にやりにくいことだったんですね。その部分がまず解消されました。さらに、現段

階では、従来ではたとえ１ドルでも外国に対してロイヤリティーを送る場合には、課税当局の納税証

明書、もしくは免税証明書が必要でした。それが数年前から、５万ドル未満に関しては納税証憑が必

要なくなったということになりまして、それは何が言えるかといいますと、税務調査が増えるという

ことです。なぜならば、従来は縦割りでなかなか税務局が口を出しにくかった。さらに、納税証明書

がそもそも必要だった。納税者が課税当局に来ていた。これが両方取っ払われたんですね。そうなる

と、そこは税務調査の正にポイントになってくるということで、今後ロイヤリティーの部分に関しま

しては税務調査のポイントになってくる。これは、日本での移転価格税制の高まりという部分もござ

いますので、お互いの観点から非常に問題になってくる。それがコストコントリビューションアグリ

ーメントだったり、それでは今後どうやっていきますかという議論になっていく。今後この議論は非

常に多くの企業さんにおいてなされてくるだろうと考えられます。 
 次に、タックスヘイブン税制適用の可能性、これは日本側からのタックスヘイブン税制適用の可能

性ですが、これは先ほど御説明させていただいたとおりでございます。 
 以上が企業所得税にかかわる部分でして、かなりさらっとなんですが、お話しさせていただきまし

た。残りの時間で会計上の部分ですね、会計上に関しましてもお話をさせていただきますと非常に長

くなるんですが、今回は主に税務上の実務的な部分のお話をさせていただきまして、会計上の部分は

補足的にさせていただきます。 
 会計上の部分に関しましては、先ほど御説明をさせていただいておりますように、会計制度としま
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しては、中国会計法というものがまずあります。これはどういうことかといいますと、国家機関、社

会団体、公司、企業、その他組織等の会計事務手続における経済管理関係を処理するものということ

で、国家統一の会計制度と言われるものの根本法令、中国における会計の最高規範というふうに言わ

れています。 
 これはどういうことかといいますと、正によく言われますように、会計制度といいますのは法令で

は定めにくい。経済活動を適時に反映していかないといけないということで、法令で定めることは非

常に少ないと思います。ただ、中国におきましては、会計法というものがあります。これは法令とし

てどういった背景から定められているかといいますと、そもそも国有企業さんが多い。そこで、企業

の経営の責任を持たれている方とその国有資産を管理される経理関係の方、財務関係の方の責任を分

割して、お互いに監視させることによって国有資産を保全させないといけない。そのためには法令に

よって権限と義務と責任を与えないといけないというのが背景で会計法という形で定めています。し

たがいまして、企業だけではなくて、国家機関ですとかすべてにおいて定められるということで、会

計に対する概念、もしくは構成が違うんですね。そこが御説明させていただきたい部分でございます。 
 そういう意味でいきますと、先ほどお話しさせていただいた現金管理条例、現金といいますのは、

企業の現金であったとしても、その管理責任は銀行側にあるという部分ですとか、あるいは税務上領

収書管理弁法ですけれども、税務署の発行した税務署の印鑑のある領収書以外を使って税務処理をし

てはいけないという規定ですとか、そういう意味で会計を支える実務面ではかなり特徴的な法令があ

るというのが中国の特徴になっております。 
 それから、国際会計基準統一という部分も簡単に触れさせていただきますと、2007 年１月から新企

業会計準則というものができまして、38 項目ありまして、大まかにざくっと言いますと、ＩＦＲＳと

ほぼ同じということです。ＩＦＲＳを中文に翻訳したという形です。主な相違点はほぼ２点でして、

固定資産の減損回復不可ということで、いったん減損した固定資産に関しては中国の新企業会計準則

上は戻せない。それ以外の棚卸し資産ですとかは価値が上がりますと戻せるんですが、固定資産に関

しては戻せないです。もう１つは、企業結合における持ち分プーリング法の適用可ということです。 
 38 項目はこういう形です。この下線部分が新企業会計準則で新たに公布された分です。それ以外の

分は従来の企業会計準則です。内容は変わっているんですが、従来から存在しておりました。下線部

分が今回の 2007 年１月１日からの企業会計準則です。 
 会計師制度を少し御説明いたしますと、中国公認会計師というのは 14 万人、業務会計師は７万人で、

非業務会計師、これは会計師事務所に所属されていない会計師さんが７万人います。ですので、業務

をされていない会計師さんも多い。上海における中国会計師は 14 万人というのは間違いで、1.4 万人

です。ということで、10 人に１人は上海にいるということです。業務会計師が 3,000 人、非業務会計

師が 9,600 人ということです。 
 中国の会計師業界さんは非常に危機感をお持ちでして、具体的にいいますと、中国ではＡ株、Ｂ株

とありまして、国際的に外貨で投資できるのはＢ株です。そのＢ株は、国際会計士事務所でないと監

査ができないというふうに定めました。それを中国政府は非常に失敗だったと言ってるんですね。な

ぜなら、自国の上場企業の自国内上場に対して、自国の会計師事務所が監査ができない。何のために

中国公認会計師がいるんですかという話ですね。香港の会計師がいます。米国の会計士がいます。も

しくはＡＣＣＡがいます。これをやってしまうと、中国の会計師協会というのは、これから会計戦争、

どこが基準をつくっていくのかというような形の会計戦争に巻き込まれた場合にはどうしようもない

ということで、何としても中国の会計師協会を強くしないといけないということで今非常に力を入れ
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ていらっしゃいます。 
 それでは、今どういった状況にあるかというと、実は日本も同じ部分が言えるのかなと私は個人的

には思っておりまして、中国と日本といいますのは、証券市場の問題もそうですし、証券市場を取り

巻くサービスに関しても今後ますます協力してやっていかないといけないだろうなと思っています。 
 そういった中で、中国にいらっしゃる日系企業さんにはどういうような問題が発生していますかと

いうことですが、基本的には経営環境の急激な変化に伴うリストラクチャリング、Ｍ＆Ａというのが

非常な勢いで増加しています。管理会計の重要性ということで、実際に管理ですね、今までは管理が

個別だったんですけれども、全体での管理、製造管理等経営効率化も問題になっておりまして、さら

に日本での連結報告の高まりということで、管理面の運用というのも非常に問題になっております。 
 その管理面の多くの部分といいますのが日本監査制度の厳格化というところで、在外子会社の会計

基準統一ですとか、あるいはＪ－ＳＯＸですとか、あるいは四半期レビューという部分、それから制

度面での複雑化、中国側から見ても移転価格税制、あるいは輸入課税価格申告、通関の問題ですね、

日本側から見てもそういうような形で問題になっています。 
 そういうことで、今後ますます制度面でのサポートといいますのが日本と中国という部分に必要に

なってくるというのが現段階の状況でございます。 
 それでは、以上をもちまして私の説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手） 
 
３ 質疑応答 
○司会 望月先生、ありがとうございました。 
 御質問がございましたら挙手にてお願いいたしたいと思います。何か御質問ございませんでしょう

か。中国の税法、特に企業所得税法の改正で重大な大転換期に当たっておりますので、この機会に専

門の望月先生のほうに聞かれることがあればと思いますので、どなたかございませんでしょうか。ど

うぞ。 
○中務 ２点ばかりございます。昨年秋に上海に行ったときに聞いた話ですと、増値税の還付率です

か、それが下げられて、日本企業はすぐに億単位のコスト増になっているという話で、日本から進出

する企業の経営に随分大きな影響を与えているのかなと思うんですけれども、そんな話が正しいのか

どうかというのが１点。 
 もう１点は、最後の会計周りの話でして、会計法の話で、日本から出ている会社というのは向こう

では上場していない会社が多いと思いますけれども、それはどういう会計に従ってやるべきか、もし

くはそれに中国人の監査が必要か、このあたりの話をお聞かせいただけたらと思います。 
○望月 おっしゃられるとおりでございまして、まず１点、増値税の還付の部分に関しましては、前

