投資情報
2014 年 3 月 1 日より、改正「会社法」が施行
～授 権登録資本金 制度を 導入、 但し 、 実務的 な影響 は
現時点では不明～
2006 年 1 月 1 日に「会社法」が改正され既に 8 年が経過しています。今般、全国人民代表大会常務委員会に
おいて 2013 年 12 月 28 日付で「会社法」が改正公布され、2014 年 3 月 1 日より施行されます（以下“本改
正”と表記）。本改正の 12 項目は主として最低登録資本金の撤廃及び授権登録資本金制度の導入の 2 点に集
約されます（12 項目の詳細は、表：改正条項一覧表を参照のこと）。

本改正では、登録資本金の実際の払込みや最低限度額については法律・行政法規及び国務院決定の別途規
定に従う旨が定められる一方で、その他項目については、外商投資企業に対する現存制度と本改正の条項が
整合しないまま並存している状態です。また、授権登録資本金制度の導入により従来の総投資額や投注差、
出資検証などをどのように運用するのか等にも触れられていない為、今後の補足通達や各地方政府の実務運
用を慎重に注視していく必要があります。
詳細は以下の通りです。
1.

最低登録資本金の撤廃

現在、施行中の「会社法」では、最低登録資本金は一人有限公司（すなわち単独の出資者（中国語：股東）によ
り設立された企業）であれば 10 万人民元、複数の出資者による設立企業であれば 3 万人民元とされています。
しかし、本改正により当該制限が撤廃されます。
但し、実務上は、現地法人を設立する際には、現行規定で要求される 3 万人民元以上や 10 万人民元以上より
も大幅に多額の初期投資が必要であり、当該規定はさほど影響を与えない状況です。

留意事項として、本改正では登録資本金の実際の払込みや最低限度額については、法律・行政法規及び国務
院決定の別途規定に従う旨の定めがある為、外商投資性会社や外商投資株式会社などの企業形態の場合に
はそれぞれ最低登録資本金 3,000 万米ドルや同 3,000 万人民元が維持されます。また外商投資リース会社や
国際貨運代理会社など業種別規定により最低登録資本金が規定されている場合にも、引続き、それぞれ最低
登録資本金に係る現行規定が適用されますので、注意が必要です。
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2.

授権登録資本金制度の導入

本改正のもう一つの重要な変更点は、授権登録資本金制度の導入にあります。授権登録資本金制度とは、将
来払込む予定の資本金総額、出資方式、出資期限等を定款に記載し、登記する制度です。しかし、従来の実
収資本（実際の払込資金）に基づく登録資本金制度とは異なり、企業は実収資本の状況に変化があっても届出
をする必要ありません。これに伴い、本改正項目には登録資本の実際の払込み、登録資本の最低限度額に対
する取扱い（巻末表の項目番号 3 及び 10 を参照のこと）や、出資検証の提出義務や現物出資による出資制限
の条文の削除が含まれるなど、多岐に亘ります。
留意事項として、本改正では授権登録資本金制度の導入後も、現行の総投資額と登録資本金間の資本充足
比率の関係を維持するのか、その場合には登録資本金を授権登録資本金に読み替えるのか、或いは総投資
額の概念を抜本的に変更するのか等についても触れていません。
また総投資額から登録資本金を差し引いた投注差は、外商投資企業の海外からの資金調達限度額（外債登
記枠）になっています。現行制度では、実際に払込まれた金額に応じて、外債登記が可能になりますので、授
権登録資本金制度は投注差及び実際の外貨借入可能額にも影響を与えるものと考えられますが、現状におい
て、どのように変化するのかは不明です。

更に、現時点では出資検証の提出義務や現物出資による出資制限の条文の削除などの本改正項目と現行の
外商投資関連通達において、整合性が取れていない条項も見られます。従前から「会社法」に対して、外商投
資関連規定をどの範囲まで優先適用させるべきかについては議論の余地があると共に、実務的にも「会社法」
の運用には各地方政府で異なる見解が示されることもあり、本改正後の運用においても、引続き注意が必要で
す。

このように、授権登録資本金制度は外商投資企業の現行制度にも多岐に亘り影響を及ぼすものと考えられる
為、2014 年 3 月までに補充通達等による制度や規定の明確化が強く望まれます。
一方において、もし補充通達等が公布されたとしても、その解釈や運用に地域差が生じる可能性も十分に考え
られます。従って、今後、通達等の公布状況と各地方政府の実務運用を慎重に注視することが求められるでし
ょう。
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【表：改正条項一覧表】
項目
番号
1

備考：改正点
（下線は削除箇所）

本改正後の条項（下線は変更/追加箇所）
第七条

第七条 第二項の「払

法に従い設立された会社には、会社に対し会社登記機関より営業許可証が

込資本金」との文言を

発行される。会社の営業許可証の発行日を、会社の成立日とする。

削除し、左記の通り修

会社の営業許可証には、会社の名称、住所、登録資本金、経営範囲、法定

正：

代表者の氏名等の事項を記載しなければならない。
会社の営業許可証に記載されている事項に変更が生じた場合には、会社
は法に従い変更登記を行い、会社登記機関が営業許可証を交換発行する
ものとする。
2

第二十三条

第二十三条 第二項を

有限責任会社を設立する場合、以下の条件に合致しなければならない。

左記下線部の通り修

(一) 株主が法定の人数に合致していること

正：

(二)会社定款の規定に合致する、全株主が引受けた出資額を有すること
(三) 株主が共同で会社定款を制定していること
(四) 会社の名称を有し、有限責任会社の要求に符合する組織機構が設置
されていること
(五) 会社の住所を有すること
3

