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国家工商行政管理総局は中国国内M&Aを促進
国家工商行政管理総局
会社登記新規定を提案
のため、会社登記新規定
背景
や地域における会社の組織再編の歩調が加速されています。
昨今、様々な業界や
において、会社の合併と分割はよくある手法の1つとなりまし
組織再編の過程において
は、2010年8月、＜組織再編の促進に関する意見＞（国発
た。すでに国務院は
以下“27号文”と略称します）を公布し、比較優位な企業の合
「2010」27号、以下
跨る組織再編、国外投資を推し進め、国際的な競争力を持つ
併、国境・地域を跨
支援し、中国市場の産業構造の高度化を加速させる方針が打
大手企業の提携を支援
。しかし、27号文はマクロ的な政策ガイドラインにすぎず、
ち出されています。
指針は示されていませんでした。
具体的な実務上の指針
中国企業登記の管轄機関である国家工商行政管理総局（以下、
2011年8月29日、中国企業登記
略称します）は、会社の合併と分割にかかる登記を規範化し、
“工商総局”と略称
促進することを目的に、＜会社合併分割登記の規範化、企業
会社の組織再編を促進
関する意見＞（以下は“公開草案”と略称します）を起案し、
組織再編の支援に関
掲載し、広く意見を求めることとしていました。公開草案は、
ウェブサイトに掲載
における会社の組織形態、登記方法及び必要資本などを明確
合併と分割の過程における
するものです。公開草案は内資企業にのみ適用されます。本ニュ
化し、規範化するものです
公開草案の内容をご紹介し、ご参考までに当事務所の考察を
ースレターでは、公開草案
示します。
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公開草案の主な内容
内容
公開草案は下記の内容
内容を明確にしました。
►

公開草案の適用範囲
適用範囲

公開草案は、内資企業
内資企業あるいは合併・分割
後に内資企業となる
となる合併・分割の登記に適
用されます。注意すべき
すべき点は、外商投資企
業間の合併及び外商投資企業
外商投資企業の分割後の存
続会社若しくは新設会社
新設会社が外商投資企業に
該当する場合には、
、当該規定が適用されな
いことであります。
。言い換えれば、合併・
分割後の企業が外商投資企業
外商投資企業とされる場合
の登記には適用されません
されません。（“考察”に
おける分析をご参考
参考ください）

一方で外国投資者による国内企業のM&Aには
2009年に改訂された＜外国投資者による国
内企業のM&Aに関する規定＞が適用されます
中国国内の中外合資経営企業、中外合作経
営企業、外商独資企業、外商投資株式有限
会社（以下“外商投資企業”と総称しま
す）間の合併と分割及び上記外商投資企業
と中国内資企業の合併による外商投資企業
（外国投資者の株式持分比率が合併後の会
社登録資本金の25％以上のこと）について
は、2001年改訂された＜外商投資企業の合
併・分割に関する規定＞が適用されます。
ご参考までに、合併、分割の各形態及び適
用規定を下記の表にまとめました。

合併・分割の形態
内資企業による
による合併・分割

適用規定
本公開草案

中外合資経営企業、中外合作経営企業、外資企業、
中外合資経営企業
外商投資株式有限企業
外商投資株式有限企業の間の合併

＜外商投資企業の合併・
分割に関する規定＞

内資企業と中外合資経営企業
中外合資経営企業、中外合作経営企業、
外資企業、外商投資株式有限企業
外商投資株式有限企業の合併による外
商投資企業（外国投資者
外国投資者の株式持分比率が合併後
の会社登録資本金
会社登録資本金の25%以上となる場合）

＜外商投資企業の合併・
分割に関する規定＞

内資企業と外商投資企業
外商投資企業の合併により、存続もし
くは新設された
された企業が内資企業である場合

本公開草案

内資企業が外国投資者
外国投資者により買収されて外商投資
企業となった場合
場合（外国投資者の株式持分には限
度額の規定はありませんが
はありませんが、外資企業としての待
遇を享受するためには
するためには、外国投資者の株式持分比
率は会社登録資本金
会社登録資本金の25%以上であることが必要
です）

