
上海市人民政府 宗明 副市長 

 ＣＣ：上海市人民政府 顧洪輝副秘書長 

ＣＣ：上海市商務委員会 顧軍主任 

 

 平素より在上海日系企業のビジネス環境整備にご配慮とご支持をいただいていることに感謝申し

上げます。 

  

さて、このたび、上海市のより良いビジネス環境の創出に貢献すべく、昨年に引き続き在上海日

系企業が直面するビジネス上の課題をもとに「上海市のビジネス環境改善に向けた建議」をとりま

とめましたので、別添のとおり提出いたします。 

 

 要望書の提出は、2013年の「中国（上海）自由貿易試験区」に対する要望書以来、8回目となりま

した。昨年も、75 項目からなる建議を提出した後、上海市商務委員会の多大なるご協力・ご尽力の

もと、各項目に対する回答を書面で頂戴するとともに、その後も本年 2 月の宗明副市長との円卓会

議の開催、続いて「危険化学品」、「ヘルスケア・介護」、「環境規制」をテーマとした対面での分科会

を計 3 回開催することができました。こうした活動を通じて、関連の政府部門と日系企業の直接の

対話が実現され、いくつかの建議項目について解決することができました。 

 

今回の建議は、「環境規制」、「安全規制」、「貿易」、「金融」、「税務」、「通信」、「都市計画」、「会社

運営」、「ヘルスケア・介護」、「食品・化粧品」、「上海市の政策（自由貿易試験区）」、「地域性外国商

会」の 12分野、計 81項目からなります。また、特に「金融」関連の建議については、国際金融セン

ターを目指す上海に期待される改革項目として、別冊にて詳細に記述しました。いずれも在上海日

系企業の率直な意見、すなわち日系企業の「生の声」です。昨年から引き続き提起している項目も含

まれておりますが、日系企業としては問題解決が図られているとは考えておらず、一層の改善を期

待するものです。また、国家レベルの検討が必要とされるものについては、中国日本商会とも協力

し、引き続き国家関連部門と議論していく所存です。 

 

上海市政府におかれては、近年良好なビジネス環境の創出を重要な政策課題として取り上げ、新

たな５か年計画のもとでも、コロナウイルスへの対応を継続しつつも、具体的な改革、開放を常に

積極的に推進されていることに敬意を表します。来年は日中国交正常化 50周年を迎えます。この 50

年間の各方面の努力により、日本企業は上海における最大の外資投資元となりました。我々は今後

とも上海市とともに努力し、上海市の更なる経済社会の発展に一層貢献してまいります。本建議を

もとに、上海市のビジネス環境がより一層改善されていくことを切に願っております。 

 

 

２０２１年１２月２日 

 上海日本商工クラブ理事長 

 中塚 潤一郎 



ジェトロ上海事務所首席代表 

水田 賢治  

在上海日本国総領事（大使） 

赤松 秀一 



新しい番
号 ｽﾃｲﾀｽ 大項目 小項目 2021年度建議 効果

1 継続
Ⅰ．環境
規制

法制度に起因
する問題

技術的な観点、関係各方面の意見聴取、審査などの手続きを取る点は歓迎するものの、引き続き
費用対効果を再度検討し、規制値のバランスを見直し、適正化を図っていただきたい。

費用対効果の改善により、企業の対策コスト削減
が図られ、納税額の増加や再投資に繋がる可能
性がある。

2 新規
成分等のマイ
ナーチェンジ時
の審査簡素化

中国で化学製品を製造するメリットの1つとして、中国ユーザーの要望を直接聞き、要望に合わせた
成分等のマイナーチェンジに即対応できることにある。しかし、マイナーチェンジを行った化学製品
は別製品として審議が必要とされ、結果許可までに3年を要するため、そのメリットを活かすことがで
きない。これだけの日数がかかってしまうと対象としている製品の価値はなくなり、それは中国の産
業界においてもマイナスである。自動車等の機械のマイナーチェンジと比較すると化学製品のマイ
ナーチェンジは厳しすぎるように感じられるため、是非緩和を検討していただきたい。
また、審査中に法規制や管理基準が変更となった場合は、新基準で審査され設備改造等の指導を
受けることになる。これは申請準備の時点では想定外のため、申請後の法規制等の変更について
は、既得権を認めていただき、その対応は次回の申請時までのような猶予も検討いただきたい。化
学品(危険化学品)の新製品を製造する場合、新規プロジェクト申請(特に安全に関しての)でなく、簡
素化された形で早期に上市できるような仕組みを検討いただきたい。

製品のビジネスチャンスを逃さず、既に進出して
いる日本企業の安定的な事業展開や追加投資
に繋がる。（＝中国諸官庁への納税も増加する）

3 継続
生産制限命令
の抑制

一部の区では、前日夜に情報が展開され、翌日から対応する必要があるという事例もあるところ、
企業が必要な対応を取るための時間やコストについて十分配慮いただき、過剰な生産制限命令の
抑制と十分な周知期間の確保を図っていただきたい。

予見性が向上し、企業が生産計画を立てやすくな
り、事業環境の整備に繋がる。

4
継続(建議
文を調整）

産業廃棄物業
者の処理能力
の不足

第14次5か年計画でも引き続き処理能力の拡張と長江デルタでの効力体制の整備をすすめるとの
ことなので、廃棄物処理能力不足の早期解決に期待したい。

企業活動におけるコスト低減と、事業環境の整備
に繋がる。

5
継続（建議
文を調整）

サプライチェー
ンに配慮した
猶予期間の設
定

新たな環境規制導入や規制値強化により環境規制が強化される場合には、その対応に時間がか
かる場合もあるため、引き続き法令の内容を十分に周知するとともに、被規制業種が対策を講じる
のに相応な猶予期間を確保していただきたい。カーボンニュートラル関係は既に重点企業への説明
会を開催しているとのことなので、今後は一般企業への情報公開をお願いしたい。

事業における予見性を得られることで、企業の事
業計画が立てやすくなり、リスク管理も行いやすく
なるなど、事業環境の整備に繋がる。

6 継続
資源リサイクル
ビジネスの促
進

国として廃プラの処理の規制が厳しくなってきており廃棄も容易でなくなっている。企業として排出で
はなくリサイクルを選択した場合、設備導入に対する補助金、工業区における法的緩和等による支
援を期待したい。

リサイクル産業を育成・新規参入を促進すること
で、資源の効率的な利用が進み、最終処分量が
減少し、用地の有効活用にも繋がる。さらに環境
先進都市としての位置づけも得られる。

7
継続（建議
文を調整）

土壌汚染防止
法の施行後の
市政府による
体制整備

土壌汚染防止法の対応にあたり、工業用地の汚染責任の認定方法は決められておらず、日常管理
（汚染状況の測定頻度、使用物質の記録等）における企業の負担が大きい状況が続いている。外
国での事例も参考に、測定頻度の低減等の見直しと認定方法の早期制定をお願いしたい。

公平な調査・審査機関による判断がなされること
で、企業側の納得感も増し、事業環境の改善にも
繋がる。

「2021年上海市のビジネス環境改善に向けた建議」

1 
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号 ｽﾃｲﾀｽ 大項目 小項目 2021年度建議 効果

8 新規 脱プラスチック

プラスチックは世の中一般の多くの商品に使用されており、今般導入されたプラスチック汚染防止
の強化方案が各業界・企業に影響を与えている。今後、適用範囲を拡大することはあるか、検討状
況や今後の方向性を教えていただきたい。特に食品業界では商品の包装に加えて、店頭での販売
促進活動等に当たってプラスチックカップやビニール袋も常時使っているが、これらが新たに規制対
象となれば、商品設計からビジネスモデルまで大きな影響が出得る。規制の検討に当たっては、企
業のヒアリングを行い、経済や事業活動への影響も勘案しながら慎重に進めるようにしていただき
たい。

企業が中長期的な事業計画を立てやすくなり、上
海における事業を行いやすくなる。

9 新規
脱プラスチック
推進策の検討

各種パッケージの脱プラスチック推進のため、市独自でインセンティブを付けたり、ブランドオーナー
や消費者を誘導できるような制度を策定いただきたい。例えば、脱プラを一定以上達成した企業に
対する認証制度や表彰、補助金支給、減税といった優遇策や、日本のように、パッケージの材料に
つき重量比50%以上を紙にすれば「紙マーク」を付けられるようにすること、パッケージの脱プラレベ
ルに応じて、1～5級のマークを印刷すること（家電の省エネ等級のイメージ）、脱プラパッケージを使
用した商品を購入した消費者がメリットを得られるような仕組み構築（商品価格は少し高くなるが、
脱プラ商品の売上の一部を市の教育助成に回す等。支付宝等のアプリとの連携も検討）などの方
法を検討いただきたい。

国・市が推進するプラスチック削減のさらなる促
進が期待できる。

10 追加
Ⅱ．安全
規制

危険化学品倉
庫の保管能力
改善

2018年建議に対する「上海市における提言等」において、新たな危険化学品倉庫の認可を速やか
に実施するとの回答をいただいているが、外高橋保税区の危険化学品倉庫は依然として不足して
いる。外高橋保税区では、危険化学品倉庫に関する危険化学品経営許可が得られていても、外高
橋税関が危険化学品の持込みを承認していないため倉庫を使用できない状況にある。速やかに使
用開始できるよう、引き続きご支援頂きたい。華東地域（特に上海周辺）に危険品倉庫が少ない故、
既存起用先の費用は高く、サービスも良くない。危険品倉庫の新規設立を検討いただきたい。2020
年度の分科会にて、危険化学品倉庫は足りているとの見解を上海市よりいただいたが、実際には
スポットで利用できる危険化学品倉庫を見つけることは困難であり、危険化学品倉庫は不足してい
ると感じる。引き続き、危険化学品倉庫の数を増やすよう取り組んでいただきたい。

危険化学品(危険貨物)の鑑定が必須となってお
り、通関前に危険化学品を保管する機会が増え
ている。適切に維持管理できる倉庫の使用が再
開されることで、危険化学品による事故等を防ぐ
ことができる。

11
継続（建議
文を調整）

クリーンルーム
内での危険物
一時保管の認
可

電子材料用途で使用される化学物質は、ごくわずかな不純物でも使用できなくなる場合があるた
め、クリーンルームで使用されることが多い。このような用途に使用される危険化学品は、危険化学
品倉庫の要件を満たす場所で保管することにより、精密な電子材料の製造開発などに必要な物質
を使えなくなる場合がある。例えば少量である場合にはクリーンルームを保管場所として認めてい
ただくなど、環境・安全のリスクが低い場合は危険化学品の保管場所について要件緩和など配慮い
ただきたい。

企業活動におけるコスト低減と、事業環境の整備
に繋がる。

2 
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12 継続
少量危険化学
品との混載
ルール運用

2020年1月1日より危険貨物道路運輸安全管理弁法が施行され、少量危険化学品の一般品との混
載ルールが実現された。各区毎に本弁法の運用に差が出ないようにしていただきたい。また、危険
貨物の多くは上海市から江蘇省など周辺地域に輸送されることから、広域で運用が共通になるよう
働きかけを行っていただきたい。

物流が効率化することにより、運輸由来の環境負
荷が低減される。

13 継続

混合率が70％
に満たない危
険化学品の取
扱い

混合率が70％に満たない危険化学品であっても危険学品目録実施指南（試行）で求められていな
い物理危険性の鑑定を求められる事が多い。担当官ごと、区ごとに判断が統一されておらず、各区
共通となる指南を作成いただき公開していただきたい。

上海市の複数の区に工場を持つ企業は、担当官
ごと、区ごとに運用が異なることで、対応に違い
が生じている状況。運用が共通化されることで、
より円滑な事業運営が可能となり、上海市の事業
環境がより魅力的なものとなる。

14 継続
危険化学品の
品目追加申請
の手続き

2018年に危険化学品経営許可のシステムが変更になって以降、危険化学品の品目追加申請にあ
たり都度担当官に確認する必要がある。現状の手続きに必要な書類・資料、手続き方法、システム
の使用方法等にあわせた指南の作成・公表をしていただきたい。

指南に従い準備を行うことで、事務手続きを円滑
に行うことができる。また、各区毎の運用の差を
減らすことができる。

15 新規
危険特性分類
鑑別報告書の
有効期限

海上輸送の「危険特性分類鑑別報告書」は書類発行から１年間の有効期限であるが、航空輸送の
「危険特性分類鑑別報告書」は書類発行から当年年末までの有効期限であるので、同様の期限
（発行から1年間）に合わせていただきたい。

申請から最低1年間有効にすることにより、行政、
企業とも業務量の削減に繋がる。

16 継続
通関手続付属
書類の簡素化

2018年10月31日に上海浦东国际机场货运站有限公司及び东方航空物流股份有限公司の货站事
业部安检站からそれぞれ出された通知広告（安检站[2018]101号）により、0.3Whを超える电容（コン
デンサ）は危険品として取り扱われることになったが、それに該当しない場合も、両社の货站事业部
安检站の指示により上海化工院から発行される鑑定書原本を毎回提出することとなっている。安全
規制上の指示で有り，政府による監督に基づくものと思料される。
同様の鑑定書原本の提出が行われている青島空港の例では、初回のみ鑑定書原本の提出が必要
であり、一度提出するとシステムに登録されるため、鑑定書原本の毎回提出は不要となっている。
0.3Whを超えない製品については、鑑定書の原本の提出の免除（青島同様のシステム又はコピー等
による代替等）を許可いただきたい。

