投資情報
中資銀行等の外資持分比率制限撤廃に関する
パブリックコメントの募集
1． 背景
中国銀行保険監督管理委員会は 6 月 8 日、中国資本銀
行等の外資持分比率制限を撤廃する内容の決定を公開
（以下、「意見聴取稿」と表記） し、パブリックコメントの募
集を行っている。意見の提出期限は 7 月 8 日となってい
る。1
中国における金融業の対外開放が加速している。
2017 年 8 月に国務院が発表した「外資の成長促進に向
けた若干の措置に関する通知」（国発 [2017] 39 号）にお
いて、銀行業、証券業、保険業が外資参入の規制緩和の
対象として明記されている。これを受けて、2017 年 11 月
10 日、財政部副部長 (朱光耀氏) 「国務院新聞弁公室主
催記者会見」 において、金融機関を対象とする外資によ
る出資比率の規制緩和について、具体策が発表されてい
る。
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DT 弁護士法人所属前は有限責任監査法人トーマツ中国室
に所属。2016 年にディレクターとして DT 弁護士法人に入社
し、以来現職。主として、日本企業の中国進出および中国企
業の対日投資に関する、投資スキーム、会社法などの分野
における企業法務、税務、M&A 案件の対応を行っている。

さらに、2018 年 04 月 10 日ボアオ・アジアフォーラム開
幕式で習主席が「金融業の面で、昨年末に発表した銀行
と証券、保険業界の外資参入規制緩和という重大な措置
を確実に実行すると同時に、保険業界の開放を加速させ、外資系金融機関の設立に関する規制を緩和し、外資系金
融機関の中国で可能な業務範囲を拡大し、中国と海外の金融市場の協力分野を拡大させる必要がある」 と講演し、
開放拡大進める一連の措置を発表した。
習主席の講演を受け、銀保監が意見徴収稿を公表し、パブリックコメントを募集することにした。その内容は ①銀監
会令 2003 年第 6 号の廃止、 ②銀監会令 2017 年第 1 号などの外国投資家による中資金融機構への資本参入にお
ける持分比率制限の削除、 ③外国投資家への国民待遇の実施等。詳細は下表を参照のこと。
今回の資本参加規制緩和などの対外開放措置は、外国投資家の中国金融業界における投資の選択肢を広げ、また、
中国系金融機関の商品設計、市場構築、ビジネスモデル、管理経験等のレベルアップを促進できるものと期待される。

1

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/newShouDoc/052DE66205BF45C896B8D109F69C1036.html

デロイト トーマツ チャイナ ニュース Vol.186 June 2018

2． 主な廃止、改定の内容
意見聴取稿による主な廃止、改定は以下の通り。
関連規定
域外金融機構の中資金融
機構における資本参加管
理弁法
（銀監会令 2003 年第 6 号）

中国銀監会中資商業銀行
行政許可事項実施弁法
（銀監会令 2017 年第 1 号）

中国銀監会農村中小金融
機構行政許可事項実施弁
法
（銀監会令 2015 年第 3 号）

中国銀監会非銀行金融機
構行政許可事項実施弁法
（銀監会令 2015 年第 6 号）

現行規定

意見聴取稿の内容
左記の「銀監会令 2003 年第 6 号」を
廃止する。「銀監会令 2003 年第 6 号」
第八条 単独の域外金融機構による中国資本 は 2003 年に公布されたもので、その
金融機構への投資・持ち株比率は 20％を超え 内容はすでに下記の「銀監会令 2017
てはならない。
年第 1 号」、「銀監会令 2015 年第 3
号」、「銀監会令 2015 年第 6 号」等に
より更新されている。
第十一条 単独の域外金融機構およびこれが
支配あるいは共同支配する関連者が発起人、
あるいは戦略投資家として、単一の中資商業銀
行に対する資本参加比率は 20％を超えてはな 第十一条 域外金融機構が弁法に
らない。複数の域外金融機構およびそれが支 規定する中資商業銀行に資本参加
配するあるいは共同支配する 関連者が発起 する場合は、資本参加時における中
人、あるいは戦略投資家とする場合、その資本 資商業銀行の機構類型により監督
参加比率の合計は 25％を超えてはならない。 管理を実施する。域外金融機構は中
前項にいう資本参加比率とは、中資商業銀行 国における国家の外国投資家関連
の株式総額に占める域外金融機構の保有持分 の規定も遵守しなければならない。
の比率を指す。域外金融機構関連者の持分比
率は域外金融機構の持分比率と合算して計算
しなければならない。
第十六条 単独の域外銀行およびこれが支配
するあるいは共同支配する関連者が発起人、
あるいは戦略投資家として単一の農村商業銀
行に対する資本参加比率は 20％を超えてはな 第十六条 域外銀行が農村商業銀
らない。複数の域外銀行およびそれが支配する 行に資本参加する場合は、の関連規
あるいは共同支配する関連者が発起人、ある 定に照らして監督管理を実施する。
いは戦略投資家とする場合、その資本参加比 域外銀行は中国における国家の外
率の合計は 25％を超えてはならない。
国投資家関連の規定も遵守しなけれ
本弁法にいう域外銀行資本参加比率とは、農 ばならない。
村商業銀行の株式総額に占める域外金融機構
の保有持分の比率を指す。域外銀行関連者の 第二十七条 （第三項として以下を追
持分比率は域外銀行の持分比率と合算して計 加） 域外銀行が村鎮銀行に出資す
算しなければならない。
る場合は、村鎮銀行関連の規定に照
らして監督管理を実施する。域外銀
第二十七条 村鎮銀行の設立には条件を満た 行は中国における国家の外国投資
す発起人を有していなければならない。発起人 家関連の規定も遵守しなければなら
には、自然人、域内非金融機構、域内銀行業 ない。
金融機構、域内非金融機構、域外銀行と銀監
会が認可するその他の発起人が含まれる。（関
連個所を抜粋）
第一百十七条 単独の域外金融機構およびこ
れが支配あるいは共同支配する関連者が戦略
投資家として単一の金融資産管理会社に対す
る資本参加比率は 20％を超えてはならない。複 削除
数の域外金融機構およびこれが支配あるいは
共同支配する関連者が戦略投資家とする場合
の資本参加比率は 25％を超えてはならない。
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