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企業持分の資本出資に関する
企業持分
新規定（草案
草案）
概要
新会社法（第3回改正版
回改正版、2006年施行）第27条は、株主が資本出資を貨幣または非貨
幣資産をもって行える
える旨を規定していますが、資本出資に適格な非貨幣資産の範囲
については例示列挙
例示列挙（現物資産、知的所有権、土地使用権）を行うにとどまっていま
す。文面上は株式あるいは
あるいは持分は資本出資の適用範囲から除外されていませんが、
実務上の指針が十分
十分に整備されていないため、多くの地方政府で持分を用いた出資
は認められていませんでした
められていませんでした。2006年より特定の地域（上海市、江蘇省、浙江省、重
慶市、山東省、広東省等
広東省等）において持分出資を試行的に認めていますが、外商投資
企業は当該試行範囲
当該試行範囲に含まれていませんでした。2009年に企業の登記を管轄する国
家工商総局（以下、「
「工商総局」と略称）が『持分出資登記管理弁法』（以下、「登記弁
法」と略称）を公布し、
、持分出資が出資方法の一つであることが正式に確認されました。
先日、持分出資方式
持分出資方式による外商投資企業の新設や増資、内資企業から外商投資企
業への変更について
について規定した『外商投資企業の持分出資に関する管理弁法（草案）』
（以下、「管理弁法（草案
草案）」と略称）が発表され、2011年5月20日までの間、当草案に
対する意見の募集が
が行われました。以下、管理弁法（草案）の内容について解説しま
す。
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現行の規定
されており、持分の適格性、持分出資に対する制限、評価手続、出資審
2009年公布の現行登記弁法は全14条で構成されており
査及び登記等について規定されています。ここで持分の
の資本出資とは、ある投資者が自己の保有する中国国内企業（
以下、「持分企業」と略称）の持分を、他の中国国内企業
中国国内企業（以下、「被投資企業」と略称）に投資として出資することと定
義されています。登記弁法の主な内容は以下の通りです
りです。
►

資本出資に用いる持分は、権利関係が明確であり
であり、法的に権利内容が完全であり、かつ譲渡可能である必
要がある。

►

持分とその他の非貨幣資産による資本出資額の
の合計が、被投資企業の登録資本金の70%を超えてはならな
い（会社法の規定と一致）。

►

出資に用いる持分は、国内の評価機関による評価
評価を受ける必要がある。

►

出資とする持分は、被投資企業の設立日から1年以内
年以内に注入されなければならない。増資の場合は資本金の
変更登記前に注入されなければならない。（設立日
設立日から2年以内の資本金全額の払い込みを規定している会
社法よりも工商総局の要求が厳しい）。
出資の完了を示す験資報告書を入手する必要がある
がある。

►

公布予定の規定
登記弁法は外商投資企業を被投資企業の範囲から除外
除外してはいませんが、外商投資企業に対する特別な規定も設
けていません。この点に関して、2011年5月4日に商務部
商務部は管理弁法（草案）を発表し、意見を求めています。
管理弁法（草案）では、持分出資により設立される外商投資企業
外商投資企業は商務部または省、市レベルの商務部門の承認を受
けなければなりません。以下の3種類の持分出資がその
がその対象となります。
►

外商投資企業の新設

►

内資企業に増資することにより外商投資企業へ
へ変更される場合

►

外商投資企業に増資することにより資本構成が
が変更される場合

：
管理弁法（草案）は特定の種類の資本取引を対象にしており
にしており、すべての資本取引を対象としているわけではありませ
ん。例えば、内資企業を外商投資企業へ変更しない場合
場合の取引は管理弁法（草案）の対象となりません。
その他、管理弁法（草案）には以下の内容が含まれています
まれています。
►

被投資企業の経営範囲は、『外商投資産業指導目録
外商投資産業指導目録』や『外商投資方向規定』における外商投資産業政策に
関する規定に合致しなければならない。

►

持分の取引金額は持分の評価額を超えてはならず
えてはならず、資本金組入額は取引金額を超えてはならない。後者の
差額は資本剰余金に計上することができる。
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管理弁法（草案）と現行の登記弁法の比較
一般的な指針であるのに対して管理弁法（草案）は外商投資企業
現行の登記弁法が、持分出資に係る商業登記に関する一般的
の設立に対する持分出資の手続に特化した指針及び審査規定
審査規定となっています。
管理弁法（草案）