他都市の効率的な規制と同等のものとすること
で、上海の空港の魅力を向上させる。

17 新規 長江保護法

外高橋港は港湾であり、長江保護法の対象外ではないと考えている。外高橋港経由で長江に入る
貨物はしかたがないが、外高橋港に到着する全ての化学製品を対象として確認し、長江保護法の
規制対象製品の搬入を認めないのは、少しやり過ぎではないかと感じている。現状が継続されれば
規制対象製品は上海を回避し他の港への変更を検討することになる。外高橋港を長江保護法の対
象から免除していただきたい。

輸入取引として最大の外高橋の利用が制限され
ることは、貿易企業には影響が大きい。また上海
の輸入量が減ることになり上海から撤退する貿易
企業が発生する可能性がある。上海としてもデメ
リットだと考えられる。

18 継続 消防規制
様々なツールを通じて情報公開に努められていると理解しているが、消防に係る規制や基準が改
正された際には、より速やかに通知するとともに、必要な場合には準備対応するための相応の猶予
期間をいただきたく、引き続き中央当局への提言を継続いただきたい。

消防規制の遵守及びより効率的な執行が実現さ
れる。

3 
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号 ｽﾃｲﾀｽ 大項目 小項目 2021年度建議 効果

19
継続

（建議文
を調整）

Ⅲ．貿易
事前教示の確
立

輸入申告を行う企業として正しいHSコードでの申告を心がけている。税関総署令236号により事前
教示制度が明確化されているが、更なる照会期限の短縮化や税関に対する事前照会制度等（また
は参考意見を求められる制度）を設ける事でHSコードの不一致の低減に向けた改善をしていただき
たい。税関としても正しい申告が増えるメリットがある。2020年建議の回答により内容については理
解しているが、引き続き制度改正に向け税関総署への働き掛けをお願いしたい。

既にある制度を企業がより使いやすくするための
建議であり、本年3月の政府活動報告「通関の円
滑化水準の向上を急ぐ」の通関の円滑化水準の
向上に合致する。

20 継続
ペーパーレス
化の更なる推
進

2020年9月の上海税関との協議会において、｢ペーパーレス通関時に、税関からの要求がない限
り、輸入では契約書、P/List、B/L等運送書類、輸出では契約書、Invoice, Packing List, B/Lの提出
を省略している｣との回答をいただいたが、現状は以前としてSDSや进口危险化学品企業符合性声
明などの書類提出が求められている。関係者からのサインを得るなどの負担は未だ軽減されてい
ないため、特に繰り返し使用できるSDSのような資料や、オリジナルを提出することが難しいInvoice
はペーパーレス化を優先的に進めていただきたい。定期的に提出必要書類のリスト更新もお願いし
たい。

本年3月の政府活動報告「通関の円滑化水準の
向上を急ぐ」の通関の円滑化水準の向上に合致
する。

21 新規
ラベル検査、
SDS検査

製品ラベルにて、製品の危険化学品該当非該当を確認するため、危険特性分類鑑別報告を事前に
要求される。税関には輸出入時にSDSを提出しているため、SDSと製品ラベルの照合だけで良いよ
うにしていただきたい。また、危険化学品の混合物製品の輸出入時に、税関検査員からSDS上での
100％成分の開示を要求されることが多いが、中国のSDS作成標準では必ずしも100％の成分記載
は要求されていないため、100%の成分開示が必要な場合は、SDS以外での開示を認めていただき
たい。

通関手続き付属書類を簡素化し、円滑な通関を
実現することにより、貿易都市としての上海市の
魅力を高め、さらなる貿易拡大が期待される。

22 新規
海事局への申
請書類

海事局への危険品の届出に際して、SDSに全成分のCAS番号開示を要求されることがあるが、
CAS番号開示の根拠を明確にし、SDS以外での全成分のCAS番号開示、その他代替手段（危険化
学品鑑別報告によるGHS分類の確認等）について認めていただきたい。

企業秘密である組成情報を記載したSDSを誤って
顧客に渡してしまう様な人為的なミスを回避す
る。

23 継続 AEO認証

「認証に通らなかった企業は、1年以内に税関に認証の再申請をしてはならない」と規定されている
が、問題点を改善した企業は再認証の申請を早期に行えるように改正をお願いしたい。当地におい
て貿易に従事する企業にとってAEO認証されることのメリットは大きく、認証されない期間が長期に
渡るとビジネスに与える影響も大きい。

既にある制度を企業がより使いやすくするための
建議であり、本年３月の政府活動報告「通関の円
滑化水準の向上を急ぐ」の通関の円滑化水準の
向上に合致する。

24 新規
衛生証明書の
発行

衛生証明書の発行に2週間程度（サンプル検査が必要な場合は4週間）を要しているが、発行まで
の更なる時間短縮を行っていただきたい。

企業側の在庫削減並びに顧客満足度の向上（迅
速な納入）に繋がる。

4 
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25 新規

税関システム
のシステムダ
ウン時におけ
るバックアップ
体制

年に数回程度税関システムの不具合により貨物の上屋への搬入ができないことがあり、貨物便の
遅延や貨物室に空きスペースを発生させて出発せざるを得ない事象があった。システムの不具合
は仕方無いことと理解はしているものの、そのような場合のバックアップ体制について検討いただき
たい。例えば、代替システムの導入や、エクスプレス貨物など一部マニュアルでの税関手続きをさ
れているが、その他貨物へのマニュアル対応の拡大などについて検討いただきたい。

国際航空物流は大規模経済都市である上海を支
えるインフラであり、「物流促進」と「貿易秩序」を
両立させるべくシステムが導入されていることか
ら、システムの安定化により、上海市経済活動の
健全性が維持向上する。

26 新規 輸出管理

本年1月から施行された輸出管理法の対象となる製品の輸出許可申請に要するガイドラインが不明
確であり、業務に支障が生じている。例えば、海外から輸入し中国国内の顧客に販売した製品カテ
ゴリー(安全芯片)に不具合が生じたため、日本の試験機関に発送し不良解析を行う必要があり、商
務部に確認したところ、本件は輸出許可不要との回答あり。本件判断の基準については公布されて
おらず、基準の明確化が必要。また、輸出許可が必要な場合は申請から許可取得まで最大45日と
されており、業務に多大な支障が生じる可能性が高いため、迅速な処理をお願いしたい。

輸出許可のリードタイム短縮は、市場の活性化と
発展に寄与し、市場の魅力が高まる。

27 新規
保税地域から
搬出される貨
物の税関検査

保税地域から貨物を搬出する際、既に輸入通関は許可済となっているものの、出区ゲートで税関検
査に該当する場合がある。貨物の納品遅延にも繋がるため、ゲート検査の廃止を検討していただき
たい。

事業環境改善に繋がる。

28 新規
輸出入貨物通
関申告書修正

輸入された貨物について、通関書類上の数量とコンテナ開封時の数量が異なる場合があるが、実
物数量が通関書類上の数量より少ない場合、輸入申告の訂正を認めてもらえず、ショートした貨物
についても輸入関税と輸入増値税の納付を要求される場合がある。「輸出入貨物通関申告書修正
及び取消管理弁法」の第5条で、原申告データと実際の貨物が不一致となる場合」は訂正を受けら
れるとされていることから、訂正を認めていただきたい。

企業側の負担軽減に繋がるとともに、事業環境
改善に繋がる。

29
新規（別

冊）
Ⅳ．金融 金融規制

各分野において金融規制が多く存在していることにより、規制への該否や取引の可否について都度
銀行に照会する必要がある。その際、銀行毎に対応が異なる場合もあり、規制関連の調整が事業
者にとって負担となっている。引き続き、可能な限り規制緩和することで負担の軽減を図っていただ
きたい。

企業側の業務効率化に繋がる。

30
新規（別

冊）
非貿易送金

非貿易送金（コミッションおよび裁判関連費用等）について、対外送金可能な取引が制限されている
ことに加えて、関連規制による対外支払要件（取引内容およびエビデンス等）が細部まで明文化さ
れておらず、業務遂行に支障をきたしている。まずは、関連規制の撤廃および緩和をご検討いただ
いた上、関連規制で求められる要件を具体的かつ文章で明示いただきたい。
事例（コミッション）：在日本の本社同士で取引は決まったが、商流が中国国内（Suppｌierの中国工場
仕入、→Customerの中国国内企業売り 等）というような場合においては、中国国内取引に係るコ
ミッションに該当する為対外送金が認められていない。取引実態に基づき、中国国内取引に係るコ
ミッションであっても支払を認めていただきたい。
事例（裁判関連費用）：裁判に必要となる供託金について、日本への払い戻しなどが非貿易送金と
して差し止められるケースが多発している。送金にあたり必要とするエビデンスなど、制度の明文化
を進めていただきたい。

経済のグローバル化に対応した多様な取引形態
を認めることで、国内外で新しい商流を生み出す
ことができる。

5 
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31
新規（別

冊）

クロスボーダー
プーリング用口
座

クロスボーダープーリング用口座開設する際の、手続きを簡素化し、グローバルな資金管理を支援
いただきたい。

煩雑な手続きがクロスボーダープーリングの障害
となっている。経済のグローバル化に対応した多
様な取引形態を認めることで、国内外で新しい商
流を生み出すことができる。

32
新規（別

冊）

クロスボーダー
規制（第三国
からの保証金
受取に対する
規制）

中国国内取引において、中国以外の国に存在する企業から、わが社売掛金に対する保証を取得
し、取引を行うケースがあるが、クロスボーダー規制により、中国以外の海外の国から保証金を受
取ることができない。この規制を緩和（撤廃）していただきたい。

海外企業からの保証を得ることで、中国国内取引
を活性化させることが可能となる。

33
新規（別

冊）
国外からの債
権譲渡

日本の親会社が中国企業に対して保有する債権を中国の現地法人に譲渡することについて、法律
では認められていると了解しているものの、譲渡代金の送金が認められていない(金融機関経由、
外貨管理局に問い合わせた結果)。現地法人において債権回収する方が合理的なケースもあるた
め、送金を認めていただきたい。

経済のグローバル化に対応した多様な取引形態
を認めることで、国内外で新しい商流を生み出す
ことができる。

34
新規（別

冊）
通関単

海外から中国へという実際のモノの流れとは別に、商流（売買契約の関係）として、日本企業や中国
国内の企業、香港企業などの間で転売が繰り返されることがあるが、海外送金時の証憑に用いる
通関単が一つの貨物に対して１度しか認められないため、海外サプライヤーに対して支払いができ
ないことがある。経済実態に即した制度運用を行い、支払いが可能となるようにしていただきたい。

経済のグローバル化に対応した多様な取引形態
を認めることで、国内外で新しい商流を生み出す
ことができる。

35
新規（別

冊）
外貨管理ルー
ル明確化

外貨管理のルールが多種かつ実務運用が銀行毎に異なっている、外貨管理局への照会・相談等も
銀行経由で行わざるを得ない等、効率性・スピード共に欠けている。一般企業が当局に問合せしや
すい様、公的な機関に問い合わせ窓口を設定するとともに、窓口での回答が担当者により変わるこ
とがないよう、回答内容の明文化と公表を進めていただきたい。

ルールの明確化は企業のコンプライアンスを向
上させるとともに、新規事業の拡大にも資する。

36

継続
（建議文
を調整）
（別冊）

両替

「個人外汇管理弁法」および「個人外汇管理弁法実施細則」に基づき、外国人の年間人民元購入上
限額が5万米ドル相当と定められており、同上限額の除外項目（家賃類の支出、生活消費類の支
出、医療・就学等の支出、その他）も設定されているものの、中国における物価水準の上昇など影
響より、同上限額を超過する事例が頻発している。ついては、同上限額（5万米ドル相当）の引き上
げ、及び個人口座に対する国外からの人民元クロスボーダー送金の解禁をしていただきたい。2020
年建議に対して回答を頂いているが、外国人個人の生活自体に影響する事項であり、当地に進出
している企業にとっては重要な論点となっており引き続き改善をお願いしたい。

両替限度額を拡大することにより駐在員等の生
活に支障が出ることを回避できる。
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37
新規（別

冊）
自動車リース
取引

金融機関からの資金借入時に、資金使途証明としてエビデンス（契約書や発票等）の提出が借入先
の金融機関に要求されている（銀保管会からの指導を受けて）。１件当たりの金額規模が小さく件数
が膨大となる自動車リース取引についても個別に全エビデンス（社印付）提出を求められる為、非常
に業務負担が大きい。サンプルでのエビデンス提出や電子ファイル形式による授受など実務対応を
簡素化していただきたい。

企業側の業務効率化に繋がる。

38
新規（別

冊）
原本保管義務

出金や為替契約、預金口座間の資金移動など頻繁に行われる取引について押印した紙資料の提
出を求められる。財政部『電子会計証憑の経理処理における文書保管規範に関する通知(6号通
知)』にて、経理処理に関する電子証憑について原本の保管を要する点も、電子化を阻害する要因
として挙げられる。保管資料の緩和にて、電子化を進めていただきたい。

