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はじめに

中国では 2008 年 1 月 1 日から、新しく《労働

契約法》（以下、「新法」という）が施行される。

この中で、無固定期限労働への移行と並んで企業

に影響を与えると言われている経済補償金につい

て、どのような場合に経済補償金の支給義務が発

生するかについて検討し、会計・税務処理につい

て論じる。同時期に施行される《企業所得税法》

についても明確でない部分が多く、新法について

も施行前の現時点においては明確でない部分が多

くあり、今後変更される可能性があることに留意

されたい。

1. 現行法における経済補償金

2007 年 12 月 31 日まで施行される現行法にお

いては、企業側の事由により労働契約を解除する

場合等に限り、従業員に対して経済補償金を支払

うものとされていた。したがって、現行法におい

ては、企業側の意思により労働契約満了時に契約

を更新しないことによる従業員の退職について

は、経済補償金を支払う必要はなかった。

具体的には、労働契約期間中に会社側が労働

契約を解除する場合等を除き、経済補償金を支

給するケースはほとんどなかった。労働契約期

間は通常、1 年や 2 年といった比較的短期の契約

が多いこともあり、契約解除（解雇）に伴う

様々なトラブル等を回避するため、雇用の継続

を望まない従業員がいた場合には、企業の多く

が契約期間満了を待った上で、契約を更新しな

いことにより退職させるといった方法をとるこ

とが一般的であり、退職する従業員に対して実

際に経済補償金を支給するケースは極めて限定

的であった。

2. 新法における経済補償金
（１）支給が必要なケース

2008 年 1月 1日から施行される新法では、企業

側が労働契約を解除する場合に加え、労働契約期間

満了時に従業員が契約の更新を希望しているにもか

かわらず、企業側の意思により労働契約を更新しな

い場合等においても、原則として、勤続年数に応じ

て経済補償金を支給しなければならなくなる。
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経済補償金の支給義務が発生する例として以