回、７月からだと思いますけれども、そちらのほうは通知が出て３週間後に還付率が下がったんです

ね。そういう意味でいいますと、多く輸出をされていらっしゃる会社さんでは、月額で日本円で２億

円とかそれ以上の負担といいますのがコストに丸々乗ってきたんですね。それをもっても中国はそう

いった導入をしてきた。そういう意味でいきますと、企業さん側からすれば完全に信用を失った。実

は、課税当局側からも、あれはやり過ぎだったというお話が多いんですけれども、そういう意味でい

いますと、輸出を奨励するという形の制度は、中国としましてはかなり制限してきていると。企業さ

んとしましても、これ以上は耐えられないという形の方向でいらっしゃると思います。 
 これに関しましては２点あると思っていまして、１つは、産業構造の変化という形で、どういうこ
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とかといいますと、中国としましては、恐らく中西部というところに線を引きまして、増値税の還付

率に関しましても、中西部の企業に関しては還付率を高くして、沿海地域に関しては低くするという

ような形の取り扱いを多分今後される可能性があると思います。それによって自国の産業構造を変化

させるという部分ですとか、もう１つは、人民元の切り上げの問題ですので、ただ、将来的には、既

に人民元も上がってきましたし、原価も高くなってきたということで、国際競争力を増すためにいず

れかの段階で還付といいますのは全額認めると。ほかの国と同じような形に働かざるを得ないだろう

なと。それもかなり近い将来という形で考えられます。そういうことが言えると思います。 
 片や企業会計にかかわる部分に関しましては、正におっしゃられるとおりでして、今回 2007 年１月

１日から実施されています企業会計準則は、中国におけます上場企業に適用したものですので、一般

の企業さんに関しましては従来の企業会計制度が適用されています。いろいろなところが違うんです

けれども、この資料にございますように企業会計準則を適用しますと、例えば生物資産とかヘッジ取

引とか金融商品表示とか、そういった形で余りにも合わないと。上場企業さんだとあるかもしれませ

んけれども、あくまで外商投資企業さんにしては子会社さんですので適用が合わないということで、

実務的になかなか難しい。ただ、中国としましては、基本的には企業会計準則に統合していくという

形の方向であると。 
 こちらのほうも主に２点申し上げることができまして、まず１つは、中国でいきますと、中小企業

会計制度というのがあるんですけれども、そちらのほうをどういうような形でつくっていくのか。こ

れはむしろＩＦＲＳ側の問題でもあると思います。中小企業に対して会計の実務負担をどれだけ軽く

するのかというところとの対応で、そちらのほうで変化が起こっていくでしょうという部分と、あと

もう１つは、企業会計制度と企業会計準則は主にどこが違うんですかというところだと思います。そ

ういう意味でいきますと、実際に今の段階で外商投資企業さんがされていらっしゃる活動という意味

では、新企業会計準則を使っても企業会計制度を使ったとしても、それほど大きな相違はないんです

ね。非常にシンプルな、例えば売り上げですとか棚卸し資産ですとか、そういった形です。では、そ

の大きな違いはどこにありますかといいますと、税効果会計の強制適用なんですね。ですので、税効

果会計を中国において強制適用するということを前提とした場合には、こちらのほうでも問題ないん

じゃないでしょうか。ただ、税効果会計を子会社単独ベースでうまく採用できるのかといいますと、

まだ少し問題があるのではないでしょうかというような状況になっております。 
 監査に関して申し上げさせていただきますと、まず中国における中国公認会計師の監査の必要性、

背景というのはどこにあるかといいますと、法令としては２つです。説明がややこしくなりますけれ

ども、基本的には２つであった。１つは、中国の企業さんといいますのは、毎年、工商行政管理局に

対して企業登記を更新しないといけないんですね。その登記更新の必要資料として、中国公認会計師

が監査を行った監査報告書を必要添付書類として義務づけられています。もう１つは、先ほどお話を

させていただいたＦＥＩＴ、外商投資企業及び外国企業所得税法上、申告書の提出時に会計師の監査

が求められる、この２つだったんです。ただ、今回、新企業所得税法になりまして、その中国公認会

計師の監査証明書という文言は外れてるんですね。ただ、そうはいいましても、その他の税務局が必

要とする書類というのが後から通知で出てくると思いますけれども、その中で定められると思います

が、そういう形です。 
 これに関してさらに細かなお話をさせていただきますと、なぜ外れたかといいますと、日本で言う

ところの確定決算主義との関連というふうに私は理解しています。どういうことかといいますと、外

商投資企業におきましては、基本的に董事会において決算を批准する必要がない。決算を批准するこ
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とが法令上想定されていない。そういう意味でいきますと、課税所得の根本たる会計上の利益は監査

報告書からとるんですね。したがいまして、公認会計師の監査報告書が必要だったんです。ただ、会

社法の中では、董事会の作成した決算案を株主総会で批准するという形になっておりますので、そう

いう意味でいきますと、日本と同じような形で、株主総会で承認を受けた当期利益というものをもっ

て課税所得の計算根拠とするというところでの調整を図っているのではないか。実際につけるかどう

かというところではなくて、根本にさかのぼってその部分をまず入れて、その後それ以外の書類で入

れてくるのではないかというようなことです。 
 そういう意味で、中国の監査といいますのは、現段階におきましてもすべて必要です。今の段階で

いきますと、監査に際して従う企業会計の基準といいますのは企業会計制度及び企業会計準則、この

２つの基準をもとに監査を行うという形の監査報告書が作成されるというような状況になっておりま

す。 
○司会 ほかにございますでしょうか。せっかくの機会ですので。 
 移転価格税制のことなんですが、去年春、独立企業間取引の証憑の準備をしなさいという通知がた

しかあって、中国に進出している企業はえらい忙しかったということがあるんですが、今現在はどの

ような状況になっているか分かりますか。 
○望月 おっしゃられるとおりでして、同時文書化のお話になると思うんですね。少しさかのぼって

お話をさせていただきますと、移転価格というのは基本的に３点セットというふうに呼ばれます。１

つは、調査です。もう１つがＡＰＡ。もう１つが同時文書化でして、この３点セットという形で、日

本のほうは同時文書化はまだだと思います。今、中国の税制上は基本的には２点、調査はかなりやり

ました。法令で定めています。ＡＰＡも法令で定めてかなりやりました。同時文書化に関してはちょ

っと待っている状況なんですね。おっしゃられますように、去年、その同時文書化にかかわるかなり

詳細な通知が出るというふうに言われていたんですけれども、結局それが出ずに、今回の企業所得税

法上の中で比較的簡易な形の同時文書化的な関連企業間取引申告書ですね、そういう意味では日本と

同じかもしれませんけれども、関連企業間取引申告書というか、説明書を年度申告に添付しなければ

なりませんよという形になっていまして、そういう意味でいきますと、当局がきちっとしても今はむ

しろ企業所得税で実務がかなりばたばたしますので、この細かな部分はちょっと後に出すのではない

かと考えられています。 
○司会 ほかにございませんでしょうか。 
 それでは、望月先生の講演と質疑応答はここら辺で終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。（拍手） 
（休  憩） 

 
４ 第２部 「債権回収方法（基本的制度から最近の立法まで）」 
○加藤 まず、メニューということで、この１枚物を確認していただけますでしょうか。今日概略で

しゃべらせていただきたいことのまとめということで項目立てした資料でございます。 
 本日のお題が「中国における債権回収」ということでございまして、私どもは大体は日本企業がお

客さんで、その日本企業が中国へ進出をされて、実際、現に中国との商慣習の違いということで債権

回収に戸惑っておられる。そういう場合の債権回収のメニューとしてどういったものがあるかという

ことで御紹介させていただきたいと思います。 
 債権回収に関しましては、日本も中国もこれは非常に難しいということは当然のことではあるんで
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すが、その中でも対抗手段としてのメニューがこれだけありますということをお話しさせていただき