＜外商投資企業による国内
企業のM&Aに関する規定＞

外商投資会社の
の分割により、存続もしくは新設さ
れる企業が内資企業
内資企業である場合

本公開草案
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►

合併及び分割の定義
公開草案においては、合併及び分割の具体的な形式が
が明確に示されています。会社法、外商投資企業の合併・
分割に関する規定、財税「2009」59号文（以下、“59
59号文”と略称します）においても、合併･分割についてそ
れぞれ定義があることから、これらを下記の表にまとめました
にまとめました。

事項

吸収合併

公開草案

外資規定

会社法

59号文

一つの会社が他
他の会社
一つの会社が他の会
一つの会社が他の会社
を自社に取り込
込んで、
社を吸収した後に存
を吸収することを吸収
取り込んだ方が
が存続し、
続し、吸収された会
合併と称し、吸収され
取り込まれた方
方が解散
社が解散する。
た会社は解散する。
する。

合併

新設合併

二つ又は二つ以上の 二つ以上の会社
会社が統合
会社が統合され、一 して一つの新たな
たな会社
つの新設会社になる。が設立される。
。合併し
元の各会社は、全部 た元の各会社は
は全部解
散する。
解散する。

存続分割

一つの会社からの分
離により、一つ又は
複数の会社が新設す
る。分割前の元の会
社は存続する。

一つの会社の分離
分離によ
り二つ以上の会社
会社とな
る。分割前の元
元の会社
が存続し、かつ
かつ、一つ
以上の会社が新設立
新設立さ
れる。

解散分割

一つの会社が二つあ
るいは二つ以上の会
社に分かれます。分
割前の元の会社は解
散する。

二つ以上
一つの会社が二
の会社に分裂します
します。
分割前の元の会社
会社は解
散し、二つ以上
以上の会社
新設される。

分割

►

二つ以上の会社が統合
して一つの新たな会社
を設立することを新設
合併と称し、合併した
元の各会社は全部解散
する。

会社分割とは、その資
産を分割後に設立され
た会社で分けられるこ
とである。分割前の会
社の債務は分割後の会
社が連帯で負担する。

合併及び分割後の会社形態

►

公開草案によると、合併・分
割後の存続もしくは新設会社
は、有限責任会社あるいは株
式有限会社の形態を選択する
ことができます。ただし、＜
会社法＞の条件を満たす必要
があります。

1、関連する登記
登記はいつ開始でき
るか？

会社の合併・分割により、会
社登記が必要となる場合、公
告が掲載された日から45日後
に、申請者は会社の抹消、設
立あるいは変更登記を同時に
申請することができます。

登記に関する
する規定

公開草案によると
によると、会社の合併・
分割により会社
会社の登記必要と
なる場合、申請者
申請者は、公告が掲載
された日から45
45日後、会社の
抹消、設立あるいは
あるいは変更登記を
同時に申請することができます
することができます。
会社法の規定によると
によると、会社の合
併・分割については
については、合併・分割
の当事者が合併
合併・分割に合意し、
さらに、決議した
した日から30日以内
に、新聞で公告
公告しなければなりま
せん。また、2005
2005年に国務院の公
布した＜会社登記管理条例
会社登記管理条例＞は、
会社の合併あるいは
あるいは分割について
は、それぞれ法律
法律に基づいて、
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合併とは、一つあるいは一つ以
上の企業が、その全部の資産と
負債を他の既存または新設企業
に移転し、合併された企業の株
主は代わりに合併企業の持分又
は非持分を取得することにより、
二つ又は二つ以上の企業の法律
上の合併が実現する。

分割は、一つの企業が一部また
は全部の資産を、他の既存また
は新設企業に移転し、分割され
た企業の株主が分割した企業の
持分または非持分を取得するこ
とにより、法律上の分割が実現
する。