企業側の業務効率化に繋がる。

39
新規（別

冊）
発票

取引先が事業停止等の状況にあると発票が得にくくなることがある。『企業所得税税前控除証憑管
理弁法』の公布に関する公告」（国家税務総局公告[2018]28号）によって、損金算入に当たり、発票
がなくとも取引が証明できれば損金算入できるとされているが、この規定を活用できるよう、証明方
法を具体的に示していただきたい。

様々な信用状態の企業との取引を安定化するこ
とができる。

40
新規（別

冊）
国有企業関連
のM&A

国有企業との合弁企業の買収あるいは売却額決定に当たり、国有資産監督管理委員会が指定す
る評価事業者（会計事務所等）が出した評価にしばられることとなるが、その評価方法が不透明で、
また時に算出根拠までも不明確なことがあり、売買当事者の評価と乖離することがある。当事者が
合意している場合は売却額等について柔軟化するなどしていただきたい。

国有企業を含む事業再編を円滑化し、経済活性
化に資する。

41

継続
（建議文
を調整）
（別冊）

企業グループ
内を含めた企
業間の転貸

2015年8月6日付「最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定」で企業間の金

銭貸借が認められたにもかかわらず、人民銀行「贷款通则」には人民銀行から許可を取得した金融
機関のみが貸付業務を可能とする条文（21条）が残るため、企業グループ内を含めた企業間の転
貸が出来ない状況にある。この転貸禁止ルールを廃止して､グループ企業間の直接貸付を認めて
いただきたい。また、2020年9月9日の金融分科会で外管局より「今回の質問は企業グループ内の
転貸に限るから、持ち帰って人民銀行調査本部に反映し、優先的に考慮して頂けるか検討する。」
の発言に対して、進展と新たな政策動向があれば、随時情報共有いただきたい。

企業側の混乱を回避できるとともに、2017年3月
の上海自貿区の改革開放の全面深化法案にお
ける、情報の相互連絡・共有する政府サービス体
系に添う。
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42

継続
（建議文
を調整）
（別冊）

グループファイ
ナンスと税制

多国籍企業がグループ資金を集中運営する所謂グループファイナンスにおいて、通常はマスター会
社が外部から資金を調達し、グループ内企業へ転貸する形で資金提供を行うが、現状、クロスボー
ダーでの調達資金について転貸金利の全額に増値税が課される。しかし、他の国際金融センター
ではクロスボーダーの金利収入を非課税とするケースもある。そのため、グループ内企業はオフショ
ア市場調達が有利となる場合があり、多国籍企業にとっては、上海においてこの部分の増値税コス
トがクロスボーダーグループファイナンスを拡大する際のネックとなる。この点について、増値税の
控除、税の減免、還付による財政補助等により、上海における多国籍企業の更なる競争力の強化
についてご検討いただきたい。2020年建議の回答により国家税収制度に関するものとの回答があ
り、内容については理解しているが、引き続き国家税務総局への働き掛けをお願いしたい。

課税対象の見直しが可能になれば、企業のコスト
は低減する。

44

継続
（建議文
を調整）
（別冊）

一般投資として
の株式取得

現状、一般投資としての株式取得については借入金の充当が認められておらず、企業は自己資金
を充てる必要がある。事業会社の経済活動として合理性が認められる取引については借入資金の
活用を可能とし、少数株主としての合弁事業への参画時の資金調達の円滑化を図ることで、企業活
動の効率性の更なる向上に資すると考えられるため、借入資金について、その使途の柔軟性を高
める検討をお願いしたい。

銀行借入資金の使途の柔軟性が高まることで、
事業会社の経済活動への制約が少なくなると共
に、資金調達の効率性が高まる。

この借入の計算が可能になれば、より多くの資金
を関連会社に貸付けすることが可能となる。

43

継続
（建議文
を調整）
（別冊）

過小資本税制

過小資本税制において、企業は関連会社からの借入がその純資産の2倍（金融会社は5倍）を上回
る部分を損金処理できない場合があり、グループファイナンス拡大の妨げになっている。この係数
（関連会社からの借入÷純資産）を計算する際に、関連会社へ転貸するために他の関連会社から
調達した金額を除外できるよう、規程を見直し及び明確な通達の形で明文化して頂きたい。また、金
融当局だけでなく、税務当局からの支援もお願いしたい。
2倍を超えても損金処理できる条件として、独立取引原則を証明できる資料である【特殊事項文档】
の提出が必要だが、書類が煩雑な上、各地税務当局の取り扱いも若干違うところがあるため、都度
各地税務当局と確認の上、資料を準備する必要があるから、すごく時間と手前が掛かる。
【対応案】
１、グループファイナンスで資金運用をしている企業集団に対して、その係数（関連会社からの借入
÷純資産）を計算する際に、関連会社へ転貸するために他の関連会社から調達した金額を除外で
きるよう、規程の見直し及び明確な通達の形で明文化して頂きたい。他の金融センター所在国では
国外からの借入を過小資本税制の対象とするケースはあるが、中国では国内借入（グループファイ
ナンスを通じた預託を含む）も対象に含み厳しい制度となっている。
２、上記１が対応できない場合は、独立取引原則を証明するための手続きと必要書類の簡素化を
検討して頂きたい。2020年建議の回答により国家の権限に属し、国家税法・税制の調整に関連する
ものである旨理解をしているが､引き続き関係当局への働き掛けをお願いしたい。
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45 新規
投資誘致の活
性化

2017年1月、中国人民銀行より外商投資企業の外債にかかわる通達（銀発〔2017〕9号）が公布さ
れ、投注差方式とマクロプルーデンス方式のどちらかを選択して外債を調達できる外債管理方式
は、１年間の過渡期が終了後、当局が実施状況を評価の上確定するとされている。外商投資企業
が複数の外債管理方式から選択できるメリットは大きく、引き続き２つの方式を選択できる柔軟性の
高い運用をしていただきたい。特に外商投資法施行後、総投資額の確認部署が不明確となり、2020
年以降の新設会社や増資を行った外商投資企業の投注差による外債調達が一部外貨管理局に拒
否されたケースが散見され、現場実務運用ルールの統一化をお願いしたい。また、自由貿易の促
進やグローバル資金集約を実現するため、クロスボーダー資金移動の完全自由化を目指す自由貿
易試験区では、資金調達の多様化に繋がる外債制度の更なる緩和・撤廃をお願いしたい。

選択肢の多様性/投資誘致に繋がる。

46 新規
投資(調達)手
法の多様化

商務部、外貨管理局の「商資函[2011]1078号通達」によると、外商投資性公司の国内借入は国内
再投資に利用不可である。（再投資の定義は一般的に、新設、増資、持分買取、M&Aを指す） 上記
1078号通達により、投資性公司は銀行のM&Aローンを原資とする持分買取やM&Aは実行できな
い。一方、外商投資法公布後、「外資三法」の撤廃に伴い、外商投資に関わる既存法律法規も大幅
に見直しされる必要があり、上記1078号通達の実務運用も緩和される可能性があると見られる。投
資性公司の一つの主な役割は投資及びM&Aであり、M&Aローンを活用できないことは投資性公司
の投資活動に多少支障を与えるので、本規制を緩和いただきたい。

投資性公司の投資効率化、資金調達多様化、投
資活動の活性化に繋がる。

48
継続（別

冊）
Ⅴ．税務 連結納税制度

諸外国で導入されている連結納税制度（Tax consolidation/ combined reporting）の中国への導入を
検討いただきたい。なお、連結納税制度とは親会社と同一視する一定の子会社集団を含めて企業
集団全体を一つの「課税単位」とみなし課税する制度であり、日欧米等の先進国では既にこの連結
納税制度を導入済みである。こうした中、在中国企業に対して企業組織に係る法制・税制について
格差が存在することは国際競争力の低下に繋がる恐れがあり、海外から中国への投資がなされる
場合にマイナスの影響を及ぼすことから、導入を検討頂きたい。2020年建議の回答により国家の権
限に属し、国家税法・税制の調整に関連するものである旨理解をしているが､企業にとっては重要な
論点であり引き続き関係当局への働き掛けをお願いしたい。

連結納税制度は企業にとってメリットがあるもの
であり、導入により外資系企業の中国への投資
促進が期待できる。

上海市に統括会社を設立している企業が多く、上
海で契約計上することになるため、上海市の税収
増に繋がることが想定される。

47

外資系損害保険会社においても、中国国内で統一した保険サービスや保険プログラムの提供を可
能にすべく、統括保険証券規定の対象範囲を同一法人から同一企業グループに属する法人に拡大
いただきたい。現行規定では、異なる地域に存在する同一法人の財産や責任に係る保険を一括し
て引き受けることが可能だが、異なる地域に存在する同一企業グループに属する法人の保険を一
括で引き受けることはできない。

新規
統括保険証券
発行制度の規
制緩和
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49
継続（別

冊）
繰越欠損金

税務上の繰越欠損金について、 現状のルールでは繰越年限は5年となっているが、この繰越期限
をさらに長く設定していただきたい。繰越欠損金の繰越期間が5年と言うのは国際的に見ても最低
水準にとどまっており、繰越期間を無制限としている国も多い。中国企業としても企業組織に係る法
制・税制について格差が存在することは国際競争力の低下に繋がる恐れがあり、海外から中国へ
の投資がなされる場合にマイナスの影響を及ぼすことから、延長を検討頂きたい。2020年建議の回
答により国家の権限に属し、国家税法・税制の調整に関連するものである旨理解をしているが､企
業にとっては重要な論点であり引き続き関係当局への働き掛けをお願いしたい。

中国経済の変化に影響を受けにくい安定的な企
業経営が可能になり、中国経済の安定化にも繋
がる（なお、香港では繰越年限そのものが存在し
ない）。

50 新規
外国籍人員の
免税優遇措置

新個人所得税法では、「居住者」の概念が明確にされ、1 年以上5 年以下居住する場合には、国内
企業等が支給する以外の国外源泉所得は免税扱いが認められていた。昨今の規制では、1 年とい
う基準が183 日に変更され、さらに 5 年の期間は 6 年まで延長されて駐在員によって望ましい部分
もある。一方、優遇措置の新個人所得税法施行に伴う移行措置をまとめた「個人所得税法改正後
の優遇政策に関する問題の通知」（財税［2018］164号）2018.12.28.公布の内容では、外国人の優遇
措置や年1回賞与の計算方法が2021年末まで適用されており、課税面での優遇処置を受けてき
た。但し、2022年1月1日より、外国籍個人は各種補助（住宅家賃、語学訓練費、子女教育費補助）
に関する免税優遇措置を適用できなくなると共に、年一回制賞与に関する優遇措置が廃止となり、
外国籍個人も中国籍個人と同様の取り扱いを受けることとなる。特に駐在員の給与について手取
保証を実施し、中国における個人所得税を企業負担としているケースが多い日系企業では、現在
免税措置の対象となっている住宅家賃などが新たに個人所得税の課税対象となることから、当該
人件費の増加が見込まれるため、地方ごとの課税運用が可能であれば、外資企業が多く存在する
上海市において優遇処置の検討を要望したい。

コロナ禍に伴う、日本人帰任が加速する中、更な
る増税は社内で業務コントロールを行う日本マ
ネージャー不在に繋がりかねないが、従来に準じ
た優遇処置を設けることで事業運営を担うマネー
ジャーを継続駐在することが可能となり、更なる
事業発展に繋げることが期待される。

51
継続（別

冊）

輸出取引にお
ける増値税還
付手続き

輸出取引における増値税還付手続きについては、2017年の輸出還付手続きの電子化等の取り組
みにより、簡素化・迅速化に繋がっていると感じている。一方、手続きを進めるにあたり、税関や税
務機関より、仕入れ増値税や通関等の情報が「国際貿易単一窓口」に導入されなければ、手続き
が進まないため、その導入期間を短縮していただきたい。

企業の業務上の負担が軽減されるほか、還付入
金迄の期間の短縮により、安定的な企業運営が
可能になる。

52 新規 税務運用

一部地域においては、もっぱら中国外で役務提供される貿易コミッションや中国内で提供されるPE
適用要件を満たさない人的役務の対外送金に際して、使用料（特许权使用费）やみなしPEとして企
業所得税の源泉徴収を求められている。また、中国外企業の中国内駐在員事務所について、情報
収集等、専ら準備的行為に従事しているものについても、一律PEとみなして経費課税する実務慣行
が存在する。上海市では税法規定に沿った均一な税務運用をしていただきたい。

適切な運用がされていると起業や投資がしやすく
なる。
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53
新規（別

冊）
増値税申告

毎月税務局宛に増値税申告の際、重点税源報告として財務諸表を提出するとともに、毎月浦東新
区統計局や黄浦区統計局宛に同じように財務諸表を提出する必要がある。求められる情報は全部
同様ではないが、基本的なBSやPLに関しては、やや重複感があるため、政府機関の間でのデータ
の共有を実現していただきたい。