ます。 
 例えば、弁護士の先生方、会計士の先生方でも、大体日本企業の関係で中国子会社を監査されると

いう機会もおありだと思いますので、そういう場合に果たして中国子会社さんは、何それという会社

さんの債権を持っているけれども、この債権は大分長いこと固定されていますね、果たしてこのまま

この価格の債権があると考えていいんですかと。そのときにその債権の減損評価をすべきではないか、

債権の減損評価をするに当たって、どれだけそれが根拠たる客観的な理由があるのか。それから、ど

こまでのことを中国子会社さんはちゃんとメニューに従ってやっておられるのか、そういったことを

チェックする項目を今日は簡単に御案内したいということでございます。最後に中国の最近の立法状

況、こういったことも簡単にお話しさせていただきたいと思っています。 
 メニューにつきましては、まず第１が、中国における債権回収問題の現状ということで、よく言わ

れる典型的な言い逃れ文言であるとか注意事項をお話しします。それから、第２番以降で取引リスク

の事前回避、第３が契約書の重要性、ここまでが前半部分です。事前対策部分です。あとは個別の各

論に入りまして、第４の時効制度、第５は債権担保ということで、これは個別に非常に大きなテーマ

ですが、残念ながらここ以降が時間の関係でしゃべり切れないと思いますが、できるだけしゃべらせ

ていただきます。 
 項目出しの裏のページにその他の回収方法ということで、各種メニューを個別に並べております。

それから、７番、８番、９番につきましては、本日は項目だけの御紹介に終わって、詳しい内容は難

しいかなと思っています。あとは、10 番で民事訴訟提起、つい最近ですが、民事訴訟法も改正されて

新しい制度が増えましたから、それを簡単に御紹介いたします。一番最後に企業破産法を簡単に紹介

させていただきたいと思います。 
 まず最初に総論的なお話で、中国での債権回収がなぜ難しいかというところの確認です。 
 実際中国の取引といいますのが、物を納める前に代金を払っていただくという代金前払いであると

か、物を納めるときに代金を同時にもらう、こういうのができていれば債権回収は本来問題ないはず

なんですが、やはり基本的に売掛取引が大体７割ぐらいだということなので、なかなかこれが難しい。

したがって、債権回収の困難性という問題がどうしても起こってきます。 
 典型的な便法として４点ほどございます。その１、販売先から代金回収できないので代金を払いま

せんと。これは何かというと、中国子会社さんからＡ社に物を納めました。代金支払いが１カ月先で

すと。代金を取りに行ったら、いやいや、払えないんですわと。払えない理由は何ですかといったら、

それを転売したＢ社がお金を払ってくれへん、だからお金がないんですわと。そんなん言われても「は

っ」と。Ｂ社からＡ社が債権回収できないといっても、うちと何の関係があるんですか、契約に従っ

て払ってくださいという当然の反応をこちらがするんですが、ないものは仕方がないななんてという

ことを言われてしまう。そういうことを言われたときにどうするかというので、最近でしたら債権者

代位ですね、Ａさんいわく、Ｂさんからお金を払ってもらえへん、しかもＢさんはちゃんとお金を持

ってるのに払わへんというんだったら、債権者代位ということで、日本の中国の小会社さんから裁判

所のほうに債権者代位で、ＡにかわってＢ社から直接お金を回収するという手法が使えるんじゃない

ですかということを最近は検討しています。 
 実際に一番多い言われ方がその１ですが、その次に多いのはその４でして、日本の中国子会社さん

からもらった商品に欠陥があった、瑕疵があった、だから代金を支払えませんなということを後にな

ってから言われる、もっとはよ言えと。 
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 それから、その２は、そんな契約は社長は知らんな、担当者が勝手にやったことですわ、その印鑑

は僕の印鑑じゃないでしょうとか、そのサインには社長はサインしてませんよと、そんなこともあり

得ます。 
 それから、その３、これは最近はめったにないんですが、営業許可範囲外の取引なので、そもそも

うちの会社はやったらあかんことなんですわと。これは本当に追い詰められたときの最終手段で、こ

れは今は減っています。むしろ中国子会社さん自身の立場、日本企業の中国子会社さんが自分がとっ

ている営業許可範囲外のことをやって当局から怒られるということが、何しろこっちのほうで問題に

なることが今は多い事項です。こういったことについてはまた以降詳しくレジュメの中で触れていき

ます。 
 あとは、商慣習の違いであるとか信用調査機関の未成熟、これは日本だったらいわゆる帝国データ

バンクとかそういった機関がいろいろ信頼できる情報をくれているんですが、中国の場合もこういっ

た調査機関があることはあるんですが、全国的なレベルとか全国的に信用性が高いというレベルには

残念ながらまだ至っていないということです。 
 それから、これは我々もはっきり言って心苦しいんですが、法的システムへの不信感、これが中国

は、頑張ってくれてはいるんですが、残念ながら、まだいまいちなレベルがあるというところの問題

でございます。 
 それから、商業賄賂、これは内部統制の関係で最近よく挙げられている事項なので御紹介させてい

ただきます。 
 これは私がつい先月お客さんと相談する中で聞いた話なんですが、某企業の法務担当者さんで、最

近はやっぱり内部統制ということで海外関係子会社は大変ですねという世間話になって、その中でそ

の法務担当者が言わはるんですね、うちの中国の子会社さんでもやっぱり問題がありまして、いろい

ろ本社で見ているんですと。その中で会計帳簿を見ていたら、何かよく分からないお金の流れがある

し、どこに行ったか分からないお金があると。それを中国の担当者にこのお金は一体どこに行ったん

やと聞いたら、それは取引相手の法人担当者さんへのリベートなんですよと。そんなんしてるんやと。

それは基本的に問題ないのかということを確認しようとしたら、ちゃんと日本の規則にのっとって、

日本で言うところの例えば不正競争防止法で、外国公務員への贈収賄の禁止とかあるからそういうの

をちゃんとチェックしてますよ、だから問題ないですよと言われて納得して帰ってきましたという話

を聞いたんですね。そこまで聞いたら、今の話からしたら、日本法上はセーフだけど中国法上はアウ

トですよと。その根拠は何ですかというので挙げたのがこの刑法の条文でございます。 
 中国では、163 条、164 条というものです。一般社員の方に財物をあげるというリベート関係、中国

は賄賂が公然とまかり通っているといいますが、その分、罰則が非常に重いんです。処罰の範囲が、

一般企業間でもリベートをあげてはだめなんです。これは刑法犯罪です。それについては 164 条の条

文がございます。もちろん個別の金額が全部だめというわけでもなくて、経済犯罪案件訴追標準規定

ということで、最高人民検察院（検察官）で、ここまでやったやつについては起訴するぞという基準

を公開してくれていますので、その範囲内かどうかということの確認はしますし、いずれにせよ、中

国で刑法犯であるとか、商業賄賂行為禁止の暫定規定というのがあるんですが、行政当局からそうい

った違法行為としてとがめられる可能性がある行為が本社のほうで分かってしまった以上、それは直

ちにやめさせるなり何なり措置をとらなければコンプライアンス違反になりますというお答えを言わ

ざるを得ない。 
 実際、我々も中国現地管財の担当者や営業担当者と会うことがあるんです。先生らは法務の人やか
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らそうやって大所高所に構えてあかんもんはあかんと皆さんおっしゃるけど、現場の苦労を分かって