第二十六条

第二 十六 条を 左 記下

有限責任会社の登録資本金は、会社登記機関に登記された全株主が引受

線部の通り修正：

けた出資額とする。
別途、法律、行政法規及び国務院決定による有限責任会社の登録資本金
の実際の払込み、登録資本金の最低限度額に対する規定がある場合、そ
の規定に従う。
4

第二十七条

第二十七条 第三項の

株主は、通貨をもって出資することができ、また、現物、知的財産権、土地

「全株主の通貨出資金

使用権等の通貨によって評価することができかつ法によって譲渡できる非

額は有限責任会社の

通貨財産を換価して出資することもできる。但し、法律、行政法規により出

登録資本の 30 パーセ

資としてはならないと規定されている財産についてはこの限りでない。

ントを下 回って はなら

出資とする非通貨財産は、評価・換価を行わなければならず、財産の実情

な い 。」 と の 文 言 を 削

に基づき、高く或いは低く評価・換価してはならない。法律、行政法規が評

除し、左記の通り修

価・換価について規定している場合は、その規定に従う。

正：
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5

（削除）

第二十九条の「株主
は、出資を払込んだ
後、必ず法により設立
された出資検査機構
による出資検査を経
て、かつ証明書の交付
を受けなければならな
い。」との文言を削除：

6

第二十九条

第三 十条 を第 二 十九

株主が会社定款に規定する出資を引受けた後、全株主が指定する代表者

条と改め、左記下線部

又は共同で委託する代理人が、会社登記機関に会社登記申請書、会社定

の通り修正：

款等の文書を提出し、設立登記を申請する。
7

第三十三条

第三十三条 第三項の

有限責任会社は、株主名簿を備え付け、以下に掲げる事項を記載しなけれ

「及びその出資額」と

ばならない。

の文言を削除し、左記

(一) 株主の氏名又は名称及び住所

の通り修正：

(二) 株主の出資額
(三) 出資証明書の番号
株主名簿に記載された株主は、株主名簿によって株主権利の行使を主張
することができる。
会社は、株主の氏名又は名称を会社登記機関に登記しなければならない。
登記事項に変更が生じた場合は、変更登記手続を行わなければならない。
登記又は変更登記を経ていない場合、第三者に対抗することができない。
8

第五十九条

第五十九条 第一項の

1 人の自然人は、1 社のみの一人有限責任会社に投資設立することができ

「一人有限責任会社の

る。当該一人有限責任会社が新たに一人有限責任会社を投資設立するこ

登録資本金最低限度

とはできない。

額は十万人民元とす
る。株主は、会社定款
に規定される出資額を
一括で払込まなけれ
ばならない。」との文言
を削除し、左記の通り
修正：
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9

第七十六条

第七 十七 条を 第 七十

株式会社を設立する場合、以下の条件に合致しなければならない。

六条と改め、第二項を

(一) 発起人が法定の人数に符合していること

左記下線部の通り修

(二) 会社定款の規定に合致する、全発起人が引受けた株式資本総額又は

正：

募集した実際払込み株式資本総額を有すること
(三) 株式発行、設立準備事項が法律の規定に符合すること
(四) 発起人が会社定款を制定しており、募集方式により設立する場合にお
いては創立総会の決議を経ていること
(五) 会社の名称を有し、株式会社の要求に符合する組織機構が設置され
ていること
(六) 会社の住所を有すること
10

第八十条

第八 十一 条を 第 八十

発起設立方式により株式会社を設立する場合、登録資本金は、会社登記

条と改め、第一項を左

機関に登記する全発起人が引受けた資本総額とする。発起人が引受けた

記下線部の通り修正：

株式を全額払込むまでは、第三者に対して株式を募集してはならない。
募集方式により株式会社を設立する場合、登録資本金は、会社登記機関に
登記する実際に払込まれた資本総額とする。
別途、法律、行政法規及び国務院決定に株式会社の登録資本金の実際払

第三 項を 左記 下 線部

込み、登録資本金の最低限度額に対する規定がある場合は、その規定に

の通り修正：

従う。
11

第八十三条

第八 十四 条を 第 八十

発起設立方式により株式会社を設立する場合、発起人は、会社定款に規定

三条と改め、第一項を

されるその引受け株式を書面にて全額引受け、かつ会社定款の規定に基

左記下線部の通り修

づき出資金を払込まなければならない。非通貨財産をもって出資する場合

正：

は、法によりその財産権の移転手続きを行わなければならない。
発起人が前項の規定に従い出資を払い込まない場合は、発起人協議に従
い違約責任を負わなければならない。
発起人が会社定款に規定される出資を全額引受けた後、董事会及び監事

第三 項を 左記 下 線部

会を選出しなければならず、董事会が会社登記機関に会社定款及び法律、

の通り修正：

行政法規により規定されるその他の文書を提出し、設立登記を申請する。
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12

第一百七十八条

第一百七十八条 第三

会社は、登録資本金を減少させる必要がある場合、必ず貸借対照表及び

項の「会社の減資後の

財産明細表を作成しなければならない。

登録資本金は、法定

会社は、登録資本金減少の決議を行った日から 10 日以内に債権者に通知

の最 低限 度額 を 下回

し、かつ 30 日以内に新聞上で公告を行わなければならない。通知書を受領

ってはならない。」との

した日から 30 日以内、通知書を受領していない場合は公告の日から 45 日

文言を削除し、左記の

以内は、債権者は、会社に債務の弁済又は相応の担保の提供を請求する

通り修正：。

権利を有する。
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