企業の業務上の負担が軽減される。

54 継続 Ⅵ．通信
通信事業の参
入規制緩和

基礎電信業務及び付加価値電信業務（特にプライベートクラウドを始めとしたクラウド事業）への参
入に関する外資規制（合弁会社に限定された参入形態、最低資本金等）の早期の包括的な撤廃に
向けて、上海市の中央に対する影響力を行使するとともに、現行制度下の過渡的な措置として、外
資系企業による付加価値電信業務参入の明確なモデルケース（ライセンス取得に必要な実務上の
要件や手続）を提示いただきたい。

通信事業に関する中国のＷＴＯ上のコミットメント
（外資出資比率の上限及びサービス提供地域に
関する制限の段階的撤廃）の早期達成及び中国
情報通信市場における上海市の競争力向上等に
寄与する。

55 継続
Ⅶ．都市
計画

区外や市外へ
の移転に係る
区政府や街道
への指導

上海市内企業の区を跨ぐ移転に関し、税務手続きは以前よりもスムーズに進むようになり感謝して
いる。一方で、法律上は許可を取る必要のない移転元の区政府や街道等の承認をとるよう要求さ
れるケースがあるため、そのようなことがないよう指導していただきたい。

既に進出している日本企業の安定的な事業展開
や追加投資につながる可能性がある。

56
新規（別

冊）
省を跨ぐ企業
再編

過去は保税区に登記された貿易法人設立を要求されていたが、現在では本制約は消滅している。
保税区法人の吸収合併等による法人格の一本化による管理コストの節減・業務効率化を目指して
いるが、省跨ぎの合併は地方当局の反発を招き、実務上、実行困難である。省跨ぎ再編（合併）に
係る推進策・支援策を発信いただきたい。

事業再編を円滑化し、経済活性化に資する。

57
新規（別

冊）
Ⅷ．会社
運営

個人所得税
社会保険料事業主負担分について、中国での所得の一部として、個人所得税を課税する動きが各
地で見られる。課税の根拠として、税務局が主張する関連通達の廃止という理由は容易に納得しが
たい。明確な根拠規定を示していただきたい。

国家レベルの要望ではあるが、適切な制度運用
を希望する。

58
継続

（建議文
を調整）

裁判官業務体
制

債権回収案件において財産保全措置を延長する手続きを行った際に担当裁判官が多忙であり連
絡が取りづらく（面会可能な時間は1週間に1時間程度設けられているオフィスアワーに限定され、
電話もなかなか繋がらない状況）、財産保全措置がきちんと延長出来たのか確認出来るまで時間
がかかり、また何かの手違いで財産保全措置が解除された場合の対応をどうするのかといった余
計な心配をしなければならず、業務が円滑に進められない状況に遭遇したことから、裁判官業務の
効率化又は体制の強化をお願いしたい。

事業環境の改善に繋がる。
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59 新規 就業許可

就業許可通知を得た上で入国している場合、入国後に就業許可/居留許可取得期間中の就業につ
いて、「不法就労」とみなさないことを明確にしていただきたい。2021年2月の宗明副市長座談会に
おいて「入国者の就業許可/居留許可取得期間中の就業」のサポート改善の検討を約束いただい
た。現在の進捗状況をご紹介いただきたい。

コンプライアンスの向上に繋がる。

60 新規 会社清算
起業・新規登記関連所要手続きと時間について、大幅な簡易化と短縮が実現したように、会社清算
時の工商・税務審査の手続きも同様、簡素化と大幅な時間短縮を実現することにより、清算手続き
がスムーズに進むようお願いしたい。

清算の手続きを考慮して起業を断念するケース
が減る。

61
新規（別

冊）
営業許可証

債権保全として中国全土でリース車両を抵当登記しているが、電子営業許可証での受付は依然と
して認められておらず、一部地域では引き続き抵当登記手続きに営業許可証の副本本紙提出が要
求され、現在コロナのため国内移動に制限がある中、第三者による郵送に頼らざるを得ず、リスク
が極めて高い。営業許可証の提出を求められる場合、上海市と他地域間、公安局間で営業許可証
の電子システムを接続し、電子営業許可書による受付を可能としていただきたい。

企業の業務上の負担が軽減される。

62
継続

（建議文
を調整）

Ⅸ．ヘルス
ケア・介護

リハビリ補助器
具社区レンタ
ル

リハビリ補助器具社区レンタルに関して、制度自体の認知度が高まっていないため、更なる周知の
ための施策を検討いただきたい。

福祉用具を利用したいという上海市民の方が、制
度についてご存知でないことが多く、せっかくの良
い制度なので広めていただきたい。

63
継続

（建議文
を調整）

大人用紙おむ
つ

日本の介護現場で定着している外側の紙おむつ本体と補助パッドを併用する方法の普及につい
て、関心のある施設にて説明する機会を設けたいと考えている。候補の施設をご紹介いただき具体
的な進め方を相談させていただきたい。

紙おむつ本体と補助パッドと併用の規定が認知さ
れることで高齢者及び排泄ケアにかかわる介護
者の身体的負担の軽減に繋がる。またゴミの量
が低減され廃棄に係るコスト削減になる。

64
継続

（建議文
を調整）

抗ウイルス商
品

現状では抗ウイルスについては【GB中国国家標準規格】ではこれらの規定がないため、カタログや
広告に抗ウイルスの表記をした場合、広告法に抵触する可能性がある。抗菌・抗ウィルスの需要が
高まる中、日本で販売している抗菌、抗ウイルスの商品を中国でも有効活用いただくためにも【ISO
国際標準化機構】や【JIS日本産業規格】を満たすことで、入札の仕様やカタログなどの要件に入れ
ることを上海市で認めていただきたい。

抗菌・抗ウィルス商品の採用拡大によって、介護
現場での環境改善となりサービス向上が期待で
きる。

65 新規
高齢者送迎用
車両

中国の現状において、養老院、デイサービス、あるいは介護関係の送迎車は、車両管理所規定に
より、送迎車の外観へのサイン設置（施設の名称、シルバーマークの貼付等）は認められていない。
高齢者送迎用の車両は、小学校の送迎車と同じように、外観へのサイン設置の制限を解除すること
を検討していただきたい。

制限の解除により、送迎車の停車及び高齢者の
乗降が便利になり、安全確保に繋がる。また車椅
子対応の車両にシルバーマークの貼付が推奨さ
れることにより、統一管理が可能となる。
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66 新規
高齢者向け送
迎業務のマ
ニュアル整備

養老院、デイサービス等の介護関係の送迎業務では、計画された時刻に安全に乗降できる場所に
バスを停車させ、安全に乗降できる介助をご利用者一人一人に合わせて行うことが必要である。ま
た、車椅子対応の福祉車両では、リフトやスロープ、車椅子のロック、車椅子用3点シートベルトな
ど、通常の車両にはない特殊な操作が必要である。これらの点を踏まえて、介護関係の送迎業務
のマニュアル整備を検討していただきたい。

高齢者の対応となり、かつ特殊な福祉車両の利
用に伴い、事故などの危険が発生するリスクがあ
るが、マニュアルを整備することによりリスクの削
減が可能。

67 新規
養老顧問への
研修

上海市での養老施策について市民の方の相談先として養老顧問が設置されている。彼らにより介
護に関する知識を知っていただくことで、より良い制度活用に繋がる。日系企業各社も協力を行うの
で、彼らに対しての研修機会をいただきたい。

養老顧問など専門職の方が、高齢者の身体状
況、介護方法、福祉用具の有効活用などを理解
することで、利用者にもより良い提案を行うことが
出来、結果として市民の満足度が向上する。

68 新規

試験事業に対
する評価と今
後の方向性に
ついての情報
開示

リハビリ機器社区レンタルやその他の制度について、試点としての期間の終了が迫っている中で、
各制度の総括評価や今後の方向性についての検討が行われると承知している。今後の政策に大き
な影響を与えるものであることから、評価結果や今後の方向性についての概要を日系企業にも教
示いただく機会を設けていただきたい。

上海政府ないしは中央政府の方向性を日本企業
が理解することで、その方向性に沿った形で、日
系企業の経験をより中国の実情に合わせた形で
提案することが出来る。

69 継続
Ⅹ．食品・
化粧品

農産物輸入規
制の緩和

乳製品、肉類、野菜・果物等の青果物等の輸入規制について、引き続き日本政府と継続中の協議
を進めていただき、科学的なデータに基づき早期の緩和措置の検討をお願いしたい。

中国の市民に多彩で豊富な日本食材を提供でき
るようになり、市民の食文化がより一層充実し、
食生活の質の向上にも繋がり、中国の輸入関税
などの収入増や消費の活性化にも貢献できる。

70 継続
震災後の農産
物輸入の再開

福島第一原子力発電所の事故に起因する輸入規制について、一部の食品、農産物に関して輸入
の再開を認めていただき感謝するが、引き続き日本政府と継続中の協議を進めていただき、科学
的なデータに基づき、合理的な範囲の規制となるように見直していただきたい。

中国の市民に多彩で豊富な日本食材を提供でき
るようになり、市民の食文化がより一層充実し、
食生活の質の向上にも繋がり、中国の輸入関税
などの収入増や消費の活性化にも貢献できる。

71
継続

（建議文
を調整）

化粧品原包装
表記の運用緩
和

2019年に発布された化粧品監督管理条例は、31 年ぶりに改正された化粧品の最上位法であり、
2021年から付属する各種弁法、通知などが続々と施行が始まっている。行政による各種勉強会は
各地で続々と開催されて法規理解向上の機会は設けられているものの、輸入品に科せられるラベ
ル表示要件などは現時点（10月）では最終的に不透明な部分が多い。特に日系企業の商品には日
本語の漢字表記（例えば、『医薬部外品』、『無香料』や『パラベンフリー』など）や原産国における商
品特徴表記を原包装から修正する運用が想定されており、原包装のパッケージ変更は、企業コスト
増加だけでなく、商品外観のデザイン性を損なうなど、商品価値の低下に繫がることが大きな懸念
となる。そこで、中国法規に合致しない外国語は従来運用（中文ラベルに説明文を付記）を踏襲して
中国消費者に誤解させないよう工夫することを認めるなど、上海市に多く所在する日系化粧品企業
のみが過度な負担を負うことがないよう柔軟かつ公平な運用制度に緩和していただきたい。

上海を拠点に中国国内に広く販売展開する日系
化粧品企業が、輸入化粧品の原包装表記の言
語に関係なく、他国輸入品に比べて競争力が落
ちずに、従来通りの輸入販売体制を維持すること
が出来る。また、中国専用資材などに変更される
ことなく、日系輸入化粧品の安全・安心感を損な
わずに魅力的な商品を中国消費者へ届けること
ができる。
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72
継続

（建議文
を調整）

化粧品業界発
展に向けた取
組要望

上海市は中国国際輸入博覧会及び国際化粧品大会の開催都市であることなどを踏まえて、化粧品
分野での先進的な技術発信（例えば動物試験全面撤廃）やパーソナライズ化粧品に関する登録備
案を可能にする先行基準、或いは世界的に注目される環境に配慮した市場での詰め替えが可能と
なる安全基準づくり等の拠点となっていただきたい。当該項目は、2020年建議への上海市回答にお
いて、動物実験の段階的な解決推進、及び化粧品のカスタマイズについて関連文書制定の中での
明確化が目指される点を言及いただいているが、実質的な新原料申請や特殊化粧品輸入では已
然動物試験が求められることが、世界的な動物試験廃止の動きを見据えると課題となっているた
め、引き続き検討していただきたい。また、サスティナビリティに対する企業や消費者の意識向上を
図るなど、世界的に注目される環境に配慮した先行基準づくりの拠点になることを期待する。

世界の中で特化した化粧品規制を有する中国に
おいて、世界的な動向を汲み取り、先進的な取り
組みを行うことにより、上海市としても世界的なア
ピールが可能となり、日系化粧品企業だけでな
く、世界の化粧品企業が当地に集結して、上海及
び中国における化粧品業界の発展に繋がる。

73
継続

（建議文
を調整）

化粧品備案制
度運用の最適
化

化粧品監督管理条例改定に伴って各種制度改革が進められ、地方備案制度や動物試験の免除な
ど、多くの改善が図られたことに感謝する。一方、当該改革に伴い、多数不明確な部分も発生して
おり、条例等の文面だけでは詳細かつ具体的な適合有無の判断に迷うケースが多発していること
から、政府主導の新法規に関する教育機会を設けていただき、企業の法解釈がスムーズに図ら
れ、適切な法令遵守が徹底されることを希望する。また、世界に先行するオンライン環境が整う中
国の特性を活かした各法令に関するオンライン質疑窓口の開設であったり、オフラインでの問合せ
窓口を開設するなど、ユーザーフレンドリーな仕組みを設けていただきたい。

オンライン質疑システムやオフライン窓口の開設
により、法改正に伴う大きな混乱を緩和すること
に繋がり、行政側としても不要な指摘に伴う、対
処の軽減が期待される。また、中国他地方に先
駆けて運用を開始することで、中国内におけるモ
デルケースを確立することとなり、企業も法令を
適切に遵守することができるようになり、行政及
び企業の双方に取ってより良い運用の展開に繋
がる。

74 新規
化粧品新原料
許可申請

「使用済化粧品原料名称目録」に該当しない物質は特殊化粧品の原料として使用する前に、「化粧
品新原料許可」申請が必要だが、同申請はハードルが高い且つ手続きが煩雑である。また、今後
の使用量問わず許可が必要で、微量添加の際、事前鑑定、登録等関連費用発生により、不採算に
なる。少量/微量添加の場合、特殊化粧品向けの「化粧品新原料許可」を簡素化していただきたい。