会社登記機関で変更、抹消、設立
登記をすべきことを重ねて強調し
ています。更に、公告の日から45
日以内に、登記を申請し、登記時、
合併協議書、合併・分割決議及び
会社が新聞に掲載した公告、その
他の証明及び債務弁済もしくは債
務担保状況の説明を提出しなけれ
ばなりません。また、法律、行政
法規もしくは国務院決定により、
会社合併・分割に批准を要する場
合、その批准文書を提出しなけれ
ばなりません。
つまり、公開草案における会社の
抹消・設立及び変更登記に関する
期限は、従来の規定と一致してお
り、公告の日から45日です。
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2.

登録資本金、払込資本金の制限
合併により存続もしくは新設する会
社については、その登録資本金、払
込資本金の金額は、合併協議書にお
いて約定された金額あるいは合併前
の各会社の登録資本金の合計額、払
込資本金の合計額のいずれか高い方
によって確定することとされていま
す。公開草案は、合併する各会社の
間に資本関係がある場合、合併前の
各会社の登録資本金の合計額、払込
資本金の合計額をどのように確定す
るかを明確にしました。これによる
と、合併前の各会社の登録資本金の
合計額、払込資本金の合計額から当
該資本関係に対応する登録資本金、
払込資本金の金額を控除することと
なります。
合併・分割により存続もしくは新設
する会社については、分割後の会社
の登録資本金の合算額、払込資本金
の合算額は、分割決議もしくは決定
において約定された金額あるいは分
割前の会社の登録資本金、払込資本
金の金額のいずれか高い方によって
それぞれ確定しなければなりません

3.

株主の出資比率、募入あるいは払
込出資金の要求

4,支店あるいは保有持分
保有持分の取扱
公開草案によると
によると、合併により解散
あるいは分割した
した会社が支店を有し
ている場合、関連決議書
関連決議書において取
扱を記載しなければなりません
しなければなりません。も
し取扱案において
において、支店が存続会社
もしくは新設会社
新設会社に所属することが
明確にされていれば
にされていれば、支店の社名変
更手続きのみを
きのみを行えば良い。
同様に、合併により
により解散あるいは分
割した会社が、
、他の有限責任会社の
持分を保有している
している場合、関連決議
書に取扱を記載
記載しなければなりませ
ん。もし取扱において
において、当該持分が
存続もしくは新設会社
新設会社に所属するこ
とが明確にされていれば
にされていれば、合併・分
割後、当該有限責任会社
当該有限責任会社の持分変更
登記のみを行えば
えば良い。逆に、もし
関連する決議書
決議書において当該持分の
保有の放棄を記載
記載すれば、合併・分
割前に、当該持分
当該持分の譲渡及び資本事
項の変更登録を
を行わなければなりま
せん。

考察
公開草案の適用範囲
適用範囲
前述の通り、公開草案
公開草案の適用範囲は下
記の通りです。
►

合併・分割により存続もしくは新設
する会社については、その株主（発
起人）の出資比率、募入あるいは払
込の出資金の金額は、合併協議、分
立協議あるいは決定により約定され
ます。さらに、法律、行政法あるい
は国務院決定により、会社の合併・
分割に関する出資比率、募入あるい
は払込資本金に承認を要する場合、
承認を得る必要があります。
合併・分割前の会社の登録資本金の
払込が完了していない場合、合併・
分割により存続もしくは新設する会
社の登録資本は合併協議、分割決議
あるいは決定における約定により、
合併・分割前に規定した出資期限ま
でに払い込まなければなりません。