いただいているんですかと。本社のほうもそうやし、弁護士もそうやけど、中国で営業をやってるん

やから、これは当然のことじゃないですか、その点はどうしてそんなふうにおっしゃるんですかと言

われるんですが、やはりそこは違うでしょうと。特に今の問題、日本企業がもしもこういう刑法犯と

して捕まったと新聞報道されてごらんなさい、こんなマスコミ的においしいネタはないですよと。今

の胡錦濤政権は、対日関係では前の江沢民さんと違って論理的でもありますから大分抑えてくれてい

るんですが、ではありながらもマスコミが飛びつくネタであることは間違い。そういう現状がある以

上は、やはり我々はコンプライアンスに従って、日本企業は現地の企業よりもコンプラに対して熱心

であるということを推進していただきたいということを私たちは申し上げざるを得ない。申しわけな

いんだけれども、そういう自覚を持って現場でも営業をしてくださいということを常々申し上げてい

るところでございます。 
 続きまして、レジュメの３ページ、取引リスクの事前回避です。事前に契約する段階でこういうこ

とをちゃんとやっていますかということでよく御案内している部分です。取引相手を調べようと思っ

たら何でもって調べられますかというところです。 
 一般的な調査事項として、企業法人登記をまず見ましょう。それから、営業許可証、これも中国で

は大事です。必ず営業許可証はどこの店でも上げていますから、それを確認するということです。そ

のコピーをもらう。それから、先ほど言った企業信用状況、これは非常に難しいんですが、得られる

限り入手しましょう。どうやって調査するんですかということでは、相手さんからこれだけの３つの

ものはもらっておくことが望ましいです。ただ、企業信用状況まで最初にくれるというのはなかなか

難しいです。 
 次に、調べ方です。工商行政管理局で企業法人登記ということで、これは登記の内容が見られます。

それから、年度検査報告、これは年検資料です。財務報告書等、こういったものが中国人律師とあり

ますが、中国人の弁護士であれば工商局に届けている年検結果資料というのが見られるんですね。そ

ういう運用があります。 
 実は、今まで弁護士さんだったらこの年検資料が見られるという根拠規定は何ですかということに

対してどこも答えられなかったんですが、去年弁護士法が改正されまして、弁護士はその他の関係機

構機関とか企業に対して調査権を行使できるという条文が入ったんです。日本で言ったら、弁護士法

23 条照会、弁護士会を通じて公なり私なりの機関に照会できる制度があるんですが、弁護士会だけじ

ゃなくて、中国法の場合は、弁護士個人にそういう調査権がありますよということを条文で明確化し

てくれました。そういう条文を根拠にして弁護士さんは、引き続きこういった年検資料を見せてくだ

さいということを工商局に言うことができます。ただし、去年の話ですが、うちの中国人律師がハル

ピンの田舎のほうに行って見せてくれと言ったら、うちではそういう運用はしてませんと言われて断

られました。その根拠は何ですかといったら、これはうちの運用だと。会社の機密情報が入ってるや

ろうということを言われて断られてしまいました。だけど、都心部などでは基本的に大丈夫なはずで

す。 
 それから、会社法に関して登記の基本的な条文を挙げておきました。会社法６条３項でこういった

会社登記の一般的な公開情報があるというのと、企業登記手続規定という専門規定ですね、そういう

規定もちゃんとありますよと。 
 あとは、参考ということで閲覧請求権ですが、中国の場合、国内の会社の話ですが、有限責任会社

と株式会社という分け方をしています。これは、日本の旧商法の有限会社と株式会社だと思ってもら
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えればまず間違いないです。それぞれ規定がありまして、有限責任会社についての閲覧請求であると

か──これは株主ですよ。株主についての会社に対する閲覧請求権とか、あと株式会社の閲覧請求規定

というのもあります。 
 それから、財務会計報告書に関しては第 166 条ということで、ここに有限会社、株式会社それぞれ

について財務会計報告書をつくりなさいという規定もあります。したがって、最初の取引段階でおた

く様の会社について、初めての取引だからおたくの内部でつくっておられるであろう財務会計報告の

去年分をいただけませんかというぐらいのことは当然やってますよねという話です。 
 続きまして、債権回収における契約書の重要性についてです。契約書の基本的なことというのは、

皆さんもう当然御存じだと思いますので割愛させていただきます。 
 レジュメの６ページ、契約締結権限を御紹介させていただきます。先ほどの典型的な便法のその２

です。実は、中国の会社法で法定代表者はだれですかというのが 2005 年の会社法の改正でちょっと分

かりにくくなってしまったんです。会社法の条文の 13 条を６ページに挙げています。「会社の法定代

表者は、会社約款の規定に従い、董事長、執行董事、又は会社経理（総経理）が就任し、かつ法に従

い登記する」ということです。そうすると、メニュー上は董事長も執行董事も総経理も定款で決めて

ちゃんと登記しているということで、そこでぱっと名前を聞いただけでどうかということが分からな

いんですね。確認しようと思ったら、やっぱり営業許可証なり指定登記なりを見て、では結局その役

職のうちだれやということを確認しないといけない。だから、総経理と言われて基本的にそれで大丈

夫かと言われると実はそうじゃないということ、そこに気をつけていただかないといけないというこ

とです。中国の企業では、実は董事長と総経理というのは同じ人がやっていることが多いんです。だ

から、名刺を見て、董事長と総経理が並んでいたら普通は問題ないです。ただ、総経理とだけ書いて

あって董事長と書いてなかったら、はて、こいつ大丈夫かしらということで確認したほうがいいよと

いうことになります。 
 例えば、外資企業ですね、外商投資企業の場合はどうか。今一番多いのは合弁会社で、中国の企業

と日本企業が合弁でつくった合弁会社、もしくは日本会社が 100％ということで外商独資でつくった

場合はどうなるかというと、例えば董事長は日本人、総経理は中国人みたいな形で権限を分けること

が多いんですね。そういった場合、果たして董事長と総経理とどっちが偉いのか。というか、そもそ

も概念的に董事長とか総経理というのは何ですかという質問もよくお受けします。レジュメにありま

すが、董事会、これは日本法の取締役会に相当する、この結論でこれは間違いないです。それから、

総経理、これが問題なんですね。物の本では社長と翻訳されていることが多いんですが、日本法では

支配人か代表執行役、チーフオペレーションに当たる方々です。したがって、総経理と言われたから

社長と思って間違いはないんですが、本当に性格的にそうかと問われると、ちゃんと法人登記で確認

してくださいということになります。 
 以下、条文を挙げておきました。董事会はどうなんですかということで、これがほぼ取締役会に相

当しますということはこれで確認できるかと思います。問題は 50 条の総経理の権限です。これが日常

経営関係をやるんだよということです。 
 万が一の場合の保護規定ということで、８ページに表見代理という保護規定がありますけれども、

これは最終的な手段なので、余りこれに正面から頼るのはよくないねということです。 
 さらに続きまして、会社の経営範囲の問題に行かせていただきます。これは、日本法では、大抵の

場合は何をやっても会社は許されますから問題ないんです。実際、日本では八幡製鉄事件がありまし

た。製鉄会社が自民党に寄附しても、それは会社の経営の範囲内ということで判決が出ていますから、
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特に日本の場合だったら、商業登記で会社の経営項目が挙がっていますね。最後に必ずその他関連的

業務と挙がっています。ところが、中国の場合は、端々に出てくるんですが、やはり共産主義国家と

いうことでございまして、基本は計画経済なんですね。計画経済ということがございますから、やっ

ぱり大きな政府で、何でもかんでも政府が介入してこようとするという根拠規定がそこらじゅうにあ

るんですね。したがって、会社法に関しましても、やはりまだ会社の経営範囲ということががっちり

決められていまして、その他関連付随業務というのがなかなか認められにくいという現状がまだござ

います。 
 そこで、会社法の 12 条、会社の経営範囲を会社定款に定めなさいということをしっかり書いてあっ

て、この経営範囲というのをなかなか簡単には無視できないということがあります。特に最近我々が

御相談を受けるのは、日本企業の中国子会社が例えば何々製品の製造ということで経営範囲をもらっ

ています。ところが、工場の土地が余っちゃいました、建物も余っちゃいました、そこで隣の中国の

会社さんから、余ってるんやったら倉庫に貸してくれと言われましたので、これを貸すということを

やっても大丈夫ですかという話をお伺いすることが多いです。これは確かに不動産の賃貸になっちゃ

うから、経営範囲には入ってへんわなと。そこで、やってはだめかという話と、当局に怒られはせん

かという問題が起こってきます。もちろん規模にもよるんですが、本格的に賃貸ということで長期間

かなりの収入が入ってくるというなら当局に怒られる可能性があるから、経営範囲の拡張ということ

をやりましょうというアドバイスをすることは実際にあります。 
 どういったところで怒られるかということで、８ページの会社登記管理条例です。これが一応今現

在の根拠規定です。73 条です。外商投資企業でしたら、経営範囲ということで許認可が要りますから、

その許認可について変更が生じたら、実質製造行為という経営許可をもらっておきながら、それ以外

の不動産賃貸などを本格的に業としてやろうとしているということがあるんだったら、これは本来変

更すべきなのに変更しないんだから過料に科せられますよと。ひどい場合は営業許可証の没収もあり

得ますよという脅かしの文言ですが、こういう規定もありますから、経営範囲についてはお互いに自

分の子会社と相手の会社についても留意しましょうねということもよく申し上げます。 
 実は、我々日本法の概念では、この経営範囲に関しては業としてやっているかどうかということが

メルクマールなんですが、中国法では、業としてやっているかどうかがメルクマールだということを

書いている条文もなければ本もないんです。だからといって、本格的にこの経営範囲を逸脱したら全

部罰則をとられたら、それは管理し切れないはずですから、事実上は業としてやっているかどうかと

いうのは基準としてあるはずだというのが我々の見解です。 
 それから、私法分野に関しては、では経営範囲外のことをやったら私法の契約は全部無効になるの

かと言われると、これは結論が出ました。９ページです。契約法適用の若干問題解釈ということで、

これは最高人民法院の司法解釈です。その中で、契約法の若干問題に関する解釈というのが出されて、

その第 10 条、当事者が経営範囲を超えて契約を締結した場合でも、人民法院はだからといって契約が

無効という認定はしません。だから、さっき言いました最終手段、うちの経営範囲外という抗弁は、

今は私法の世界では通用しないという結論が出ました。だから、専ら怒られるのは当局の関係という

ことになります。 
 それから、もう１個、基礎知識で企業間貸し付け禁止というのがありますので、これも簡単に御紹

介しておきます。 
 実は、中国では、金融機関以外の一般企業が他の企業に金銭を貸し付けることはできない。これに

違反する金銭消費貸借契約は無効、こういう規定は確かに今現在もまだ残っています。銀行法にもこ
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ういう規定がしっかり入っています。ただし、企業から個人への貸し付け、それから個人から企業へ

