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投資情報
広東、天津、福建自由貿易試験区の概要
2013 年 7 月 3 日に中国（上海）自由貿易試験区（以下、“上海自貿区”と表記）の創設が正式に打ち出され、行政・投資
管理・貿易管理・金融の各分野における改革が実行されてきました。約 2 年の試行期間を経て、今年 4 月に入り、広東
省・天津市・福建省における自由貿易試験区（以下、それぞれ “広東自貿区” “天津自貿区”“福建自貿区”“自貿区”
と表記）が正式に発足、これにより自貿区は中国全土の 4 か所に拡大し、上海自貿区モデルは、広東、天津、福建それ
ぞれの地域的特性を反映した形で拡大されています。
本稿では、今般新しく稼働を始めた広東、天津、福建の 3 つの自貿区の取り組みを説明します。

【広東・天津・福建自貿区の正式発足に関連して 4 月 8 日に公布された主な通知等】
名称

公布機関

趣旨

広東自貿区全体方案

国発[2015]18 号

国務院

広東自貿区の基本方針

天津自貿区全体方案

国発[2015]19 号

国務院

天津自貿区の基本方針

福建自貿区全体方案

国発[2015]19 号

国務院

福建自貿区の基本方針

上海自 貿区の 改革開 放案 の

国発[2015]21 号

国務院

上海自貿区の今後の発展の方向性を明確

更なる深化に関する通知
自貿区外商投資参入特別

化
国発[2015]23 号

国務院

管理措置の公布に関する通知

4 つの自貿区に共通して適用されるネガティ
ブリストを制定

自貿区外商投資届出管理

商 務 部 公 告 2015

弁法（試行）

年第 12 号

商務部

自貿区におけるネガティブリスト外の外商投
資、企業の設立、変更等に際する届出、登記
手続を規定

1.

地理的特徴が反映された全体方案

上海自貿区創設時同様、3 つの新しい自貿区の基本計画として、全体方案が制定されています。上海自貿区と共通す
る政策としては、外商投資管理モデルの改革、行政手続きのワンストップサービスの構築、企業信用情報公示システ
ムの完備、金融領域の対外開放の推進、通関システムの刷新等が挙げられます。
注目すべき点は、各自貿区にその地域的特性を加味した異なる戦略的目標を設定し、これに対応する計画を定めてい
る点です。外商投資管理や行政サービスには概ね上海自貿区と共通した政策が規定された一方で、対外開放業種の
設定や特定の地域・貿易形態に関し個別の政策が設けられています。例えば、広東自貿区では加工貿易の転換・高度
化や香港・マカオとの連携を意識した政策が、天津自貿区では華北地域の物流の中心地としての役割を強化する政策
が、福建自貿区では台湾資本の銀行に対する規制緩和等の台湾との連携を意識した政策が多く盛り込まれました。
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【自貿区の分布及び戦略上の位置付け】

天津自貿区（119.9 ㎢）
北京・天津・河北一帯の共同発展ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
上海自貿区（120.7 ㎢）
改革開放の最先端モデル地区
·
福建自貿区（118.04 ㎢）
台湾との経済協力の深化モデル地区
広東自貿区（116.2 ㎢）
広東・香港・マカオの協力モデル地区

【各自貿区に導入された特徴的な政策の例示】
広東自貿区

天津自貿区

福建自貿区

香港、マカオとの連携強化に関する政

他の地域へ複製可能なハイレベル

台湾との投資、貿易の自由化に政

策が特徴的。

自由貿易区の実現を意図した政策

策が特徴的。

- 香港、マカオに対するサービス業

が特徴的。3 つの地区別に重点分野

- 台湾に対するサービス業（電信・

（金融サービス業、国際海上輸送、科

を設定。

運輸サービス、商業サービス、建設

学技術サービス、旅行業等）の開放

- 天津港：水上輸送、国際貿易、フ

業サービス等）の開放

- 香 港 、マ カ オと の 連 携 を 基 礎 と し

ァイナンス・リース等

- 台湾の銀行による自貿区内企業

た、中国国内企業・個人の海外進出

- 天津空港：航空宇宙、ハイエンド

またはプロジェクトに対するオフショ

「走出去」のための窓口の建設 等

製造業と研究設計、航空輸送等

ア人民元の貸付を支持 等

- 濱海新区中心商務：金融等

2.