公開草案は、“内資企業”あ
るいは合併・分割後に“内資
企業”となる場合の合併・分
割登記に適用されます。

合併・分割
分割を行う内資企業

内資企業と
と外商投資企業の合併
により存続もしくは
もしくは新設する会社が
内資企業となる
となる場合
►

外商投資会社
外商投資会社の分割により存続
もしくは新設する
する会社が内資会社と
なる場合
当該公開草案は、内資
要約すると、当該公開草案
企業あるいは合併
合併・分割後に内資企
業となる合併・
・分割の登記に適用さ
れます。但し、
、公開草案には、外資
出資比率が25％
％を下回る企業に適用
されるか否かは
かは明確にされていませ
ん。過去に公布
公布された＜外商投資企
業の合併・分割
分割に関する規定＞
（2001年改訂）
）によると、外資投資
企業と内資企業
内資企業の合併後、出資比率
が25％以上である
である外商投資企業につ
いて当該規定が
が適用されます。その
ため、推定するところ
するところ、内資企業に
適用される公開草案
公開草案は、合併後の外
資出資比率が25%
25%未満の企業にも適
用されると考えられます
えられます。
►
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►

抹消、設立あるいは変更を同時に
行うことができます
現行の＜会社登記管理条例＞による
と、合併・分割により存続もしくは
新設する会社は、その登記事項に変
更が生じる場合、変更登記を申請し
なければなりません。合併・分割に
より解散する会社は、抹消登記を申
請しなければなりません。合併・分
割により新設する会社は、設立登記
を申請しなればなりません。以前の
会社法および関連登記規定と公開草
案が異なる点は、公開草案によると、
申請者は、会社の抹消、設立あるい
は変更登記を同時に申請することが
できることです。変更、抹消、設立
する会社が同一の登記機構の管轄に
属しない場合、公開草案は、各登記
機関に対して、手続きを進めるため
に相互に協力して連絡することを要
求しています。つまり、当該要求は、
申請者に対するものではありません。
当該規定は、合併・分割の効率をよ
くし、時間短縮に繋がると考えられ
ます。
但し、申請者が同時に抹消、設立あ
るいは変更登記を申請する際には、
複数の当局部門との協力と連携が必
要となり、部門の合同で発行される
通達がない場合には、実務上の困難
が考えられます。例えば、新設合併
の場合、新設会社の設立手続き中は、
資産の移管先となる名義がないこと
から、元の会社を抹消することがで
きません。また、新設会社が設立さ
れていないので、支店あるいは子会
社も新設会社へ移管することができ
ません。このようなケースに対する
特別な措置として、仮に、複数の政
府機関がその取扱を共同で講じるの
であれば、上述のようなケースにも
臨機応変に対応できるようになるで
しょう。
►

抹消、設立あるいは変更
を同時に行うことができ
ます。

►

合併・分割後の会社の資
本金をフレキシブルに組
合せることができます。

►

支店及び株式の譲渡手続
きの簡便化
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►

合併・分割後の会社の資本金ををフ
レキシブルに組合せることができる
外資企業間の合併・分割関連規定と
は異なり、公開草案には、合併・分
割により存続もしくは新設する会社
の登録資本金、払込資本金を合併・
分割合意書により定めることが認め
られています。但し、合併後の会社
の登録資本金、払込資本金の金額は、
合併前の各会社の登録資本金の合計
金額、払込資本金の合計金額を超過
することはできません。同様に、分
割後の会社の登録資本金の合計金額、
払込資本金の合計金額は分割前の会
社の登録資本金、払込資本金を超過
することはできません。

興味深いことに、上記の規定によると、
企業は再編を通じて、自社の意志で資
本資源を共有することができます。例
えば、合併において、会社Aは80%の資
産を投入することにより、合併後の会
社の50%の持分を取得したとします。
会社Aの差額分の投資は、合併の両当
事者の同意があれば、積立金とするこ
ともできます。もう一つの例として、
公開草案によると、合併・分割前の登
録資本金の払い込みが完了していない
会社は、契約書の約定に基づいて、再
編前の出資期限に従って払い込みを行
います。そのため、もし、ある会社の
資本金の一部がまだ払い込まれていな
い場合、合併契約の約定を通じて、他
の投資者がその未払いとなっている資
本金を補填することができます。減資
が困難であり、かつ資本投入期日が迫
っている場合、キャッシュフローが潤
沢な会社と資本金の払い込みが完了し
てない会社を合併させると、追加での
資金調達が不要となります。