企業の業務上の負担が軽減される。

75 継続

Ⅺ．上海
市の政策
（自由貿易
試験区）

3C認証規制
国家認証認可監督管理委員会と上海自由貿易試験区が協力覚書を締結し、上海自由貿易試験区
での3C認証規制の認証プロセスと要提出書類を簡素化するとされていることから、引き続きさらな
る簡素化への取り組みを継続していただきたい。

事業展開する企業のコストの低下が可能となり、
2017年3月の上海自貿区の改革開放の全面深化
法案における行政簡素化に添う。

76 継続 越境EC

越境ECポジティブリストについて、一般貿易で輸入が許可されているもの（トマトジュース、清酒、鰹
節、水溶性食物繊維、飴、チョコレートなど）について、財政部など国家部門に積極的に提案し、追
加していただきたい。具体事例として、トマトジュースはポジティブリストに記載がないという理由で
保税庫に入庫できていない。

2017年3月の上海自貿区の改革開放の全面深化
法案における、情報の相互連絡・共有する政府
サービス体系に添う。
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77 新規 貴金属リース

中国国内の石油精製業者や石化品製造業者等の産業実需家向けに、第三国との貴金属リース貿
易を行い、上記中国国内顧客向けに貴金属のリース取引を検討しているが、リース貿易により物品
を輸入することについて、「税関輸出入貨物徴税管理弁法」で個別に章を設けて規定を設けている
ものの、どのような種類の物品についてリース貿易方式での輸入が認められるかについて明確に
規定されていないので、ご教示いただきたい。また、リース貿易での輸出における同一として見做さ
れる貴金属の定義については、国際慣習（国際的には、国際認証を取得している地金については、
ナンバリング如何に関わらず、同質・同量であれば同価値と見做される）に応じていただきたい。

当該取引形態が実現すれば、海外諸国の産業需
要家が享受しているのと同様に、中国国内の石
油精製業者や石化品製造業者等の産業実需家
が、その設備や製品の一部に貴金属を使用する
際に彼らの初期資本投資額を抑制し、且つ価格
変動リスクを回避することが可能となる（従い、彼
らより、貴金属のリースサービスの提供を求めら
れているのが実情）。また、当該取引の効用を以
て、中国の産業及び経済の発展に寄与するもの
と考える。

78 新規 招聘状と隔離

招聘状がなかなか発出されないことから、新規赴任が難しく、家族についても来られない状態が続
いている。より円滑な招聘状発出をお願いしたい。また、渡航後、隔離期間があることが事業上の
ネックになってきている。感染対策の一環であり十分理解しているものの、現在上海では集中隔離2
週間及び自宅観察1週間となっているが、ワクチン接種者については、これら隔離の短縮或いは自
宅監察期間を省略するなどの対応を検討いただきたい。中国で認可されたワクチンに限らず、国際
的に認められたワクチンを接種した場合にも、同様に招聘状が不要になる様な運用をお願いした
い。

事業の円滑な運営に繋がり、間接的な外資企業
の拡大に寄与する。

79 新規 高鉄関連

システム改修により高鉄の乗車がパスポート可能になったことに感謝している。現状は、経費精算
のために乗車券を回収しなければならず、結局窓口に並ぶ必要がある。中国の方の場合、自動発
券が可能であり、また発券しなくても自動精算機による領収書発行が可能である。外国人について
も、パスポートによる発券、あるいはパスポートによる領収書発行が可能になるよう改善していただ
きたい。

事業の円滑な運営に繋がり、間接的な外資企業
の拡大に寄与する。

80 新規
ネガティブリス
ト

免疫細胞療法（CAR-T、CAR-NK）が『ネガティブリスト』の「ヒト幹細胞、遺伝子診断及び治療技術
の開発・応用」に該当しないことを明確にしていただきたい。

中国が免疫細胞治療の研究と応用において先進
国と肩を並べることを推進し、中国の腫瘍治療能
力を高め、中国の最先端医療技術の発展を促進
する。

81 継続
Ⅻ．地域
性外国商
会

商工クラブの
適法な権益の
維持・保護

外商投資法第27条に従い、上海日本商工クラブが法律・行政法規及び規則の規定に照らして関連
の活動を実施し、自らの適法な権益を維持・保護できるようお願いしたい。

上海市と在上海日系企業の窓口機能が強化さ
れ、上海市の開放政策の推進に資する。
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1. 報告の概要 

(1) プロジェクトの背景 

 中国政府の永年の支持とビジネス環境の継続的な改善により、上海は日本企業が中国で

投資する際の最も重要な投資先の一つとなった。2021 年 8 月時点で、上海には 1 万社の日

系企業が所在し、上海の外資領域で重要な位置を占めている。日本企業の中国投資、中国進

出を助け、企業と政府との架け橋を築くため、上海日本商工クラブでは 2014から例年、中

国における日系企業のビジネス環境を調査し、その年に日系企業が生産経営において遭遇

したビジネス環境の問題点について整理し、フィードバックしてきた。昨年も、日本貿易振

興機構上海事務所は在上海日本国総領事館、上海日本商工クラブと共同で、上海市人民政府

に「上海市のビジネス環境改善に向けた建議」を提出し、併せて関連の問題について市政府

関係当局と深く検討、意見交換し、良好な成果をあげている。 

 今年、上海日本商工クラブは、例年の全方位的、系統的な調査をベースとしつつ、多国籍

企業が最も注目する外貨資金の流動に関する問題につき、特に調査することとした。これは、

国際貿易の新たな情勢のもとで、企業の現実のビジネスニーズに関する訴求を提示するこ

とを目的としている。我々は、関連の訴求について上海市政府関連部門と意見交換を行い、

中国の法律及び監督管理の枠組みのもとで一定程度解決できることに期待し、それによっ

て中国に進出する日本企業の投資の信念を更に確かなものにするとともに、上海国際金融

センターの建設を推進し、グローバルスタンダードに合った金融ビジネス環境を構築する

ための政策建議を提供するものである。 

 

(2) 外貨受払改革の効果 

 ここ数年、国家外貨管理局及び上海市分局は「国家外貨管理局の、クロスボーダー貿易投

資の利便化の更なる促進に関する通知」、「国家外貨管理局の、外貨管理を適正化し渉外業務

の発展を支持することに関する通知」、「国家外貨管理局の、個人経常項目の外貨業務利便化

の更なる推進に関する通知」、「国家外貨管理局上海市分局の、貿易外貨収支利便化の試験導

入に関する指導意見（意見公募稿）」など一連の政策を相次いで公布し、外貨業務の管理を

改善するとともに、また外国為替サービスの方式を整備し、利便化水準を高め、ビジネス環

境の一層の改善を図り、実体経済の質の高い発展のために尽くしている。 

 我々は、貨物及びサービス貿易について、各商業銀行が外国管理局の指導のもと、クロス
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ボーダー貿易業務の処理の簡略化に必要な資料や手続を制定し、多国籍企業のクロスボー

ダー貿易決済の利便化水準を著しく向上させたと承知している。例えば、現実のビジネスニ

ーズを有する優良企業が、試験導入銀行において、貨物貿易の期限超過など特殊な送金取り

消し業務を直接処理することが既に支持され、事前登録が免除されている。 

 資本項目においては、収支利便化の範囲が引き続き拡大されている。条件に合致する「域

内保証つき域外貸出（「内保外貸」）や、国外貸し付けの登記抹消の処理権限が銀行に委譲さ

れたほか、非金融企業の外債の逐次登記を試験的に取り消し、企業のクロスボーダー資金調

達のニーズの変化に適応させ、企業の取引コスト軽減の一助としている。更に、人民元と外

貨の一体化機能を備えたクロスボーダー・プーリングを複製普及させ、多国籍企業の資金集

中管理のニーズを効果的に緩和している。 

 

(3) 問題の概要 

 外貨収支の利便化レベルは大きく向上したものの、現在の監督管理モデルでは依然とし

て、貿易の新たな情勢における多国籍企業のビジネスニーズを完全に満たすことができて

いない。具体的な状況は以下の通りである。 

新しい国際貿易モデルを背景に、貨物及びサービス貿易の外貨取引は依然として問題を

抱えている。第一に、伝統的な貨物貿易における外貨監督管理モデルでは国際貿易の新業態

のニーズを満たし得ないことがある。中国はグローバル貿易ネットワークにおいて重要な

地位にあることから、中国に進出した日本企業がオフショア貿易に代表される新たな形で

国際貿易を展開するニーズが増加し続けている。しかしながら、オフショア貿易では貨物の

流れと資金の流れが分離する特性から、現在の外貨監督管理モデルのもとで関連の業務を

実施するのは依然、困難である。第二に、全世界的な産業の高度な分業を背景として、現在

の外貨監督管理モデルでは国際貿易の複雑化から派生したサービス貿易の送金ニーズを満

たし得ない。例えば、実質的な商業コミッションの送金や、少額賠償金の支払いなどの問題

がある。 

多国籍企業が投資のグローバル化戦略を計画する際、依然として外貨資金の流れが利便

性を損ねる制限を受けている。上海に所在する日系企業には、経営資源のグローバル化戦略

や業務提携の必要性から、中国国内投資またはクロスボーダー投資のビジネスニーズが存

在する。しかしながら、現在の監督管理要求の制限を受け、上海の日系企業にはクロスボー

ダー保証の制限などの問題が存在し、企業の合理的なビジネス戦略に一定の影響を及ぼし
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ている。 

多国籍企業のグローバルな資金運営の集約管理に向けた手続の効率性が低い。上海の日

系企業は、国外の親会社による集中的な運営管理を受け、グループ会社が集中的に資金調達

する「グループファイナンス」のニーズがある。ところが、現在の監督管理モデルのもとで

は、関連企業間の直接貸借に制限があり、国境を越えた資金プールの口座開設プロセスが複

雑、資料が煩雑などの問題が存在する。これらが現地法人の資金運営コストを一定程度増加

させているほか、多国籍企業が上海グローバル資金管理センターの建設に参画することを

奨励する戦略目標にも不利に働いている。 

多国籍企業の外貨取引の複雑なニーズに向けた、外貨監督管理サービスを更に向上する

必要がある。日本企業の上海におけるビジネスの発展に伴い、多国籍企業の外貨収支のニー

ズは複雑さを増している。しかしながら現時点では、一部外貨管理の政策法規に具体的な実

施細則が不足しており、企業が関連業務を実施する際に操作障害が存在する。また、外貨管

理部門と多国籍企業との間で統一された、専門的な相談や意見交換をするルートが不足し

ており、企業は関連の外貨業務の操作基準を適時把握することができず、客観的に見ても企

業の意思決定に一定の困難をもたらしている。 

税務政策がグローバル企業誘致での競争力を備えていない。第一に、企業が金融機関の委

託貸付方式により他の企業に貸付金を提供して取得した利息収入は、全額が増値税課税対

象となることがある。あわせて、企業はこの貸付サービスの仕入増値税額を売上増値税額か

ら控除できず、企業の税務コストが高くなる。第二に、企業所得税の欠損金の繰越期間が短

い。初期の資金投入が大きく、回収周期が比較的長いプロジェクトにおいては、企業が損失

発生年度から 5 年以内に発生した利益は、従前年度の損失を充分に利用するには足りない

ことが多い。特に、新型コロナウイルスによる感染症流行の常態化を背景に、企業の損失は

更に補填し難いものとなっている。第三に、恒久的施設を構成するか否か、資産と負債の比

率が法定比率を超えた場合に関連する関係企業間取引が独立取引原則に合致しているか否

かなどの判定が難しく、企業が関連の証明資料を準備する際に困難が生じることである。第

四に、現行の外国籍従業員の個人所得税優遇政策が間もなく期限を迎えることである。税収

優遇政策の廃止は、日本人従業員の個人所得税の負担を高め、ひいては日系企業の雇用コス

トを引き上げる可能性がある。 

 

2. 問題及び提案 
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(1) 新しい国際貿易モデルを背景とした貨物及びサービス貿易の外貨収支の問題及び提案 

① 新型国際貿易の外貨建て支払い 

1）問題の分析 

 現在、情報技術の変革により貿易業態や貿易モデルに新たな変化が生じ、オフショ

ア貿易に代表される新型国際貿易はすでに多国籍企業の重要な国際貿易形態になっ

ている。しかしながら、現在の監督管理モデルのもと、商業銀行は取引の真実性を確

保するため、全てのオフショア貿易の取引当事者や資金の往来について調査を行って

いる。上海の日系企業への調査によると、証明文書が様々な貿易企業の商業機密に関

わっており入手しにくいことから、商業銀行に対する相違の説明が困難になっており、

多国籍企業がオフショア貿易を実施する上での課題となっている。そのため、企業は、

新型国際貿易における証票審査手続が更に簡略化され、中国におけるオフショア貿易

の迅速な発展が推進されることを望んでいる。 

 