ネガティブリスト管理方式

新しい自貿区では、上海自貿区同様、外商投資参入特別管理措置（以下、“ネガティブリスト”と表記）による外資管理
方式が採用されています。2015 年 4 月 8 日に国務院により新しいネガティブリストが公表され、5 月 8 日より上海自貿
区を含む、広東、天津、福建すべての自貿区に適用されています。自貿区におけるネガティブリスト外の外商投資プロ
ジェクト及び外商投資企業の設立・変更には、事前の審査認可が要求されず、届出方式が適用されることとなりました
（届出方式の詳細は後述）。
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なお、ネガティブリストに列記されている項目数は、従前の上海自貿区における 2014 年版の 139 項目から、122 項目へ
と若干減少しています。今回公布されたネガティブリストにおいて除外された（つまり、事前の審査認可が不要となった）
業種、領域は以下の通りで、概ね 2015 年 4 月から施行された「外商投資産業指導目録（2015 年版）」における改訂内
容を反映したものと考えられます1。

【ネガティブリストから除外された項目】
業種

ネガティブリストから除外された項目
農業副食物加工業、酒・飲料および精製茶製造業、化学原料および化学製品製造業、医薬

製造業
製造業（漢方薬を除く）、汎用および専用設備製造業、電気機械および器材製造業
建築業

都市地下鉄、軽便鉄道等の軌道交通の建設、経営
穀物・綿花の卸売、オーディオ・ビデオ製品、農薬等の販売、書籍・新聞・定期刊行物のチェ

卸売および小売業
ーンストア経営、ガソリンスタンドの建設および経営、直売およびオンライン販売
情報技術サービス業

経営類電子商取引

金融業

保険仲介機構（保険ブローカー、代理、査定会社）、証券投資コンサルティング機構

不動産業

高級ホテル・高級オフィスビル・国際会議センターへの投資、不動産の二級市場取引

ビジネスサービス業

人材仲介機構、国外旅行業務に従事する旅行会社

3.

自貿区外商投資届出手続き

今回の「自貿区外商投資届出管理弁法（試行）」（以下、“届出管理弁法”と表記）は、商務部が、届出手続きの詳細を
規定したもので、5 月 8 日より、上海を含む、すべての自貿区で施行されています。届出管理弁法の適用範囲は、外国
投資者による自貿区へのネガティブリスト外の領域へ投資する場合の外商投資企業の設立・変更等です。
外国投資者が自貿区において投資、企業を設立する場合の手続きは以下の通りです。

① 企業名称審査認可通知書を取得
② オンライン届出の実行
（投資の実行前または投資実行日から30日以内に自貿区一括受理窓口（ウェブサイト）にログインし、「自貿区外
商投資企業設立届出申告表」をオンラインで記入、提出する）

届出機構は 3 営業日以内に届出を完了し、外国投資家または外商投資企業に通知することとなっています。
また、届出管理弁法が適用される外商投資企業は、以下の事項についても、投資の実行前または投資実行日から 30
日以内に、所定の申告表を利用しオンライン届出を行うことができます。

1

2014 年版ネガティブリストの詳細は、「デロイトトーマツチャイナニュース Vo.l140」（2014 年 7 月号）を参照のこと。
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① 投資総額の変更 ②登録資本金の変更
⑤合併、分割 ⑥経営範囲の変更
変更

③持分、合作の変更または譲渡

⑦経営期間の変更

④持分への質権設定

⑧経営期間満了前の終了

⑩中外合作企業の外国投資者による投資の先行回収

⑨出資方式、出資期限の

⑪企業名称の変更 ⑫登記住所の変更

全体方案では行政手続きのワンストップサービス化が明記されていますので、企業設立後の関連部門での手続窓口も
統一されると考えられます。

4.