の貸し付けは禁止されていないです。そうは言いながら、もちろん実際企業間貸し付けの需要もある

ので、実際はどうやっているかというと、ここにあります委託貸し付けで、銀行さんを通じて、企業

から銀行にお金を渡して、銀行さんから相手先企業にお金を渡してもらうということをやっています。 
 それから、外国から中国企業に対する融資ということで、これもよくある話なんですが、これも外

債登記ということで、お国の管理がかかってくるということは覚えておいていただいたほうがよろし

いかと思います。 
 続きまして、レジュメの 10 ページです。専門的な話に入るんですが、契約管理、取引先管理という

ことで、中国企業さんとの契約法のところで気をつけないといけない条文として不安の抗弁というの

があります。これは、実は日本法にはない規定です。条文は 68 条、69 条です。先に債務を履行すべ

き当事者が、以下に規定する事由のいずれかが相手方にあることを証明できる場合、履行を中止でき

ますよと。先履行義務を負っている人、要はお金は後払いで先に商品を納めなさいという契約になっ

てしまった当事者が、相手先に先に物を納めんといかんという先履行義務があるという場合、相手先

の企業にこの（１）から（４）に書いてある事情がある場合は履行をストップすることができますと

いう規定があります。これは中国の場合は、売り掛けが多いということに対する対策ということで設

けてくれた規定です。 
 しかし、だからといって、要件がかなりあいまいなので、日本企業は対策が必要です。対策を 10
ページに書いておきました。契約書において不安の抗弁権、お互いに   たまりませんので、やは

りこれは契約書において、どんな場合行使できるかということを明確にしておくと。これは今までだ

ったら企業の利益損失条項ですね。相手方について重要な財産の移転とか保全処分とか差し押さえ、

そういうことがあった場合は自分の履行をとめることができる、不安の抗弁権を行使できるというこ

とで条件を明確にしておく、これはよくやっています。 
 それから、11 ページで代金の回収段階でのリスク管理のお話です。これは契約書にしっかり書いて

おきなさい、もしも入金が遅れた場合についてはそれに対する対策をしっかり練っておきましょう、

商品の仕様とかあらかじめ決めておいて、検収義務とかクレームの期限を設けておいて、払う段階に

なってからこの商品に欠陥があるということを今さら言うなということを言えるように対策を打って

おきましょうということです。それから、支払い遅延があった場合に、その他の取引は即時停止だと

か、おまえの会社の帳簿を見せろとか、おまえの会社の棚卸しをさせろとか、そういう条文も入れて

おきましょうということです。 
 続きまして、レジュメの 12 ページですが、違約金条項について補足説明させていただきます。違約

金条項ということで、この代金について遅延があった場合、日本だったら商事法定利率年６％と決め

ていますし、場合によっては 10％とか決めます。中国の場合も当然違約金約定ができるんですが、注

意事項がありますというお話です。 
 12 ページから 13 ページにかけて契約法の 114 条を示しておきました。当事者は、一方当事者が違

約したときは違約状況に基づいて違約金約定ができますよと。その次が問題なんですが、「契約で定

めた違約金が実際の損額より低額である場合、当事者は、人民法院又は仲裁機構に対し適当な増額を

請求できる。契約で定めた違約金が実際の損害より著しく高額である場合、当事者は、人民法院又は

仲裁機構に対し適当な減額を請求することができる」。簡単に言いましたら、物を納めた、代金を払

ってね、もし代金の支払いが１日でも遅れたら罰金として商品価格の５倍払え、そこまでやっちゃっ

た場合は、相手方のほうからも高過ぎるということを言って人民法院に減額が請求できるという規定
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です。我々日本人弁護士からしたら、何じゃこの規定はというものではあるんです。だから、違約金

の請求をするときに裁判所に持っていったら相手方から抗弁で言われるんですよ。114 条２項により、

この違約金条項は異常に高いから無効であると。結局、倍額ぐらいの違約金でも高いんと違うんかと

言われてしまうんです。今のところ、裁判例上は、よっぽど短期間のものでない限りは、倍額ぐらい

は基本的にはオーケーです。ではあるんですが、相手さんに異常な、普通だったらそんな抗弁はおか

しいんと違うかというところまで抗弁の材料として使われてしまうという変な条項です。 
 それから、売り主の保証義務です。基本的な条文関係は、日本の商法などとほぼ一緒です。例えば

目的物の検査義務とか、これは日本の商法 526 条、そういったものも基本的にそろっています。 
 それから、13 ページ、手形・小切手制度を簡単に紹介させていただきます。 
 よく聞かれる話で、中国の手形・小切手はどうなっていますかと。お客さんから手形をもらったら

これで安心ですかという御質問があります。それに対してのお答えは、済みません、日本ほどは信用

できませんというお答えです。その理由は、ちゃんと手形・小切手があることはあるんですが、不渡

りということで銀行取引停止を受けるという制度がないんです。だから、１回不渡りを出したという

ことで銀行さんのほうでその会社とは取引を控えるという実務上の充足はあるんですが、不渡りで以

後必ず取引停止ですという強制的な措置、そこまで制度化されているものはないんです。そういう意

味で、手形・小切手の信用性は日本と比べると残念ながら薄いという問題があります。 
 14 ページの３、不良債権発生防止のための事前対策ということで、これはいつも中国の子会社さん

に言ってることです。これだけのことをちゃんとやっていますかということで①から⑨までまとめて

います。情報収集、要は商社・代理店ですね、日系の法人さんが入ってくれているんだったらそれで

リスクヘッジできますよねと。それから、書面契約締結、お金はできる限り前払いでもらいましょう、

それから担保ということで、保証金とか連帯保証人とか抵当権、特に保証人は、親会社、相手さんの

親会社というのが一番ききます。それから、契約管理であるとか、営業担当者の自覚、そういった基

本的なことです。 
 以上が前半の部分です。 
 以下、かなりトピック的に中国の債権回収の関係で注意すべき項目を順番に御紹介させていただき

ます。 
 まず、時効制度です。時効制度というのは日本と大きく違う部分があるのは、原則が時効期間２年

ということでかなり短いです。日本は商事で５年ですから、あとは個別に特殊なものがありますね。

中国の場合は、訴訟時効が２年で短いということと、もう１個覚えておいていただきたいのは、時効

の中断が割と簡単なんですね。これは 16 ページ、民法通則の 140 条です。訴訟時効中断が２年と短い

場合、中国の場合は「訴訟時効は、訴訟の提起、当事者の一方による要求の提出」、これだけで時効

中断してしまうんです。日本法だったら、民法 147 条、153 条ということで、この訴訟提起とか義務、

承諾というのはあるんですが、請求に関しては６カ月以内に訴え提起が要るんですね。中国はそれが

要りません。短いかわりに、時効が２年間たったらこれで裁判に訴える権利がなくなってしまう、勝

負する権利がなくなってしまうということで、えらい短いんですが、一方でちゃんと請求していると

いう証拠さえ残しておいたら時効は切れていないという制度があります。 
 レジュメの 15 ページに戻ります。中国の時効制度の特徴は、訴訟時効という概念を使います。日本

の場合は、権利自体の実体権が消滅する、消滅時効でしたら請求する権利自体が実体上なくなるとい

う考え方をとるんですが、中国法の場合は、裁判に持ち込んで勝訴を得る権利がなくなりますよとい

う説明の仕方をします。これは概念の違いだけですので、結論はほぼ一緒です。 
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 時効期間は２年。時効起算点は、権利侵害を知りまたは知り得たときです。基本は民法通則 135 条