2）事例 

 日本の商社 A 社が貨物を中国に輸出する。貨物の商流は、A 社を通じてその中国子

会社 B社に販売された後、B社から香港の中間業者 C社に販売され、更に C社から中

国国内の D 社に販売される。この商流は中間に数社入っているが、税関申告書には D

社と C 社間の取引しか記されない。このような場合、B社はこの税関申告書を用いて

国外の A社に外貨建て送金をすることができない。 

 

3）提案 

 政府関連部門が新しいオフショア国際貿易モデルの外貨取引利便化に関する措置

を更に検討改善し、証票審査手続を簡略化することで、上海において多国籍企業が真

正で合法的な新しいオフショア国際貿易モデルを展開できるよう、効率的かつ利便性

の高いクロスボーダー資金決済サービスを提供頂けるよう提案する。ホワイトリスト

内の企業がオフショア貿易を実施する際の審査プロセスを更に簡略化し、確かな貿易

背景を持つ多極間でのオフショア貿易に対して、銀行により多くの審査の自主性や柔

軟性を賦与し、審査取引証票の種類や形式を自主的に決定できるようにする。税関関

連部門とのコミュニケーションを強化し、ホワイトリスト企業以外の、非日常的にオ

フショア新型国際貿易を実施する企業に対して、案件ごとに協議する一対一対応の方
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法で、仮の税関申告書を外貨受払証憑として発行することを検討頂けるよう希望する。 

 

② コミッションの外貨建て支払い 

1）問題の分析 

 グローバル化を背景に、多国籍企業はグローバルサプライチェーンを効率的に管理

するため、往々にしてグループで統一して交渉し、現地企業での調達を集中的に手配

する方法を採っている。そのため、現地企業はグループ会社の中間サービスにコミッ

ションを支払わなければならない。上海の日系企業によれば、必ずしも現地企業が多

くの情報を直接把握しているわけではなく、中国国外の親会社を通して統一的に手配

する必要があり、他方で現地企業には業務紹介などのサービスが提供される。そのた

め、国内企業が国内取引のために国外へコミッションを支払うという状況が生じるが、

このような経営モデルは、多国籍企業では極めて一般的である。サービス貿易におい

ては「貨物またはサービス取引のコミッション及び関連サービス」という取引類型が

設定されているものの、国内取引に関連するコミッションの対外支払いについては明

確な規定が無い。実務において、商業銀行は一般に国内取引の名目で対外支払いする

ことを支持しておらず、企業のコンプライアンス運営に大きなリスクをもたらしてい

る。企業は、外貨主管部門が企業の合理的なビジネスニーズを更に理解し、このよう

なコミッション支払いの可能性について明確にして頂けるよう望んでいる。 

 

2）事例 

上海にある日系商社 A社は、中国国外にある親会社 B社の紹介により、中国国内の

物品サプライヤーC社から貨物を調達する。C社は国外企業 D社の中国子会社である。

B 社と D 社がグローバル戦略提携レベルで取引に合意した後、A 社は契約金額の一定

割合に応じて、B 社に紹介料としてコミッションを支払う。しかしながら、この取引

の商流には貨物の輸出入が伴わないことから、国外にコミッションを支払う際には外

貨管理局の厳格な管理を受けることとなり、A 社は関連業務のコミッションを支払う

ことができなくなった。これは A社、B社及びその他の国内サプライヤーが順調な提

携を進める上での課題である。 

 

3）提案 
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関連部門が、多国籍企業の実際のビジネスニーズに基づいて、ビジネスの実質に合

致する対外コミッションの支払い制限を試験的に緩和して頂けるよう提案する。真実

の貿易背景を有する取引について、関連の証明を提出すれば対外コミッション支払い

を許可する。対外支払を許可するコミッションの類型を更に明確にし、政策や基準の

面で、企業により多くの指導や援助を与え、企業運営のコンプライアンスリスクを低

減頂けるよう提案する。 

 

③ 少額賠償金の外貨建て支払い 

1）問題の分析 

 各国間の貿易がますます拡大する一方で、品質上の問題から外貨建てで損害賠償の

支払いを行う状況も増加している。上海の日系企業のケースでは、輸出製品の含有量

や品質が原因で発生する貿易上のトラブルにおいて、輸出企業が契約の約定に基づき

輸入業者に賠償金を支払うこととなるが、このような賠償に伴い外貨建て支払いが発

生することは、上海にある日系企業で一般的に見られる。実務上では、商業銀行は企

業に対して指定の第三者認証機関が発行した品質証明または裁決書を提出するよう

求め、その提出があってはじめて対外送金ができるとしている。しかしながら、少額

賠償の場合、関連の認証機関が発行する品質証明または裁決書を取得するために、企

業は多大な労力を必要とし、人的、物的コストが賠償金額をはるかに上回ることがあ

る。そのため、賠償金額に応じて外貨建て支払いをする賠償金の手続や証明資料が簡

略化されるよう希望する。 

 

2）事例 

 上海にある日系商社 A社が中国国外の B社に輸出した一部製品に品質問題があると

認定され、双方が協議して A社が B社に賠償することになった。賠償額は比較的小さ

いものである。この支払いに対応する取引は、実質的には A社が契約の約定どおりに

義務を履行していない（製品の品質に問題がある）ことによる違約であり、A 社は B

社に発生した損失を賠償しなければならない。この場合、賠償金額の多少にかかわら

ず、A 社は真実性を証明し得る認証資料を提出して外貨での賠償を申請する必要があ

るが、認証資料を入手するためにかかる人的コストや物的コストが賠償金額をはるか

に上回り、企業にとって大きな負担となった。 
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3）提案 

 国境を越えた少額賠償支払いの審査資料やプロセスを簡略化し、企業の信用等級に

基づいて、認証機関が発行する品質証明または裁決書の要求の取り消しを検討し、中

国における外資企業の投資経営の利便性を高めて頂けるよう提案する。 

 

④ 保証金の外貨建て支払い 

1）問題の分析 

 企業の国際貿易業務がますます頻繁になり、国境を越えた商事紛争の数は増加傾向

にある。中国国外企業と中国国内企業が紛争を起こし、かつ、事案が国内の人民法院

（裁判所）により審理される場合、国内の法院が国外企業に保証金の納付を求める可

能性がある。現行の外貨監督管理では、保証金の国外返却についての外貨支払項目や

必要な手続が明確にされていないため、このような保証金は、返却する過程で対外支

払いできなくなる場合がある。そのため、国境を越えた紛争処理における保証金受払

いの手続をさらに明確にし、国境を越えた訴訟当事者に対してより便利な紛争解決メ

カニズムが提供されるよう希望する。 

 

2）事例 

 国外 A社は日本に所在する企業であり、中国国内の輸出貿易企業 B社から貨物を調

達しているが、この貨物売買契約に違約をめぐる紛争が発生したため、B 社の違約責

任を追及する必要が生じた。A社は B 社所在地である中国の司法機関に商事訴訟を起

こす必要がある。A 社は勝訴し、中国の司法機関に支払われた保証金の払い戻しを申

請したものの、保証金の対外支払いの過程においてはこのような保証金の払い戻しに

ついて明確な文書規定がないため、送金に障害が生じた。 

 

3）提案 

 クロスボーダー商事訴訟に関連する合理的な費用の外貨の受け取り及び外貨によ

る賠償金の支払いは、現在の行政法規の枠組みの中で、司法解釈または文書の形式で

明確な条目を設け、企業の迅速で便利な外貨受け取りや外貨による賠償金支払いを保

障し、国際商事紛争の迅速な解決が推進されるよう提案する。 
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⑤ 債権をクロスボーダーで譲渡する場合の外貨建て支払い 

1）問題の分析 

 輸出入貿易において、日本の親会社が、自身の保有する中国企業の債権を別の中国

子会社に譲渡し、債権回収を促進するビジネスニーズが存在する。実務操作では、外

貨管理部門は依然としてこのような商業上の送金作業を支持しておらず、結果として

中国子会社がその親会社の債権を代理回収した後に親会社へ送金することができな

くなっている。 

 

2）事例（分かりやすくするために、以下、仮の事例を提示する) 

 日本企業 A社は中国国内企業 C社に貨物を輸出し、対外貿易項目の売掛金が発生し

た。C 社は貨物の受け取りを確認したが、外貨管理規制を理由に支払いを遅延させて

いる。そのため、A 社はこの債権を中国子会社 B 社に譲渡し、B 社が中国国内で C 社

から入金を受けた後、国外の A社に送金する予定だった。しかしながら、商業銀行は

外国送金に複数の制限を設けており、B社は受け取った債権を A 社に送金することが

できない。 

 

3）提案 

 関連企業間の貿易項目における、債権のクロスボーダー譲渡における外貨規制の開

放を検討頂くよう提案する。中国国外企業の国内債権を、グループ名義により国内子

会社が回収を行い、グループ内振替を通じて債権回収の効率を加速させることを試験

的に許可する。取引の真実性を証明する必要がある場合については、明確な資料リス

トと操作ガイドを制定し、商業銀行が送金段階で行う制限の設置を徐々に廃止して頂

けるよう希望する。 

 

(2) 投資項目における問題及び提案 

⑥ 非金融機関のクロスボーダー保証制限 

1）問題の分析 



 

11 

 

匯発【2014】29 号文1によると、クロスボーダー保証は保証する当事者の登記地に

基づいて、「域内保証つき域外貸出（「内保外貸」）」、「域外保証つき域内貸出（「外保内

貸」）」、「その他の形式のクロスボーダー保証」に分けられる。多国籍企業の中国国内

における資本化運用の進展に伴い、多国籍企業の国外親会社が非「外保内貸」を実施

するクロスボーダー保証のニーズは日々増加している。しかしながら、中国の既存の

監督管理制度下の外貨監督管理条例及び規則には、国外企業が国内投資企業のために

非金融機関との間で債務関係を成立させ、保証を提供する状況についての明確な規定

やガイドラインが無い。非金融機関間のクロスボーダー債務保証の監督管理の空白は、

多国籍企業が中国でリスク分担するための資本項目での業務を一定程度制限してい

る。 

 

2）事例 

 日本企業 A 社は中国に子会社 B 社を登記しており、A 社、B 社と中国国内企業 C 社

が共同出資して合弁企業 Dを設立する。A社と B社の出資比率は計 49％で、そのうち

A 社と B 社の出資額が両社の出資額全体に占める割合はそれぞれ 40％、60％である。

D社は中国国内で非金融機関から借り入れを行い、A社、B社、C社の三者がこの借り

入れに対し出資比率に応じて保証を提供する予定である。A 社は、国内の債務者のた

めに非金融機関との間の債務関係に対してクロスボーダー保証を提供することがで

きないことから、D社が借入金 1,000万人民元を返済できない場合、借入額の 49％は

B 社が全額負担する必要があるが、日本の親会社 A 社は持株比率に従って本来 B 社に

対し負うべき保証履行金を振り込むことができない。 

 

3）提案 

 政府関連部門は、投資項目における外貨資金の流れの制限に対する試験的な緩和を

検討頂けるよう提案する。実際の業務ニーズがあり、企業の信用が良好な場合は、試

験的に、取引の真実性を証明する資料を提出することにより、中国国外企業が国内企

業と債権者の非金融機関との間の債務関係を保証できるようにし、クロスボーダー投

 

1 クロスボーダー保証に関する外貨管理規定第三条「保証する各当事者の登記地に従い、クロスボーダー保証は「内保外貸」、「外保内

貸」、「その他の形式のクロスボーダー保証」に分けられる。」の規定に基づく。 
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融資や貿易の多元的な発展を促進することを希望する。 

 

⑦ 調達した資金の使用制限 

1）問題の分析 

 日本の商社は、ビジネスニーズに基づき、小比率ながら貿易合弁事業に投資参画す

ることにより、当事者双方の長期的で安定した協力関係を確かなものにすることがあ

る。しかしながら、現行の流動資産管理方法では、企業が銀行からこうした投資資金

を調達することが難しく、結果、投資を困難なものとし、資金面でのプレッシャーを

高めている。日本では実際のオペレーション上でこのような制限は無いところ、企業

は、貸付資金の使用範囲を拡大し、借入資金を柔軟に用いて企業活動の効率を高める

よう望んでいる。 

 

2）事例 

 上海にある日系商社 A社は、上海にあるサプライヤーB 社に小比率で出資する予定

だが、充分な自己資金が無く、かつ調達した資金の用途には制限がある。商社 A社は

銀行を通じて資金調達することができず、この投資計画が実行できずにいる。 

 

3）提案 

 上海の日系商社のビジネスモデルの特徴に基づき、特定の状況下での貸付資金の用

途を緩和頂けるよう提案する。上海の日系商社が貸付資金を用いてサプライヤー、デ

ィストリビューターなどに対して小比率の株式投資を行うことを許可し、多国籍企業

が中国の貿易パートナーとより良い提携関係を築けるように手助け頂くよう希望す

る。 

 

(3) 多国籍企業の資金集中管理に関する問題及び提案 

⑧ 関連企業間の直接貸借制限 

1）問題の分析 

 多国籍企業による中国での投資規模の拡大に伴うグループ企業間でのローンのニ

ーズを満たすために、より多くの多国籍企業が、中国で投資管理機能を持つ地域本部

を設立している。「最高人民法院による民間貸借事案の審理に適用する法律の若干問
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題に関する規定」では、非金融機関間の貸借に一定範囲の合法性を与えているが、具