登記弁法

管轄当局

商務部及び省レベルの商務部門

国家工商総局及び各地の工商機関

適用範囲

国内外の投資者による国内企業持分を用いた
いた
外商投資企業の設立（上述の3種類の取引を含
む）に適用。

通常、国内企業持分を用いた、一般的な有限責任会社ま
たは株式有限会社の設立に適用。

被投資企業
の定義

国内の外商投資企業

国内の有限責任会社または株式有限会社（内資企業ま
たは外商投資企業）

持分企業の
定義

国内の有限責任会社または株式有限会社（
（外
商投資企業を含む）

国内の有限責任会社または株式有限会社（外商投資企
業を含む）

資格を有す
る投資者

国内外の投資者はすべて資格を有する。

投資者の範囲に関する明確な規定はない。

►

中国持株会社(外商投資性公司)、外商
外商
投資創業（持分）投資企業の持分

►

持分企業の登録資本金の払込が完了していない
持分

►

前年度の外商投資企業連合年検を
を受
けていない、または同年検に合格して
して
いない外商投資企業の持分

►

持分に質権が設立されている

►

持分が法に基づき凍結されている

►

持分企業の定款（契約）によって譲渡が禁止され
ている持分

►

法律、行政法規または国務院の決定により、持
分譲渡の承認が必要とされているが、当該承認
を受けていない持分

►

法律、行政法規または国務院の決定により持分
譲渡をしてはならない持分

►

投資条件を
満たさない
持分

持分出資により、被投資企業と持分企
持分企
業が互いに持分を保有し合うことにな
うことにな
る持分

►

持分企業の登録資本金の払込が完了
完了
していない持分

►

持分に質権が設定されている

►

持分が法に基づき凍結されている

►

持分企業の定款（契約）によって譲渡
譲渡
が禁止されている持分

►

法律、行政法規または国務院の決定
決定に
より、持分譲渡の承認が必要とされて
とされて
いるが、当該承認を受けていない持分
持分

►

法律、行政法規または国務院の決定
決定に
より持分譲渡をしてはならない持分
持分

注目点
従来は、外国投資家は中国において新企業を設立する場合
場合、現金または設備を出資に充てていました。管理弁法（草案）
は、中国の投資家だけでなく、外国の投資家も中国国内で現在保有
現在保有している持分を出資して、外商投資企業を設立するこ
とを認めています。中国において投資を行いたい外国投資家
外国投資家にとって、投資方法の選択の幅が広がり、キャッシュフローに
関する圧力が軽減されることは間違いありません。
ただし一方で、管理弁法（草案）は厳格な審査及び監督も要求
要求しています。外国投資家は以下の点について、特に注意が
必要です。
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法律上の制約事項
►

►

►

►

持分出資の完了時に、投資者が保有していた持分
持分は被投資企業に移転する。出資完了後は、関連企業（持
分企業、被投資企業及びそれらに直接または間接的
間接的に持分を保有される企業）の経営範囲は『外商投資産業
指導目録』、『外商投資方向規定』その他の外商投資
外商投資に関する規定に合致しなければならない。関連規定に
合致しない場合、持分出資の申請前に、規定に
に抵触する資産や持分を処分しなければならない。
投資安全性審査制度（「外国投資者による国内企業
国内企業の合併・買収に係る安全性審査制度の制定に関する通
達」（国弁発[2011]6号）により導入）は2011年に
に開始したばかりで、多くの既存の持分投資が当該審査を受け
ていないと思われる。管理弁法（案）は、持分出資
持分出資が安全性審査制度の対象に該当する場合、安全性審査を
受ける必要がある旨を規定しており、この点においては
においては持分出資は新規投資とみなされていることになる。自
己の既存の投資に対する安全性審査の要否がわからない
がわからない外国投資者は、審査のプロセスや影響について特
に留意する必要がある。
被投資企業に係る外債登記及び輸入免税限度枠
輸入免税限度枠の計算に当たり（通常は両者とも登録資本金及び投資総額
を基準額とする）、持分出資部分は基準額から除外
除外される。当該部分に対応する免税枠は持分企業がすでに
使用していると考えれば、当規定は理にかなっている
にかなっている。免税枠未使用の持分に関する例外規定はない。
持分企業と被投資企業の間の持分の持ち合いは
いは禁止されている。複雑な資本構成を有し、組織再編を行う企
業は、当規定に注意が必要である。

税務上の影響
企業のグループ内再編は通常、簿価を移転される持分の
の金額として行われてきましたが、昨今は税務局による質疑の
対象となっています。登記弁法と管理弁法（草案）はともに
はともに、出資に用いられる持分は国内の評価機関による評価を要
求しています。当該規定により、持分出資により譲渡益が
が発生する可能性があります。
企業所得税法制度の下で、財税[2009]59号が企業再編
企業再編の具体的な取り扱いを定めています。条件を満たす取引（特
殊再編）の要件が持分交換となっている場合は、企業所得税
企業所得税の課税繰延の優遇措置を享受できる可能性があります。
持分出資の審査規定は十分に整備されていなかったため
されていなかったため、国内企業間での持分交換には関係当局の承認なしには
実行できないというリスクが常に伴っていました。管理弁法
管理弁法（草案）が施行されると、企業所得税の課税の繰延を受ける
ための特殊再編の申請が容易になります。
その他、持分出資には以下のような潜在的な課税関係が
が生じます。
►

企業所得税
現行の税法の規定に基づき、持分出資は持分譲渡及
持分譲渡及び出資という2つの取引から構成されるとみなされる可
能性があります。この場合には、持分移転契約
持分移転契約の効力が発生し、登録の変更が完了した時点で、持分譲渡所
得が譲渡側/売却側の課税所得として認識されます
されます。

►

印紙税
持分出資は持分の移転に関連する場合は0.05
05%の印紙税の課税対象となります。また資本が増加した場合、
資本金帳簿にも0.05%の税率によって印紙を貼付
貼付する必要があります。

意見の募集
管理弁法（草案）は、持分出資に対する厳格な制限や要求
要求について規定していますが、一方で国内企業の再編に便宜
を図り、外商投資に変化を与えるものであり、外国投資者
外国投資者から歓迎されるものであることも疑いありません。上述の通
り、商務部は2011年5月20日まで意見を募集しており、投資者
投資者に対して法規作成への参加、作成者への提案の機会を
与えています。意見の送付は中国政府法制情報サイト
サイト（www.chinalaw.gov.cn）を通して行うことができます。弊社は持
分出資の取り扱いについて今後も注目し、最新情報があれば
があれば随時お伝えします。
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アーンスト・アンド・ヤングについて
アーンスト・アンド・ヤングは、保証、税務、トラ
ンズアクション、及び各種類アドバイザリーサ
ービスの分野における、世界的なリーディング
ファームです。全世界で141,000人のメンバー
が共通の価値観と品質に対するコミットメント
を通じ、一体となってサービスを提供していま
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業界他社との差別化を図るところです。
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