で２年です。それから、１年の特殊なものがずらずらと並んでいます。中国の場合は基本は２年とい

うことで外れはないです。 
 ちょっと気をつけましょうということで、訴訟時効期間の延長の話で 137 条です。起算点は権利の

侵害を知りまたは知り得たときですが、20 年を超えた場合は保護しない。ただし、特別な事情がある

場合は、人民法院は訴訟時効の期間を延長することができるという特別事情規定があります。これは

日本法ではどう考えているかということで、実は日本法も３年、20 年です。行為を知ってから 20 年

たった場合はもうだめよと。これは日本の最近の判例ですが、最高裁の平成 16 年判決、これはじん肺

訴訟ということで、炭坑で労働した後、長い潜伏期間があったということで、結果発生が非常に遅れ

て、そんなものについて日本の最高裁判決は、20 年の起算点を奥のほうにずらすという粋な判決を出

しました。 
 中国の場合はどうかというと、特別な事情がある場合はこの 20 年を延長できるという規定があるの

で、これで安心できないんです。半年前のニュースですが、日本の三井商船が戦時中の船舶を借りる

契約について、もう戦後 60 年たってから損害賠償責任が認められたというニュースが流れました。我

々それを見て仰天したんですね。中国でも訴訟時効が 20 年とあるんだから、そんなん今さらあり得な

いだろうと。詳しく追加情報を見なければということで、顧問先さんを通じて今調べている最中です

が、恐らくはこの特別事情がある場合は訴訟期間を延長できるというやつが適用されてしまったので

はないかという恐怖感を持っているようなことがつい最近起こりました。 
 引き続きまして、訴訟時効停止は先ほど言いました。当事者の一方による要求の提出でいいですよ

と。ここで問題なのは、そうすると中国の子会社さんが取引先さんに対してちゃんと請求しています

ねということをどうやって確認するかということです。中国の場合はこういうときはどうするかとい

うと、公証人さんを使うんです。日本の場合は公証人さんといったら、裁判官を退官された方とかが

やられる職業ではあるんですが、中国の場合は公証人さんの人数が非常に多いです。法学部の卒業生

で公務員感覚でぱっとなる方がいらっしゃって、しかも公証人の職務の中に事実関係の公証というの

が入っているんですね。民事訴訟法上、公証人が公証した事項は事実と推定できるというかなり強力

な規定があるんです。したがって、例えば郵便を送る段階で公証人を連れてきて、確かに郵便をいつ

いつ送りましたということを公証してねということで、公証人が確かに確認したということで調書を

つくってもらうということをやります。だから、日本の公証人さんよりも中国の場合は大分フットワ

ークが軽いです。 
 しかし、我々からしたら、ファクスを送るとかでもだめなんですか、それから停止命令ではどうで

すかということをよく言います。ファクスを送ったら、大体送り書きということで、送り状の上のと

ころにどこそこに送りましたと印字がされるでしょう。また、電子メールでも送信記録、受信記録が

残っていますから、これで証拠になるんじゃないかという相談もよく受けるんですが、残念ながら信

用性としてはちょっと薄いかなと。確かにファクスなんかは十分証拠になると思われるんですが、中

国の人民法院が必ずこれで認定してくれるかと言われると、それは残念ながら確実とは言えないです。

なぜならば、もっと確実で便利な制度があるからです。公証人です。そういうのがあるのに利用しな

かったということで不利に働く要素があることは否めない。それから、電子メールに関しては、残念

ながら中国は違法メールが多いので、スパムメールと見られている可能性も多いから、それで果たし

て裁判官が確かに文書送達の証拠と認めてくれるかというと、これもちょっとクエスチョンですねと

いうことで、そういった手段は普通に手紙を送るとか口で言うよりはましだけれども、確実ではない
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から御注意くださいねということはよく言ってます。 
 続きまして、17 ページの担保の話に入ります。以下はかなり長いメニューになるんですが、つい去

年できた物件法の御紹介でございます。中国の場合、担保としてどんな手段がありますかということ

を駆け足で御紹介させていただきます。 
 実は、物件法というのは、我々からしたらそんなに言うほど重要な法律でもないんです。なぜなら、

それまでに担保法とか担保法司法解釈というのがありましたから、そういうのを１本の法にまとめ上

げたのが物件法ということになります。ちなみに、中国もＷＴＯ加盟以来、基本的な立法はこれでほ

ぼ終わりました。独占禁止法とか物件法とか労働契約法、この辺でほぼ終わりと思っていいと思いま

す。ここに日本の六法がありますが、基本的に日本にあるような法律は、これは中国の経済六法、日

本語のやつですが、この２冊にありますとおり、ほぼ出そろいました。結構分厚い本が出ています。

ちなみに、この法律は日本にはあるけれども中国にはないだろうというのはほぼ限定されています。

今のところ、我々が確認しているのは個人情報保護法、これはさすがにないだろう。むしろ中国の場

合は情報統制令とかありますからね。そういった特殊なやつというか、共産党の根幹にかかわるもの

以外の立法はこれで出そろいました。ということで、内容につきましても、我々から見てもこれは遜

色ないというか、あとはこの具体的運用の問題でしょうと。我々もいまだに、中国は法治じゃなくて

人治、人が治めるということを言われるんですが、少なくとも立法としてはこれで出そろった、あと

は運用の問題だというところまで行ってます。 
 以下、物件法、担保法にも触れますけれども、順番に解説させていただきます。 
 従前は、まず担保法というのが 95 年にありました。担保法司法解釈というのが 2000 年にできまし

た。これは、担保法で足らない部分を裁判所が補ったんですね。それを最後まとめる形で 2007 年に物

件法というのができ上がりました。ただ、担保法とか担保法司法解釈の改正している部分もあるので、

その辺は注意しましょうというところでございます。 
 例えば 17 ページ、担保法解釈 12 条２項、「被担保債権の訴訟時効成立後も２年以内は担保権行使

可能」、だから不動産抵当権をくっつけた、それで金を貸していますと。金を貸した債権が２年たっ

て消えてしまいました。でも、２年たって訴訟時効が成立した後も、２年間は抵当権行使可能手続と

いう規定がありました。ところが、物件法ではそれは違うねということで、抵当権者は主たる債権の

訴訟時効期間内に抵当権を行使しなさいということで、これは保護の範囲が狭まりました。これは仕

方がない改正でしょうということで注目しているものです。 
 以下、では担保としてどのようなものがありますかということの御紹介です。メニューとしては、

ここは日本とほぼ一緒です。保証もあり、抵当権もあり、質権もあり、留置権もある。それから、手

付なんていうのもあるよと。あえてないのは、先取特権です。それ以外のものはあると思っていただ

いて大丈夫です。 
 概念的にも日本法とほぼ一緒です。我々日本の弁護士からしたら中国法を勉強するのは割と楽なん

です。法律用語がほぼ共通していますから。これは、日本から台湾に行って、台湾から中国に行って

るからですね。したがって、制度の根幹は基本的に似ています。ただし、中国の場合はソ連法の影響

とかアメリカ法だとかをつまみ食いしているんで、ちょっと違う部分もあるということを紹介してい

こうと思います。 
 担保権の分類は、人的担保、物的担保、それから法定担保、約定担保、この概念は一緒ですから問

題なしです。 
 気をつけていただきたい部分は、18 ページの物上代位です。物件法の 174 条、担保権を設定した場
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合の話ですが、担保権を設定して担保期間中、担保物が破損とか滅失とか収用された場合、担保権者

は、取得した保険金とか賠償金、補償金について優先的に弁済を受けられますよと。不動産抵当をつ

けた建物が燃えちゃった、その場合は保険金から優先的に抵当権者は回収できますねというものです。

日本でもこういった物上代位制度はもちろんあります。ところが、日本の場合、そういった代償的な

賠償金とか保険金が払われる前に、ちゃんと裁判所に申し立てて差し押さえをせんといかんという条

項があるんですが、中国法にはこれがないんです。となると、中国法は、日本法よりこの点債権回収

が楽なんです。抵当権の効果が及ぶ範囲が広いということが言えると思われます。 
 それから、手付金については余り注意事項がないのでカットさせていただいて、注意が要るのは 20
ページの保証です。中国の場合、保証契約はどうなんですかというところです。中国の場合も、一般