自貿区の戦略的位置づけ
広東、天津、福建自貿区における各種の改革措置には、3 年から 5 年間の試行期間が設定されており、スピード感の
ある改革が期待されます。また、天津自貿区ではその改革が他の地域に“複製、拡大可能”であることが全体方案に
おいても強調されており、一定の試行期間を経て、自貿区の改革が全国に拡大される可能性が高く、今後の動向を
注視する必要があります。
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税務情報
国家税務総局が賃金給与および従業員福利費の損金算入に関する新規定を公布
～デロイト中国発行 「Tax Newsflash」～
中国の国家税務総局は 2015 年 5 月 8 日に、賃金給与および従業員福利費の損金算入問題に関する 2015 年第 34 号
公告（以下「34 号公告」）を公布した。34 号公告は 2014 年度以降の企業所得税の確定申告に適用されるが、まだ税務
処理を行っていないそれ以前の事項についても、公告の規定に合致する場合、34 号公告を適用することができる。

福利性手当
企業の従業員に対する支払の性質をどのように捉えるかということが、企業所得税の処理上は非常に重要である。合
理的な賃金給与については損金算入限度額がないが（国有性質の企業を除く）、従業員福利費は賃金給与総額の 14%
が損金算入限度額となるからである。34 号公告の公布以前においては、多くの税務機関が企業の支給する住宅手当、
交通手当等の手当を、賃金給与の構成部分とみなすことなく、従業員福利費と認定して損金算入の処理を行っていた。
34 号公告では、以下の条件を満たす福利性手当は企業で発生する賃金給与支出として損金算入できると規定してい
る。
 企業の従業員賃金給与制度に列挙されていること
 固定的に賃金給与と合わせて支給されること
 「国家税務総局：企業の賃金給与および従業員福利費の控除問題に関する通達」（国税函[2009]3 号、以下「3
号文」）の“合理的な賃金給与”に関する第 1 条の規定に合致すること（注：3 号文では、賃金給与の合理性を判断
する際の 5 つの原則を列挙している。1）企業が規範的な従業員賃金給与制度を定めていること、2）企業の定めた
賃金給与制度が業種および地域の水準に合っていること、3）企業が一定の時期に支給する賃金給与が相対的に
固定的で、賃金給与の調整が秩序立って行われること、4）企業が実際に支給した賃金給与に対して、既に法によ
り個人所得税の源泉徴収義務を履行していること、5）賃金給与に関する取決めが、税額の減少または回避を目
的としていないこと）

34 号公告の規定は、少なくとも上述した手当の一部は賃金給与として損金算入できる可能性があることを意味し、これ
は財政部が以前に公布した財企[2009]242 号の通達における従業員福利費の財務管理に関する規定にも則している。
当該通達では、月ごとに基準に従って支給された、あるいは支払われた住宅手当、交通手当、通信手当等は従業員福
利費に含めて管理せず、従業員給与の総額に含めるとしている。

34 号公告の公布は納税者にとって望ましいものではあるが、一部の事項についてさらに明らかにされる必要がある。
例えば、以下のような事項についてである。
 “福利性手当”の定義が明確ではない。伝統的な現金手当とは異なり、実費精算の形式で支給される手当は従
業員の実際発生費用と関連づけられる。このような手当は 34 号公告における福利性手当の範囲に含まれるか否
か。
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 34 号公告にある“固定的”な支給および“賃金給与と合わせて支給される”という概念をどのように理解すればよ
いか （例えば、月ごとか、四半期ごとか等）。
 3 号文では、個人所得税の源泉徴収を、賃金給与の合理性を判断する際の前提としている。個人所得税を免除
される手当（例えば、外国籍従業員の免税手当等）は、34 号公告の規定に基づいて賃金給与として扱われるか否
か。

年末の未払賃金給与
多くの企業は年末 12 月に当月の給与および年末賞与を未払計上するが、実際の支給は翌年になる。実務上、多くの
税務機関はこれらの企業に対して、実際支給時に 12 月分の給与および年末賞与を損金算入することを求めてきた。34
号公告により、このような状況は変わるであろう。34 号公告によれば、企業が未払計上し、年度確定申告までに従業員
に実際に支給した申告年度の賃金給与は、当該年度の損金に算入することができる。企業所得税の年度確定申告は
原則として翌年 5 月 31 日までに行われる。34 号公告の規定は発生主義に基づく会計処理に近づくものであり、このよ
うな政策の明確化によって、申告時の税務調整は減ることになるだろう。