►

支店及び持分譲渡手続
持分譲渡手続きの簡便
化

これまでの一連
一連の規定では、合
併・分割に支店
支店あるいは他社の
持分が含まれている
まれている場合の取扱
が明確にされていませんでした
にされていませんでした。
実務上、各地の
の登記手続きは
様々です。ある
ある地方の登記機関
は、支店あるいは
あるいは子会社を完全
に抹消し、再登記
再登記する手続きを
要求しているため
しているため、時間のコス
ト以外にも、税務上
税務上の大きな影
響を招く可能性
可能性があります。公
開草案によると
によると、支店が存続す
る場合、あるいは
あるいは合併・分割に
付随して移転する
する持分について
は、合併・分割後
分割後に、相応する
変更手続きを行
行うだけでよいと
されています。
。これは、多くの
支店と子会社持分
子会社持分を有する企業
に対して、朗報
朗報と言えます。
公開草案には
には、再編後の会社が
引き受けた持分
持分（例えば、子会
社持分）については
については、“株主変
更登記”だけを
だけを行えればよいと
されています。
。つまり、持分譲
渡についての登記
登記が要求されて
いるわけではありません
いるわけではありません。但し、
実務上、特に税務処理等
税務処理等、この
ような変更登記
変更登記に混乱をきたす
ことがないよう
ことがないよう、更に詳細な実
施細則が必要になるでしょう
になるでしょう。
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意見の公募
工商総局は2011年9月12日まで、一
般に意見を募集していました。この
ことは、多くの人が立法に関与し、
法令の制定者に意見を提供する良い
機会となりました。工商総局は下記
の四つのアクセスを提供していまし
た。
►

国家工商行政管理総局政府のホー
ムページ（www.saic.gov.cn ）、

►

ファックス：010-68017816

►

Eメール：qyjzdc@saic.gov.cn

►

郵送
北京市西城区三里河東路8号国家工
商行政管理総局企業登記局（郵便
番号：100820）

最後に
昨今、企業のM&Aが日々増加するの
に伴い、中国政府の関連部門は、企業
のM&Aを規範する多くの法規を公布し
ています。公開草案は、合併・分割後
の企業が内資企業の場合の変更、抹消
及び新設登記に適用されます。外資企
業の登記については、この公開草案の
適用を受けず、他の規定に基づいて処
理されることとなります。M&Aを計画
しているかあるいはM&Aを進行中の企
業は、会社登記に関する要求（登記の
開始のタイミング、登録資本金、払込
資本金の制限、株主の出資比率、必要
払込資本金額など）を十分理解し、リ
スクを低減するようお勧めします。
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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
す。私共は、顧客、職員、及びより広い地域社
会がその潜在力を発揮する助けとなることが
業界他社との差別化を図るところです。

アーンスト・アンド・ヤングとは、アーンスト・ア
ンド・ヤンググローバルリミテッドのメンバーフ
ァームにより構成された国際組織を指し、各メ
ンバーファームはそれぞれ独立した法人組織
です。アーンスト・アンド・ヤンググローバルリミ
テッドはイギリスにおける担保有限会社で、ク
ライアントへのサービス提供は行っておりませ
ん。より詳細な情報は、当事務所ウェブサイト
をご覧ください。www.ey.com
中国におけるアーンスト・アンド・ヤングの税
務サービス
中国におけるアーンスト・アンド・ヤングの930
名の税務スタッフは、国内外にわたる豊かな
関連専門知識や商業及び業界実務経験を有
しています。私どもの税務専門スタッフは統一
された手法と質の高いサービスの提供に対す
る変わらぬ責任意識をもって、安定的かつ準
拠性を備える申告体制及び持続可能な税務
戦略の構築において、貴社に協力し、貴社の
目標実現のために、全力を尽くします。これは
アーンスト・アンド・ヤングが業界他社との差別
化を図るところです。
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