体的な操作においては依然として不確定な法的リスクが存在する。そのため、企業間

直接貸借のコンプライアンスリスクを回避するため、企業は実務操作において依然と

して銀行の委託貸付を通じて資金調達を行っているため、企業の資金調達コストの負

担を一定程度増やすこととなっている。 

 また、2020年 9月 9日に行われた日系企業と金融関連政府当局との会議において、

外貨管理部門は「グループ内企業間の転貸問題についての法規レベルでの明確な実行

可能性について、中国人民銀行にフィードバックして更に検討する」としているが、

企業も検討後の進捗や結果について把握したいと希望している。 

 

2）事例 (分かりやすくするために、以下、仮の事例を提示する) 

 上海にある日系企業 A社は、その中国国内子会社 B社との間で、生産、経営の必要

から企業間直接金銭貸借契約を締結し、A社は B社へ 500万人民元を貸し付けた。し

かしながら、企業間直接貸借の合法性がいまだ明確でないため、資金転貸の過程にお

いて、A 社は銀行の委託貸付によりこの貸付金を子会社 B社へ渡す必要がある。これ

は、銀行に一定の手数料を納付する必要があり、かつ、その貸し付けに対する銀行の

承認を待たなければならない。 

 

3）提案 

 金融主管部門は、企業間貸借の合法性をさらに明確に企業の懸念を打ち消して頂く

よう提案する。グループ内企業間の貸借について、多国籍企業の資金集中管理を背景

にした便利な資金転換を探究し、銀行の委託貸付手続を簡略化し、優良な多国籍企業

に対しては指令による貸付サービスを実施できるようにする。持株比率が 50％以上

で、実際の取引がある関連企業間貸借については、商業銀行による取引の真実性に関

する照会を事後に実施するよう試験的に開放頂くことを望んでいる。 

 

⑨ クロスボーダー・プーリング業務申請プロセスの簡略化 

1）問題の分析 

 国境を越えた複数通貨の資金プール業務の確立は、一連の手続の流れにおいて届出
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する資料が複雑、審査認可期間が長いなどの問題2があり、口座開設プロセス全体の効

率低下を招いている。まず、企業は所在地の外貨管理局に届出を申請する必要があり、

基本的な申請資料には、多国籍企業やそのメンバー企業に関する各種情報、授権委託

書、業務確認書など 5種類の書類が含まれる。外債、貸付限度額の集中管理や経常項

目の資金集中受払、相殺決済する場合には、更に追加で特別な資料を提出する必要が

ある。手続期間については、外貨管理局は届出申請資料を受領した日から 20 営業日

以内に審査認可を完了し、企業は届出通知書を受領してはじめて、銀行でクロスボー

ダー・プーリング業務の申請を行うことができるようになる。一般的に、企業が届出

と銀行口座開設を完了するには 2～3 ヶ月を要する。上海の日系企業に対する調査に

よると、大多数の企業は、届出申請資料の種類が多すぎる、かつ複雑すぎると感じて

おり、更なる簡略化を望んでいる。日本では、企業のクロスボーダー・プーリング業

務の手続はわずか 1ヶ月程度で済むことも踏まえ、我々は、届出の審査認可の効率を

高め、クロスボーダー資金の集中運営業務の手続の周期を短縮して頂くよう希望する。 

 

2）事例 

 日本企業 A社は、外貨資金の集中運営を行う条件を備えており、中国国内に登記す

る子会社 B社を通じて国内資金のメイン口座を開設し、クロスボーダー・プーリング

業務を実施しようとしている。しかしながら、手続のプロセスとして、先ず中国国内

子会社 B社の所在地の外貨管理局分局に、非常に複雑な審査認可資料を提出しなけれ

ばならず、1 ヶ月後にしか届出通知書を受け取ることができない。その後、B 社は銀

行を通じて外貨資金のメイン口座の手続を行い、外債、対外貸し付けの集中管理を実

現したものの、届出通知書を受領してから口座開設完了まで更に 2ヶ月かかった。こ

のように、企業が外貨資金集中運営業務の全手続を完了するまでには 3ヶ月かかって

おり、企業の許容度は低い。 

 

3）提案 

 クロスボーダー・プーリング業務向けの口座開設プロセスを簡略化し、手続の透明

性や政府審査認可の効率を高めて頂けるよう提案する。また、クロスボーダー・プー

 

2 「多国籍企業クロスボーダー資金集中運用管理規定」（匯発〔2019〕7号)の規定に基づく。 
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リング用口座の開設プロセスにおいて外貨管理局に届出する申請資料を減らす。例え

ば、国家または地方政府のサービスプラットフォームを通じて確認できる証明書類の

資料については、紙の書類の提出を免除することなどが挙げられる。オンラインによ

る提出方法を提供し、企業の「出向くコスト」を節約すると共に、関連部門が企業の

クロスボーダー・プーリングの届出申請を処理する審査認可の効率を効果的に向上さ

せることを願っている。 

 

(4) 中国における国外の個人による人民元転の限度額に関する問題及び提案 

⑩ 個人による人民元転の限度額 

1）問題の分析 

 多国籍企業が外国籍従業員を中国国内の子会社に出張、留学または任職させること

が一般的になり、外国籍従業員が中国で外貨を人民元転するニーズはますます増加し

ている。匯発[2007]1号文の規定3によると、国外の個人による人民元転には、年間総

額管理が行われており、1 人当たりの年間総額は 5 万米ドルである。上海の日系企業

に対する調査によると、中国の物価水準の上昇の影響を受け、多くの企業が「5 万米

ドルの限度額では派遣従業員の中国における生活のニーズを満たすことができず、外

国籍従業員の中国での勤務、学習、生活に多くの不便をもたらしている」と述べてい

る。 

 

2）事例 

 日本企業 A社は、従業員 1名を中国国内の学校に留学させた。当該日本人従業員の

雇用関係はいまだ日本本社にあり、報酬は直接同人の日本の銀行口座に日本円で支給

されており、同人は中国において人民元所得が無い。国家外貨管理局の国外個人に対

 

3 「個人外貨管理弁法」（「中国人民銀行令》［2006］第3号）に基づき、国家外貨管理局は「個人外貨管理弁法実施細則」を制定。同細

則第2条では、個人の人民元転や中国国内の個人による外貨両替の年間総額管理を規定している。年間総額は、1人当たり年間5万米

ドル相当である。国外の個人の経常項目における非経営性人民元転額が年間総額を超過した場合、本人の有効な身分証明書及び以下の

証明資料を以て銀行で手続しなければならない。（1）家賃類の支出：家屋管理部門にて登記した家屋賃貸契約、発票または支払い通知

書、（2）生活費類の支出：契約書または発票、（3）医療、学習などの支出：国内の病院（学校）の費用受領証明、（4）その他：関連の

証明及び支払証憑。上記の人民元転の証票類が5万米ドル相当以上の場合、人民元転して得た人民元資金を、取引相手の国内人民元口

座に直接振り込まなければならない。 
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する人民元転年間利便化限度額の制限を受け、5 万米ドルでは同人の中国派遣期間中

の学習や生活のニーズを満たすことができない。5 万米ドルを超える部分について、

同人は別途、銀行に複雑な証明資料を提出することで、家賃、学費、生活費、医療費

などの費用を差し引かなければならないが、手続が複雑である。 

 

3）提案 

 より開放的な個人の人民元転管理方式を実施し、条件に合致する個人は、国家外貨

管理局に届出をすれば、ある程度フレキシブルに人民元転の限度額や決済の利便化措

置を追加頂くよう提案する。国外の個人の人民元転利便化試験導入銀行を受理主体と

し、経常項目の非経営性人民元転に用いる証明書類を更に減らし、手続コストを節約

し、外国人の人民元転の便利度を向上させる。1人当たり年間 5 万米ドルの人民元転

限度額を適切に緩和し、ニーズのある外国人にはある程度フレキシブルな人民元転限

度額申請を可能にし、周到・慎重の原則により国外個人の人民元転の真実性、適合性、

合理性を実現頂くことを願っている。 

 

(5) 金融ビジネス環境に関する問題及び提案 

⑪ 外貨監督管理サービス 

1）問題の分析 

 近年、中国の実行ベース外資導入額は穏やかに上昇しており、外国企業による直接

投資国としては 4年連続で世界第 2位となり、多国籍企業が経常項目における資本項

目の外貨督管理政策の変動を速やかに把握するニーズは極めて切実なものとなって

いる。上海の日系企業に対する調査によると、中国の外貨監督管理政策の透明度の向

上を期待する意見が多く寄せられている。第一に、一部の政策法規は具体的な実施細

則が不足しており、企業が関連の業務を実施する際の操作に支障をきたすことである。

第二に、対外支払いが集中する区域に関連部門が政策相談窓口を設置していないため、

企業は外貨監督管理政策についての公的機関の指導意見を得ることができず、実際の

操作においては、銀行へ問い合わせて取引に関する金融コンプライアンス監督管理上

の提案を得ることが多い。しかしながら、銀行によって外貨監督管理政策についての

説明が異なり、通常業務以外に対する政策については正確な提案が得られず、客観的

に見て企業の意思決定を困難にしている。 
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2）提案 

 安定的で、公平で、開放的で、透明性があり、国際化され、市場化され、法制化さ

れたビジネス環境の構築を加速させて頂くよう提案する。金融監督管理機関と市場主

体の情報交換メカニズムを整備し、政策の透明度を高め、ビジネス環境を向上させる。

公式な政策公布のプラットフォーム、多国籍企業向けの経常項目及び資本項目下の外

貨監督管理に関する政策相談窓口を設置することにより、企業が監督管理政策を理解

し、政策の問題点をフィードバックするまでの閉鎖式メカニズムを形成し、外貨監督

管理政策の「ラストワンマイル」実現という難題を確実に解決して頂くことを願って

いる。 

 

⑫ 統計データの集中収集 

1）問題の分析 

 企業は、事業実施の過程において、関連するすべての部門が適時経済指標の状況を

把握できるように、異なる政府機関に、真実で、正確で、完全で、速やかに関連の統

計データや諸表をそれぞれ提出する必要がある。しかしながら、実務において、関連

データの統計資料を提出するには、企業は大いに人的、時間的コストを要している。

特に、経営場所の所在地と登録上の所在地が異なる場合、企業はそれぞれの統計局に

類似の資料を重複して提出しなければならない。そのため、企業は、政府機関が統一

的な情報収集メカニズムを構築し、情報収集の基準を明確にし、重複資料の提出回数

を減らして頂けるよう希望している。 

 

2）事例 

 上海にある日系商社 A社の登記地は上海市浦東新区であるが、実際の執務場所は黄

浦区にある。A 社は毎月、関連の政府機関の要求に応じて、登記地の統計局と執務場

所の統計局にそれぞれ財務データを提出している。両方の統計局の必要資料に大きな

違いは無いが、重複して提出しなければならない。 

 

3）提案 

 ビッグデータと政府統計業務の融合を徐々に推進し、政府統計の現代化レベルや作
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業効率を高めて頂くよう提案する。部門、産業を越え、かつ統一的に利用できる全市

統一のデータセンターを設立し、情報収集の原則や基準を明確にすること。企業が提

出済の資料、または内容が重なっている資料については、データセンターを通じて直

接入手するかまたはデータを享有することにより、重複して提出することを回避でき

るよう願っている。 

 

⑬ 電子化プロセス 

1）問題の分析 

 コンピュータやインターネット技術の高度な発展に伴い、ビジネスの電子化は常態

化している。しかしながら、銀行により管理メカニズムが異なり、電子化の程度にも

差があることから、企業の資料提出に対する要求も異なる。一部の商業銀行ではいま

だ、企業が関連の業務手続を行う際に、全ての経常性取引において紙に押印された資

料を提出するよう求めている。紙の資料の提出は、重要文書の毀損、損失リスクを増

加させるほか、企業の「出向くコスト」や時間コストを引き上げている。企業は、今

後商業銀行ができるだけ早く各資料の電子化政策を実施し、業務手続の利便化水準を

向上させるよう期待している。 

 

2）提案 

 監督管理部門は、各商業銀行に対し、企業が日常的に取り扱う業務に対して統一的

な電子化の普及を試みるよう促し、必要な支持性文書の重要度に基づいて電子化水準

を規定できるようにして頂くよう提案する。銀行の承認段階の電子化プロセスを推進

することにより、企業が手続の難しさやコストを低減する一助とし、業務処理の受容

度を向上させる。例えば、営業許可証など極めて重要性の高い文書には、会社の公印

を捺した副本または会社の電子印章のあるスキャン文書の使用を許可する、取引契約、

口座間の資金移転記録など、重要性が中程度の文書は、統一的に電子文書の使用を許

可するなど。 

 

⑭ 国有資産の評価 

1）問題の分析 

 国有資産の特殊性により、その譲渡プロセスは関連の法律法規の要求を満たさなけ
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ればならず、厳格な国有資産の監督管理を受ける。財政部[2016]第 32号文の規定4に