労務派遣の取決め
労務派遣の取決めの下で、派遣人員は法律上、労務派遣会社との間に雇用関係を有するが、その者の実質的雇用主
となるのは労務派遣の受入企業である。通常は、労務派遣の受入企業が派遣人員の人数、資格、報酬基準等を決定
し、かつ当該企業が派遣人員の業務の結果に対して責任とリスクを負う。費用の支払に関しては、労務派遣会社が派
遣人員の賃金給与、福利費および派遣サービス費を含む総額を受入企業に請求し、そのうちの賃金給与、福利費の
部分を労務派遣会社から派遣人員に支払う場合もあれば、労務派遣会社は派遣サービス費のみを受入企業に請求し、
受入企業が派遣人員に賃金給与および福利費を直接支払う場合もある。国家税務総局公告 2012 年第 15 号（以下「15
号公告」）の規定に基づき、実務においては往々にして“形式よりも実質を重んじる”という原則に従い、労務派遣の取
決めの下での賃金給与、福利費とサービス費との区分が行われてきたが、34 号公告では 15 号公告における関連の規
定を廃止するとともに、以下の指針を提供している。
 •企業が契約の約定に従って労務派遣会社に直接支払う費用は、サービス費支出とする。
 •企業が派遣人員個人に直接支払う費用は、賃金給与支出および従業員福利費支出とする。
よって、34 号公告の規定によれば、費用の直接の受領者に基づいて、関連支出を“賃金給与/従業員福利費”と“サー
ビス費”のいずれとして税務上の処理を行うかを判断することになると考えられる。

国有性質の企業については、賃金給与の損金算入に限度額が設けられているが、上述の理解に基づく場合、労務派
遣の取決めの下で、労務派遣会社を通じて支払う派遣人員の給与はサービス費支出として損金に算入され、この限度
額の制約は受けないことになる。

しかし、企業が労務派遣会社を通じて賃金給与の全額を支給し、福利費のみを企業が直接支給する場合、賃金給与の
全額がサービス費支出とみなされるならば、福利費の損金算入限度額はゼロとなる（注：前述の通り、従業員福利費の
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損金算入限度額は賃金給与総額の 14%である）。このような企業は一部の賃金給与を直接支給するようにし、福利費
の損金算入ができるようにすることを考えるかもしれない。
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会計情報
旧企業会計準則の廃止
１． はじめに
中国財政部は、2015年2月に「廃止及び失効する若干の会計準則制度規範性文件目録の公布に関する通知」
（財会〔2015〕3号 以下、“財会〔2015〕3号”と表記）を公表し、旧企業会計準則の具体準則をすべて廃止しています。財
会〔2015〕3号の公表前後で、会計準則の体系がどのように変わったかを概念図で示すと下記のとおりとなります。な
お、新企業会計準則（以下、“新準則”と表記）を適用している会社への影響はありません。

新準則の体系
会計法
（1999）

旧準則の体系

新企業会計準則 （2006）
2014年一部改訂

小企業会計準則 （2011）

新企業会計準則 （2006）
2014年一部改訂
会計法
（1999）

企業会計制度 （2000）
旧企業会計準則 （1992）

公表前

小企業会計準則 （2011）

企業会計制度 （2000）

公表後

２． 旧準則を適用している会社への影響
元来、広い意味で「旧準則」と言った場合、企業会計制度と旧企業会計準則（以下、“旧準則”と表記）が合わさって一つ
の会計基準を構成したものを指していました（以下、当該広義の「旧準則」を“旧準則体系”と表記）。今回、そのうちの
旧準則のすべての具体準則が廃止されたことになりました。この廃止により、旧準則体系を採用していた会社は、今後
も旧準則体系での決算および開示を継続することができるのか検討する必要があります。