保証と連帯保証という日本法と同じ概念があります。まず担保法の規定から見ていきます。中国の場

合、担保法の規定で約定不明な場合ということで、当事者が保証の方式について約定していないか、

または約定が不明確な場合は連帯責任ですよと。はっきりせん場合は連帯責任というのは日本法と一

緒なので、これは問題なしです。気をつけんといかんのは次です。一般保証、連帯責任保証のいずれ

も、訴訟時効とは別個に、そもそも保証期間という概念があるんですね。保証期間が約定されていな

い場合、保証期間は主債務の履行期限満了日から６カ月、保証期間というのは決められていて、その

間に請求せんといかんのです。これは何じゃそれはという制度です。保証人さんということで本来負

わんでいい人なんだから、これは保証人さんを保護する規定です。 
 注意せんといかんのは、21 ページに行ってもらって、例えば主債務と保証債務はどんな関係ですか

という、日本法と微妙に違うところがあります。21 ページの 36 条の保証からです。保証期間、訴訟

時効     制度ですが、訴訟時効中断の制度とちょっと違うところがあります。一般保証では、

主たる債務の訴訟時効が中断したら、保証債務の訴訟時効も中断する。連帯責任の場合は、主たる債

務の訴訟時効が中断しても、保証債務の訴訟時効は中断しないんです。これは日本法と逆です。連帯

保証ということで、これでもって安心か、したがって日本法と同じ感覚で、本体の債務者だけに請求

したら時効中断はばっちりですかと聞いたら、そうじゃないと。中国の場合は、連帯責任保証をとっ

たからといって、時効中断は本人さんと保証人と両方やっとかんといかんよということです。 
 あと、おもしろい条文では、物件法 176 条、これも我々からしたら変わった条文です。「被担保債

権において物的担保と人的担保が同時に設定されている場合で、債務者が期日到来した債務を履行せ

ず、又は当事者が約定した担保物件実行の状況が生じた場合、債権者は、約定に従い債権を実行しな

ければならない」。最初に抵当権をつけた、保証人もつけた、こんな場合ですが、安心かというと、

まずはどっちから順番に行使するかルールを決めておきましょうと。「約定がない又は約定が不明確

な場合で、債務者が自身で物的担保を提供している場合、債権者は、まず当該物的担保について債権

を実行しなければならない。第三者が担保を提供している場合、債権者は、物的担保について債権を

実行してもよく、保証人に対して保証責任を負うことを要求してもよい」。 
 注意事項は、要は中国の子会社さんが某中国企業Ａ社から物的担保ということで不動産抵当権につ

いて担保を得た、抵当権担保を得た。一方、そのＡ社の親会社からも保証を得て、これで安心かと思

ったら、その場合、中国法の規定の 176 条に従ったら、まず親会社に対して保証責任追及をするんじ

ゃなくて、抵当権を実行せいと。抵当権を実行して足らん部分を親会社、保証人のほうに言いに行け

ということが強制されちゃうんですね。したがって、うちからしたら、それやったら親会社のほうの

財布をすぐねらいたいのに、先に抵当権を片づけんといかんということで、これは結構邪魔なんです

ね。こんな規定があります。これは昔よりはましになったんです。昔の担保法ではこれがもっと制限
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が厳しかったんですが、一応中国の場合、自分で抵当権担保を提供している場合については、親会社

が自分で抵当権を提供している場合と保証を提供している場合はどっちからでもいいという規定がで

きて、これは一歩前進したんですが、まだ根本的な部分は直っていない。ここは根本的に直すことを

中国はためらったという部分です。 
 それから、ちょっと変わった制度ということで、全く別物ですが、銀行保証   というやつがあ

るのでそれを御紹介しておきます。これは中国で割と一般的にある制度です。レジュメの 23 ページで

す。銀行さんが要は保証人になってくれるという一般的な制度です。海外投資の貿易関係でこれはよ

く使う制度で、こんなんがあるよということだけの御紹介で終わります。読んでいただくだけで問題

ないと思います。 
 抵当権に関する基本的な注意事項ということで、レジュメの 25 ページに飛んでください。不動産抵

当権の注意事項ということで、物件法の規定を挙げておきました。抵当権については登記したときに

成立する、187 条です。日本法では、抵当権は対抗要件になりますね。基本的に日本法の場合は、物

を買った、売ったというのは、合意ができた時点で所有権が移転するのが原則です。ただし、対抗要

件として登記が必要であるということを言うわけです。いったん物を売った、買った後、第三者にま

た売られてしまった場合、先に登記をされたほうが対抗要件で勝てるんですよ、これが日本法の考え

方です。中国の場合はそうじゃなくて、登記が基本的に契約の成立要件なんですね。187 条、抵当権

は不動産の抵当権登記が完了した時点で抵当権成立、ここは日本法と概念の違う部分だということで

す。 
 さらに注意は、動産抵当権です。これが日本法にない制度です。中国の場合は譲渡担保というより

は、この動産抵当権という概念が立法化されましたから、譲渡担保というよりも、この動産抵当権の

利用が推奨されているということです。これは 181 条です。当事者の書面協議を経て、企業、個人商

工業者、農業生産経営者は、既存の及び将来有する予定の生産設備、原材料、仕掛品、製品に抵当権

を設定することができるということで、動産抵当権というのが既に立法化されています。 
 レジュメの 27 ページ以下に質権関係があるんですが、質権関係については特に注意することは大丈

夫です。 
 ここで御説明しないといけないのは、29 ページをごらんください。売掛金債権の権利質です。これ

は中国法で明文化されました。日本法でしたら、動産及び債権譲渡の対抗要件の特別規定があるんで

すが、中国でも債権質権が物件法で新設されました。どういう制度かということを御紹介しておきま

す。 
 質権は登記して成立するということで、債権者は登記が要りますよと。債権者登記というのはどこ

でやるんですかということで、信用審査機関、これは具体的には中国人民銀行の信用センターという

ところです。そこで債権者登記をしますよということで、専門の便法ができました。売掛債権質登記

便法というやつです。そこのところで一元管理をしますよと。ただし、問題は、例えばＡ社のＢ社に

対する債権を日本企業子会社が債権質にとりましたと。債権質権になりましたということで債権者登

記をしましたと。だからといってそれでどうするのかという話ですが、中国の場合、債権質権登記が

されたからといって、この場合、Ａ社の債務者はＢですよね、第三債務者に通知がされるというわけ

でもないので、それが果たしてどれぐらいの効力があるか。実際に債権質というのはどれぐらい役に

立つんですかというところはまだ運用の問題が残っています。この問題は、日本法とも実は一緒なん

ですね。 
 それから、抵当権と賃貸借との関係、これも簡単に御紹介いたします。 
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 物件法 190 条、「抵当権設定契約締結前に抵当物を賃貸している場合、元の賃貸関係は抵当権の影

響を受けない。抵当権設定後に当該財産を賃貸した場合、賃貸関係は登記済みの抵当権に対抗できな

い」。既に抵当権を設定されている物件を借りる場合は注意が要りますよと。日本民法 395 条の短期

間保護というのがあるんですが、中国法はこれがないんですね。そういう問題があります。 
 それから、次に概念が違うものということで、レジュメの 30 ページ、抵当物の譲渡についてもちょ

っと違う問題があります。191 条、「抵当権設定期間中に抵当権設定権者──債務者ですね──が抵当

権者の同意を得て抵当物を譲渡する場合、譲渡により取得した代金は抵当権者への債務の繰上げ弁済

に用いるか、又は供託しなければならない」、こんな基本規定があって、191 条の２項、「抵当権設

定期間中に抵当権設定権者は、抵当権者の同意を得ずに抵当物を譲渡してはならない」、これが原則

なんですね。だから、銀行から物を借りているということで抵当権がついている物件、建物があった

として、それを譲り受ける場合は必ず抵当権者の同意が必要なんですよと。これは日本法と違います

ね。日本法は、抵当権がついていたとしても、それを譲り受ける者は、そういう抵当権がついてるん

だということを覚悟して買いなさいということになるんですが、中国の場合は、必ず抵当権を消して

きれいな身になってから売りなさいという話になるわけです。 
 さらに根本的に重要なのは 195 条です。抵当権の実行です。これは覚えておいていただく価値あり

です。では、抵当権はどうやって実行するんですかというお話です。「債務者が期限到来した債務を

履行しない、又は当事者が約定した抵当権実行の状況が生じた場合、抵当権者は、抵当権設定者との

協議により、抵当物の価格評価又は競売・換価により取得した代金をもって優先弁済を受けることが

できる」。これは何だろうなということです。我々からしたら、あいつは金返さん、よっしゃ抵当権

実行や、裁判所に行こうという感じなんですが、そうじゃないと。中国の場合は、抵当権設定者は債

務者と協議しなさいと。まず協議して、価格評価するなり競売するなり何なりしなさいということが

まだ義務づけられているんですね。そういったことをした代金をもって優先弁済を受けられると。抵

当権は大分強いと言いながら、まだちょっといまいち弱いということですね。 
 ただし、これが改正部分ですね。「抵当権者が抵当権設定者との間で抵当権実行方式について合意