下の事項を規定している。

・企業が労働契約等を遵守しない場合における従

業員側からの労働契約の解除　

・協議による労働契約の解除

・従業員が罹病・負傷し、規定の医療期間満了後

も業務に従事できないことを事由とする労働契

約の解除

・従業員が業務に堪えることができず、研修また

は担当部署の調整を行った後も、なお業務に堪

えることができないことを事由とする労働契約

の解除

・いわゆるリストラによる労働契約の解除

・労働契約期限の満了、不更新による労働契約の

終了（後述「（２）支給が不要なケース」に記

載の場合を除く）

・雇用企業の破産、営業許可の取り消し等による

労働契約の終了

・法律及び行政法規が規定するその他の場合

（２）支給が不要なケース

新法では、企業側が同等以上の条件で労働契約

の更新を希望したにもかかわらず、従業員側が当該

条件での契約の更新に応じずに退職した場合には、

経済補償金を支払う必要はない。当該規定に基づく

と、現状維持の条件での契約更新を提示したうえで

従業員がこれに納得せず退職する場合には、経済補

償金は支給する必要がないということになる。

また、試用期間において採用条件に合致しな

いことが証明されたことを事由として新法の規定

に基づき契約を解除する場合には、経済補償金の

支給義務はないとされている。

更に、従業員が法に基づき基本養老保険の受

給を開始したことにより労働契約が終了する場合

においても経済補償金の支給義務は発生しないこ

とになる。

（３）試用期間に関する規定

新法では、労働契約の期間に応じて以下のと

おりに試用期間が規定されている。

①労働契約の期間が3カ月以上 1年未満：

1カ月以下

②労働契約の期間が 1年以上 3年未満：

2カ月以下

③労働契約が 3年を超える（無固定期限含む）：

6カ月以下

したがって、労働契約の期間を 3 年とした場

合は、最長 6カ月の試用期間を設定することが可

能である。

（４）経済補償金の支給額

勤続年数 1 年あたり 1 カ月分の給与相当額を

経済補償金として従業員に支給する必要がある。

勤続期間が 6 カ月未満の場合は半月分の給与

相当額を、勤続期間が 6カ月以上 1年未満の場合

には 1カ月分の給与相当額を経済補償金として支

給しなければならない。

また、経済補償金の計算の基準となる給与額

は、当該従業員の労働契約解除または終了前の

12 カ月の平均給与をいい、給与額については、

雇用企業が所在する直轄市、区を設置している市

級人民政府が公表した前年度の月平均給与の 3倍

を上限とし、期間については 12 年（1 カ月分の

給与相当額× 12 回）を上限とする。

違法行為による労働契約の解除については、

経済補償金の 2倍の賠償金を支払う必要がある。

（５）新法施行以前の期間にかかる勤務期間に

ついて

新法の規定において新たに支給義務が生じた

経済補償金の勤続年数の計算に当たっては、施行

前の勤務にかかる期間について遡る必要はなく、

既に雇用を継続している従業員の新法に基づく経

済補償金の計算における勤続期間は 2008 年 1 月

1 日から起算することとなる。

すなわち、2008 年 1 月 1 日以降に退職した従

業員に対し、新法の規定に基づき経済補償金を支

給する場合、経済補償金は、当該従業員が 2007
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年 12 月 31 日以前に既に勤務をしていた場合に