（１） 旧準則体系での決算・開示は継続可能
明文での定めはありませんが、旧準則体系では、企業会計制度がまだ廃止されず存続していることから、企業
会計制度にしたがった決算および開示を継続することが可能であると考えられています。ただし、法定監査を担
当する登録会計士と事前に相談することをお勧めいたします。
（２） 企業会計制度に具体的な記述がないものへの対応
旧準則体系では、今後、企業会計制度に具体的な記述がない取引も想定されます。そのような取引の取り扱い
は明文では定められていませんが、新準則の規定が適用される可能性もありますので、監査を担当している登
録会計士と事前に相談する必要があります。
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（３） 企業会計制度の今後
旧準則体系はいずれ廃止されると言われていますので、早晩、企業会計制度も廃止される可能性が高いと考え
られます。財政部も新準則への移行を推奨していますので、企業会計制度が急に廃止されても対応できるよう
に、旧準則体系と新準則の差異分析等一定の対応を進めておくことが肝要と思われます。

３． 旧準則体系から新準則への移行
今後、将来の完全な廃止を睨み、旧準則体系から新準則への移行を検討される企業もあると思います。旧準則体系と
新準則の主な差異をまとめると下表のとおりとなります。旧準則体系から新準則への移行にあたっては、下記差異に留
意しながら、各社での影響の検討をお願いいたします。

項目

旧準則体系

新準則

作成は任意

子会社を有する会社は、連結財務諸表の作成

連結財務諸表
が要求される
個 別財 務 諸 表 に お
ける投資の評価

子会社投資、関連会社投資、共同支配会

子会社投資を原価法

社投資とも持分法により評価

関連会社投資、共同支配会社投資を持分法で
評価

棚卸資産

先入先出法、平均法、個別法、後入先出法

先入先出法、平均法、個別法（後入先出法は

商品流通企業は仕入時の運送費等の諸掛

禁止）

を期間費用処理

業種を問わず、仕入時の運送費等の諸掛を棚
卸資産の取得原価として処理

資産除去債務の基準がない

資産除去債務の認識が必要

開発費は費用処理

一定の要件を満たす開発費は資産計上

契約で投資期間が定められている場合は

償却が禁止され、毎期減損テストを実施し、減

その契約期間で、契約で投資期間が定め

損の有無を判定することが要求される

有形固定資産

無形資産

のれん

られていない場合には、10 年以下の期間
で償却することが要求されている

回収可能価額が回復した際には一旦認識

全ての減損損失の戻入が禁止されている

した固定資産・無形資産に対する減損損失
減損

は、その原因が解消された場合には戻入
れなければならない
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項目

旧準則体系

新準則

2002 年以降取得の土地使用権について：

投資不動産として分類されない限り、無形資産

①自家使用目的で建設前には無形資産に

として計上

計上し、期間償却
②自家使用目的の建設中には、建設開始
時点の土地使用権帳簿価額全額を建設仮
土地使用権
勘定に振り替え、償却を停止
③完成した固定資産が意図した稼動可能
な状態に達した時点で、建設仮勘定に含ま
れる土地使用権を建物・構築物勘定に振り
替え、償却を再開
条件に合致する専用借入金の借入費用は

一定要件を満たす借入費用は資産化すること

資産化することが強制されている

が強制されている

資産化できる対象は、固定資産の取得に

資産化できる対象は、固定資産に限定されな

限定されている

い

対応する会計基準はなし

投資不動産に該当するものは、原価モデルま

借入費用

投資不動産
たは公正価値モデルを適用する

政府補助金

資産に関連する政府補助金を

資産に関連する政府補助金は、繰延収益とし

資本準備金として認識する

て認識し、関連資産の使用期間内に均等配分
して収益に計上

税効果

税効果会計の適用は任意

税効果会計が強制される

基準がなく、簿外処理

公正価値による資産または負債計上が要求さ

デリバティブ

れる
ヘッジ会計の基準あり
確定給付型退職給付制度に関する特別な

2014 年改訂により、IFRS 準拠の

基準なし

確定給付会計に関する会計基準が整備された

基準がなく、簿外処理

2014 年改訂により、IFRS 準拠の有給休暇に関

退職給付

有給休暇
する会計基準が整備された
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