に至らなかった場合、抵当権者は、人民法院に抵当物の競売・換価を請求できる」と。いったん協議

して決裂した場合は、そこで人民法院に駆け込めますよと。こういう押さえがちゃんとあるから、一

応権利としては抵当権ということでそれなりの権利になっていますよねということです。 
 旧担保法では、担保権実行について協議が整わなかったら、人民法院に訴え提起しろだったんです

ね。訴え提起じゃなくて、競売等申し立て提起ということになったので、ここは確かにワンランク下

がって、ここは確かに進歩した。あとは、債務者が金を払わんと言ってんだから協議なんか基本的に

成立するわけがないんだから、いったん協議した形式は整えて、協議したけれどもだめでしたという

ことで競売をもってするということで、前よりはましになったということです。 
 レジュメの 33 ページ、最高額抵当、これは日本法の根抵当ですから、同じようなものがあるという

ことで問題なしです。 
 あとは、注意事項としては、35 ページの対外担保、これが要注意です。中国企業が外国会社等に担

保提供する場合は、国内機構対外担保管理規則ということで、こういった制限がありますよというこ

とです。 
 それから、その他です。担保として回収方法としてどんなのがありますかということの御紹介です。

物件法でざっと紹介したのでその他です。36 ページです。所有権留保、これは使えます。譲渡担保、

これは今まで実は争いがあったんですが、動産抵当ということが明文化されているということなので、
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これは基本的にだめだろうということです。37 ページの相殺、これは当然にできる、これも問題なし

です。38 ページの債権譲渡、これもあります。39 ページ、債権者代位権、債権者取消権、特に債権者

代位というのは、先ほど申し上げた中国企業の取引先が、いやいや、おたくから買ったものを転売し

たけど、転売先がお金を払ってくれへんから、残念ながらおたくに払われへんのですわということを

言われたとき、そんな場合にそれが本当か、債権者代位でいってやれということでこういう制度が契

約法に明文化されたということでございます。 
 あとは駆け足の部分ですが、日本法でしたら、債権回収でしたら、相談を受けたら相手先の会社を

調べて財産を持っているか確認をして登記簿を上げて、まずは仮差し押さえしましょうということで

やるんですが、それと同じように財産保全、そういった制度がちゃんとありますよということで、40
ページ以下は財産保全制度の御紹介です。 
 それから、41 ページ訴え提起前の財産保全、これが我々が言うところの仮差し押さえ、仮処分とい

う制度もあります。この御紹介だけです。 
 42 ページ公証債権証書、これは公証人関係の規定で、この辺は先ほど概括的にお話しした部分なの

でパスです。 
 それから、支払い督促、中国でも支払い督促ということで割と簡単な督促手続はあるんですが、こ

れも残念ながら日本法よりも使い勝手が悪いということで余り使われていません。なぜかというと 45
ページ、支払い督促ということで裁判所から、あんたこれ払いやということで通知が行った場合、日

本法なら、異議申し立てを出されたら訴え提起に移行するんですが、中国の場合は異議書面を提出さ

れたからといって、その場合、自動的に訴訟移行するわけではない。債権者は訴訟提起できるという

だけなので、これがあるせいで余り使い勝手としては意味がないです。 
 引き続きまして、では、最終手段として何がありますかということで、裁判を起こしましょうとい

うことで訴え提起、それから究極の債権回収、破産、それを簡単に御紹介します。訴訟提起というこ

とで、中国と日本の違いとして、中国は二審です。二審で終わってしまいます。 
 あと、ここで御紹介しておきたいのは、49 ページ、民事訴訟法の改正です。再審制度ということの

御紹介です。例えば、先ほど公証人さんということを紹介しましたけれども、よくあるニュースとし

て、例えばにせもの事件の関係なんかで、どうやって証拠を確認するかという問題があるんですね。

そういったにせもの事件について、こいつは違法のものを売っているという証拠をどうやって集めよ

うかと思ったら、まずはそのにせものを買うということが基本なんですね。そこである事件がありま

して、本物を持っている企業、例えばソフトのプログラムということで著作権を持っていますと。う

ちの違法コピー商品が出回っているということで実際に買いに行ったと。この会社が売ってるよとい

うことでその会社まで行って、実際にそのにせもののプログラムを買った。そのときに、中国の場合、

これはすごいなと思うんですが、公証人をつれてくるんですね。公証人をつれてきて、公証人が身分

を隠したまま、この製品を売ってください、このプログラムを売ってください、このプログラムをこ

れにインストールしてください、これって本物ですか、にせものですかと聞いたら、そんなん分かっ

てるでしょう、これは本物やったらもっと高いですよということを言って、そのにせものの企業がプ

ログラムを入れてくれたんですね。そういうのを全部公証人が身分を隠して最終的に公証するんです

ね。確かに私はこういうふうに物を買いました、こんな記録がありましたということを言います。 
 そういうことをやって証拠を集めて、にせものを売ってるから差し止めだということで法廷に訴え

提起した。これは中国の判決なんですが、二審の北京の高級人民法院まで行って、その証拠の集め方

は違法だと言われた裁判例があるんですね。そんなふうに公証人が身分を隠して行ったりとか、それ
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からあえて違法なものを買おうとしたこと、そういったことは違法行為を助長することだから、これ

は違法だ。したがって、そんな証拠は違法なんだから認めないといった判決が出てしまって大騒ぎに

なったんです。これが去年の「国際商事法務」の 12 月号に紹介された中国の 2004 年ぐらいの裁判例

です。 
 果たしてそれで終わりかといったらそうじゃなくて、この事件ではちゃんと再審が認められました。

確かにそんなんが違法収集証拠と言われたら、違法なにせもの商品についての証拠集めができないで

すからね。今はちゃんと司法解釈もできて、公証人が身分を隠してやることは適法ということでお墨

つきも出ています。それから再審事由ということで、事実上の三審制ということで、中国は再審事由

が広いということで再審も認められて、最終的に 2005 年にこの件はひっくり返りまして、それはちゃ

んと適法な証拠ですということで、違法企業は直ちに損害賠償しなさいという判決も出ています。 
 ですから、中国では再審事由というのが割と広いんですね。ということで、その辺についての改正

が去年行われました。中国の場合は、明らかにこの判決はおかしいやろうという場合に再審にかける

ということは、日本法よりは道がまだ開けています。 
 それから、強制執行申し立て可能期間、これはまた大事な情報なんですが、実は旧来の規定なんで

すが、判決をして勝ちましたと。では、判決をした後いつまでそれは強制執行できますかというと、

企業については判決をもらってから６カ月とむちゃくちゃ短いんです。日本では、民事訴訟判決の時

効は 10 年です。判決をもらったら 10 年間たつまでは時効期間がまた別にできます。中国の場合は、

勝訴した後６カ月しかだめという規定がありました。これを、やっとまともな改正ということで一律

に２年に延長しました。 
 それから、大事な制度としたら財産開示です。日本法にある財産開示制度と同じような制度ができ

上がりました。これを使って中国企業も債権の償却がしやすくなるだろうということをねらっている

わけです。 
 それから、不履行による制裁です。これはおっかない話です。債務者が判決などの法律文書を履行

しない場合、人民法院は、関係機関の協力も得て出国を制限できるとか不履行事実を公表できるとい

う罰則ができました。従来、中国の出入国管理法関係で中国で裁判をやっている間は、担当者は国外

に出ちゃだめなんです。外国人だったらパスポートを取り上げるという実務をやっている例が実際あ

ったんですね。裁判期間中も足どめされるし、裁判が終わってからも、国外にトンズラこいたら安心

かと言われたらそうじゃない。この新しい民事商法の規定で、おまえは金を返し終わるまで海外に出

てはだめということで勾留される危険性が出てしまった。こういう規定があるということでございま

す。 
 以上でございます。ありがとうございました。 
  
 
 
 

〔終〕 