よると、国有資産所有権を譲渡する場合、条件に合致する資産評価機関により、譲渡

しようとする国有資産の評価を受けなければならない。評価の結果は国有資産所有権

譲渡価格の基礎的根拠とし、譲渡価格が実際の価値を下回ることによる国有資産の流

出を防止する。上海の日系企業の実際のケースでは、譲渡予定の国有資産に対する評

価機関の評価の流れは公開されず、資産受譲側企業が予測する評価結果と評価機関の

評価結果には一定の差があり、最終的な取引合意の障害となっている。企業は、資産

評価機関による、国有株式譲渡に係る資産評価の透明度を更に高め、国有資産の取引

効率を向上させることを希望している。 

 

2）提案 

 資産評価プロセスの透明化メカニズムを構築し、国有資産評価結果の透明性や信用

力を高めて頂くことを提案する。法律メカニズムの枠組みのもとで、評価機関の国有

資産評価作業に関連する評価方法、評価範囲など、価格決定根拠に影響を与える要素

を適度に開示する。監督を強化し、資産評価専門家審査委員会を設置する。専門家を

招いて重大プロジェクトの資産評価方法の適用、範囲内容、価格決定基準の根拠及び

評価プロセスについて総合的な審査を行い、評価分野における専門家に評価報告書の

質について評価させ、国有資産の譲渡側と受譲側に更なる調査確認の空間を提供し、

取引の効率を高めることができるよう願っている。 

 

(6) 税務関連の訴求 

⑮ 貸付金の利息に対する増値税 

1）問題の分析 

  [2016]36号文付属書 3に基づき、企業が金融機関の委託貸付により他の企業へ資

金を貸し付けて取得した利息収入には、6％の税率で全額増値税を納付しなければな

らない。また、財税[2016]36号文付属書 1によると、企業が購入した貸付サービスの

 

4「企業国有資産取引監督管理弁法」第12条によると、「関連の法律法規の要求に従って資産評価を実施する必要がある所有権譲渡事項

については、譲渡側が対応する資格のある評価機関に委託し、譲渡標的の資産評価を実施しなければならず、所有権譲渡価格は、認可

を得た、又は届出を行った評価結果を基礎として確定しなければならない……。」と規定されている。 
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課税額は売上増値税額から控除することができない。そのため、このような資金調達

活動において、控除できない増値税の仕入れ増値税額も企業の資金調達活動のコスト

のひとつとなる。 

 国際的には、このような貸付利息に関する流通税に対して免税、控除または差額課

税の方法をとって、企業の資金調達コストを下げている国もある。そのため、企業は、

財税当局が関連の政策を公布し、このような資金調達コストにおける税金コストを低

減することを希望している。 

 

2）提案 

 国際汎用基準につながる貸し付けに関連する流通税政策を検討、探究頂くことを提

案する。一定の条件を満たす企業をモデルとし、または一定の区域内で試行して、企

業の貸付金サービスに関する増値税の控除、免除を考慮すること、転貸業務が存在す

る企業に対し、取得した貸付利息収入について差額課税政策を実施すること、または

企業の支払利息に対して一定の利息補助を行うことなどにより、中国における企業の

資金調達コストの低減を援助頂けるよう願っている。 

 

⑯ 資本の弱化 

1）問題の分析 

 企業が権益性投資を受ける方法で資金調達を行う場合、株主に支払われる配当金は、

企業所得税の税前控除を行うことができない。一方、債権性投資を受ける方法で資金

調達する場合は、債権者に支払う利息について、企業所得税の税前控除を行うことが

できる。そのため、企業や投資者は通常、債権性投資を受ける方法を選択して資金調

達を行う傾向がある。 

財税【2008】121号5の関連規定によると、企業における関連企業の債権性投資と権

 

5 財税〔2008]121号規定： 

1．課税所得額を計算する際、企業が実際に関連企業に支払った支払利息は、以下に規定する割合を超えず、税法及びその実施条例の関

連規定により計算する部分を超えない場合、控除を許可する。超過部分は、発生の当期及び以降の年度に控除することはできない。 

企業が実際に関連企業に支払った支払利息は、本通知第2条の規定に合致する場合を除き、受領する関連企業の債権性投資とその権益

性投資の割合は以下のとおりとする。 

（1）金融企業 5:1 
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益性投資の比率（以下、「資本比率」という）が一定比率を超えた場合、超過部分の支

払利息は、課税所得額を計算する際に控除できず、納税調整を行う必要がある。同時

に、企業が税法及びその実施条例の関連規定に従い関連資料を提出し、関連の取引活

動が独立取引原則に合致していることを証明できた場合、または借入企業の実際の税

負担が国内の関連企業を上回らない場合においては、実際に国内の関連企業に支払わ

れた支払利息を、課税所得額計算時に控除することが許可される。 

 税法規定では上記「関連資料」の具体的な範囲について明確に規定されていないた

め、実務において企業は、「関連資料」を明確にするために主管税務機関と意見交換を

して確認し、対応する資料を準備する必要がある。ただ、各地の主管税務機関により、

「関連材料」の要求が若干異なることがある。 

 そのため、企業は、税務機関が関連の解説や操作のガイドラインを発表し、資本比

率が法律で決められた割合を超えた場合に、関連企業の貸し付けが独立取引原則に合

致していることを証明するために用いる資料の規定を明確にすると共に、必要な資料

や手続を簡略化して頂けるよう希望する。 

 

2）提案 

 税務機関が関連の解説や操作のガイドラインを発表し、このような状況下で必要と

なる資料を列挙する、または税務局の公式サイトや公式アカウントなどのチャネルを

通じて類似の事例や処理方法を紹介し、企業が準備すべき資料をよりよく指導するこ

とで、企業と主管税務機関とのコミュニケーションの難しさを軽減頂けるよう提案す

る。あわせて、必要資料や手続の流れを簡略化して頂けることを希望する。 

 

⑰ 恒久的施設 

1）問題の分析 

 企業所得税法及び税収協定では、恒久的施設を構成する状況について原則的な規定

 

（2）その他の企業 2:1 

2．企業が税法及びその実施条例の関連規定に基づき必要な資料を提出することができ、かつ、関連の取引活動が独立取引原則に合致す

ることを証明し得る場合、又は当該企業の実際の税負担が国内の関連企業を上回らない場合、実際に国内の関連企業に支払った支払利

息は、課税所得額を計算する際に控除を許可する。 
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を設けている。それと同時に、技術レベルの分析や実務操作における解読、適用判定

の観点からすると、恒久的施設に対する判定は難しく、企業が恒久的施設を構成しな

いと考えている状況において、実務上どのような資料を税務機関に提供すれば主張で

きるのか分かからず困惑している企業が多い。 

 例えば、中国国外企業が国内企業に役務を提供し、関連の役務が完全に国外で発生

している場合、国外の人員が訪中して役務を提供する期間が恒久的施設を構成する条

件を満たしていない場合、または所得を得ていない外国企業の常駐代表機関などの場

合、実務においては依然として企業所得税の負担が生じる可能性がある。 

 上海の日系企業のケースでは、サービス貿易送金については現在審査制ではなく届

出制を採用しており、税務の届出を行う必要があるが、企業が自ら判断して資料を準

備し保管する際に、自らの判断が正確であるか否か、あるいは自ら準備した資料が税

務機関の要求に合致しているか否かを確認できず、税務機関の後続の監督管理におい

て滞納金を追徴されるリスクがある。 

 

2）提案 

 税務機関が関連の解説や操作のガイドラインを公布し、このような状況において可

能な資料要求を示す、または、税務局公式サイトや公式アカウントなどのルートを通

じて、類似の事例や処理方法、恒久的施設の判定における技術的な考慮などをご紹介

頂くことを提案する。これにより、恒久的施設の判定根拠や、主張する場合に準備す

べき資料について企業によりよく指導することができ、主管税務機関とのコミュニケ

ーションの難しさを低減することにもなる。 

 

⑱ 損失の繰越 

1）問題の分析 

 「中華人民共和国企業所得税法」の規定によると、企業の納税年度内に発生した損

失は、以降の年度への繰り越すことが許可されており、以降の年度の所得で補填する

が、繰越期間は 5年間を超えてはならないとされている。 

 実務において、とりわけ初期の資金投入が大きく、回収周期が長いプロジェクトに

おいては、往々にして、企業の損失発生年度以降 5年以内に発生した利益を、充分に

従前年度の損失を低減するには足りないことがある。特に、コロナが常態化する背景
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において、企業の損失が満額補填できない可能性が更に増加すると思われる。 

 国際的には、従前年度の損失の繰り越し年数がもっと長い国もある。限られた繰り

越し年数は日系企業の税負担を増加させる可能性があり、日系企業の中国投資の積極

性を一定程度抑制している。 

 

2）提案 

 財政税務当局は、企業所得税の損失繰越年数の延長を許可する業界範囲の拡大を検

討すること、または特定の区域内で試験導入を行い、当該区域内の企業の損失繰越年

数を適切に延長すること、または財政補助などの方法により、企業の中国における税

金コストの低減を助けて頂けるよう提案する。 

 

⑲ 個人所得税に関する優遇政策 

1）問題の分析 

 現在、税法で規定されている外国籍人員の個人所得税の免税や補助に関する優遇政

策6、および通年で 1回支給する賞与に関する税金計算7の優遇政策などは、2021年末

で期限を迎える。 

上海の日系企業への調査によると、外国籍人材に対する税収政策の期限満了は、日

本人従業員の個人所得税の負担を大幅に増やし、ひいては日系企業の雇用コストを大

いに引き上げることになる。 

 そのため、企業は外国籍人員の税収優遇政策を適切に延長し、より多くの外国籍人

 

6 財税字[1994]20号及び財税[2018]164号の規定に基づき、2021年12月31日まで、外国籍人員は以下の外国籍人員免税補助を享受す

ることができる。 

（1）外国籍人員個人が非現金形式又は実費払いの形式で取得した住宅手当、食事手当、引越費用、クリーニング費用。 

（2）外国籍人員個人が合理的な基準に基づき取得する国内外の出張手当。 

（3）外国籍人員個人が取得する親族訪問費用、語学訓練費用、子女教育費用など地元の税務機関の審査認可を得た合理的な部分。 

7 財税〔2018〕164号の規定によると、居住者個人が通年1回の賞与を取得し、規定に合致する場合、2021年12月31日までは、当年

の総合所得に組み入れず、通年1回の賞与所得を12ヶ月で割り算して得た額に、本通知に付する月次換算後の総合所得税率表（以下、

「月次税率表」という）に従って、適用税率と速算控除額を確定し、単独で計算して納税する。計算式は以下の通り。 

課税額＝通年1回の賞与所得×適用税率－速算控除額 

居住者個人が通年1回の賞与を取得した場合、当年の総合所得に組み入れて納税計算する方法を選択することもできる。2022年1月1

日より、居住者個人が通年1回の賞与を取得した場合、当年の総合所得に組み入れ、個人所得税を計算、納付しなければならない。 
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材を誘致して、外国籍人材が上海で発展していくことを望んでいる。 

 

2）提案 

 財政税務部門が外国籍人員の個人所得税優遇政策、通年 1回の賞与の税額計算政策

などの優遇政策延長の可能性を検討頂くことを提案する。または他の政策支援(例え

ば、地方の個人所得税優遇政策、財政補助類の政策支援など)を実施したり、特定の地

域で外国籍人材に対する個人所得税優遇、財政補助などを試験的に導入したりするこ

とにより、より多くの国外人材を誘致し、日系企業の管理層を安定させ、雇用コスト

への影響を低減することができるよう希望する。 

 

⑳ 連結納税 

1）問題の分析 

 中国は、1994 年に国務院が認可した第 1陣試験導入企業グループ 55社に対して初

めて連結納税制度を採用し、2001年には、連結納税を採用した企業グループに対して

更に「統一計算、等級別管理、地元での予備納税、集中清算」を採用する具体的な徴

収管理措置を決定した。2008 年以降に施行、開始された新企業所得税法第 52 条では

「国務院が別途規定を有する場合を除き、企業間で企業所得税を連結して納税しては

ならない」と規定しており、現在のところ連結納税制度に関するその他の規定は公布

されていない。 

 グループ企業の所得税連結納税制度を実施した場合、グループ全体の税収負担を低

減する一助となる。そのため、企業は企業所得税連結納税制度の導入を希望する。 

 

1）提案 

 他国の連結納税制度を参考にし、中国の税収徴収管理の実情に合った具体的な政策

の制定を検討頂くことを提案する。特定の区域で先行して試験導入することを検討し、

例えば一定規模に達した企業グループに対してグループ全体の企業所得税課税額を

まとめて計算することを許可し、連結納税の具体的な計算と分配の原則を探求して、

グループ全体の税負担を低減することができるよう願っている。 

 

3. おわりに 
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 現在、上海は継続的に外資系企業のビジネス環境を改善し、世界的な影響力を有する金融

センターや資金管理センターの構築に注力している。我々は、上海に進出した日系企業に対

する上海市政府の理解や信頼を絶えず向上させると共に、報告書にまとめられた、企業が直

面する現実に関して訴求することで、中国の金融分野の改革や革新、制度の打破を推進する

ための一助を提供し、上海の日系企業に対してより高い水準の金融ビジネス環境が創造さ

れることを期待するものである。また、我々は今後も継続的に、日本企業による中国市場の

理解や中国投資に関する信頼を深め、もって日系企業が上海における継続的な外資経済の

成長に更に貢献できることを期待している。 