は、当該従業員の実際の勤務期間を基礎に計算す

るのではなく、2008 年 1 月 1 日から退職日まで

を勤務期間として計算することとなる。

（６）経済補償金の計算事例

＜事例1＞

～現行法における契約満了による退職のケース～

経済補償金＝ 0元

現行法では、契約不更新時の経済補償金の支

給義務はない。

＜事例2＞

～新法における企業側の意思による契約満了のケース～

経済補償金＝ 2,000 元× 0.5 カ月＝ 1,000 元

従業員が労働契約の更新を希望しているにも

かかわらず、企業が更新しないことにより退職す

る場合には、経済補償金の支給義務が発生する。

当該従業員の勤務期間は 8年であるが、この場

合の経済補償金は、新法に基づき支給するものであ

るため、その計算の基礎となる勤務期間の計算は

2008 年 1月 1日から起算する。したがって、当該

従業員の経済補償金の計算の基礎となる勤務期間は

4カ月間であり、勤務期間が6カ月に満たない場合

は、半月分の給与相当額を支給することになる。

＜事例3＞

～新法における従業員側の意思による契約満了の

ケース～

経済補償金＝ 0元

企業側が同等以上の条件で契約の更新を希望

したにもかかわらず、従業員側の意思により契約

を更新しなかった場合、経済補償金の支給義務は

ない。

＜事例4＞

～現行法における契約解除のケース（月平均賃金の

3倍を超える場合）～

経済補償金＝ 30,000 元× 8カ月＝ 240,000 元

現行法においては、経済補償金の計算の基礎

となる給与額の上限が規定されていない。したが

って、当該従業員の退職までの 12 カ月間の平均

給与月額及びそれまでの勤務年数を基礎として経

済補償金を計算することになる。

＜事例5＞

～新法における契約解除のケース（月平均賃金の

3倍を超える場合）～

経済補償金＝ 9,000 元× 1カ月＝ 9,000 元

当該従業員の月平均給与（30,000 元）は、企業

の登記されている地域の月平均給与の 3倍（3,000

元× 3 ＝ 9,000 元）を超えていることから、経済

補償金の基礎となる月平均給与は9,000元となる。

＜事例6＞

～試用期間における契約の解除のケース～

経済補償金＝ 0元

新法の規定に基づき、試用期間中に労働契約

を終了した場合には経済補償金の支給義務は発生

しない。

　 退職年月 区分 退職事由 勤務期間 平均給与 

事例1 2007年10月 契約満了 企業側の意思による不更新 8年 2,000元 

事例2 2008年4月 契約満了 企業側の意思による不更新 8年 2,000元 

事例3 2008年4月 契約満了 従業員側の意思による不更新 8年 2,000元 

事例4 2007年10月 契約解除 企業側の意思による解除 8年 30,000元 

事例5 2009年4月 契約解除 企業側の意思による解除 1年 30,000元 

事例6 2008年5月 試用期間 試用期間内の契約の解除 4カ月 30,000元 

注 1：平均給与は、当該従業員の退職 12カ月前の平均給与月額
注 2：企業登記地域の月平均給与を 3,000 元とする



3. 会計上の処理
（１）経済補償金の会計処理　

経済補償金は、各企業にとって財務的な観点

からも少なくない影響を及ぼすものであるといわ

れている。

会計上、将来の支出に備えて、毎期一定の基

準に基づき計算された金額を引き当て計上したい

と考えている企業も多くあると思われるため、こ

こでは、日本でかつて広く使用されていた退職給

与引当金のような形で引き当て計上できるか否か

について検討する。

（２）見積負債とは

中国の会計制度においては、負債性引当金に

相当する科目として見積負債（中国語で「預計負

債」）というものがある。ここで、負債性引当金

とは、将来の支出に備えるための引当金を意味し、

退職給与引当金、製品保証損失引当金等がこれに

該当する。

（３）見積負債を計上するケース

見積負債は、上述の通り、会計上、将来の支

出に備えて、あらかじめ負債として引き当て計上

するものであるが、将来の支出に備えるために無

条件で計上できるものではない。

見積負債を計上するためには、以下の要件を

すべて満たす必要がある。

①将来の支出の原因が当期以前の事由に起因す

る、企業が履行すべき不可避の義務であること。

②その義務の履行が企業に経済的利益の流出をも

たらし、その発生の可能性が50％を超えること。

③その金額を合理的に見積もることが可能なこと。

例えば、当期以前に発生した事象に対して会

社が損害賠償訴訟を提訴され場合、敗訴の可能

性が高く、かつ、敗訴した場合の損害賠償金額

を合理的に見積もることができる場合には、将

来発生する可能性のある損害賠償金額を当期に

見積負債として負債の部に計上することができ

る。ただし、いずれかの要件を満たしていない

場合、すなわち、敗訴の可能性は高いが、敗訴

した場合の損害賠償金額を合理的に見積もるこ

とができない場合、または、敗訴した場合の損

害賠償金額は合理的に見積もることができるが、

敗訴の可能性が高くない場合には、偶発債務と

して取り扱うこととなり、見積負債として計上

することは認められない。

（４）日本の退職金との差異

日本における退職金は、各企業が制定した規

定に基づき支給するものであり、福利や給与の後

払いの性格を有しており、通常は懲戒解雇等の特

殊な状況を除き、自己都合の退職であっても退職

金は支給される。一方、中国の新法における経済

補償金は、名称の通り、あくまでも補償金であり

退職金とは異なる。日本でいう自己都合による退

職の場合、新法においては原則として経済補償金

を支給する必要はない。

企業が労働契約で約定した条件と同等以上で

契約を継続しようとしている場合に、従業員がこ

れに同意せず退職した場合には経済補償金を支給

する必要はない。また、基本養老保険の受給を開

始したことにより（いわゆる定年）退職する場合

にも経済補償金の支給義務はない。

したがって、私見ではあるが、退職する従業

員のうち、現行法においては支給せずに済んでい

た経済補償金が新法の施行に伴い、多額の支給義

務が発生するというケースは、実際それほど多く

ないのではないかと考える。

（５）見積負債計上の可能性

次に、新法で規定する経済補償金が会計上の

見積負債の計上要件を満たしているか、つまり

（３）で記載した要件を満たしているかについて

検討する。

① 現行法（2007年度末）における計上の可否

労働契約不更新の場合に支給する経済補償金
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の計算は、施行日以前の期間を計算対象としない

こととなっているため、今年度末においては、引

き当て計上は難しいと考える。

また、契約解除による経済補償金についても、

リストラ等の特殊なケースを除いては、引き当て

計上するのは困難であると考える。

② 新法施行後（2008年度以降）の計上の可否

見積負債として計上するための要件として問

題になると思われるのは、発生の可能性が高い

といえるか否かと、将来発生する経済補償金の

金額を合理的に見積もることができるか否かで

ある。見積負債は、発生の可能性が高くてもそ

の金額を合理的に見積もることができない場合

や、金額を合理的に見積もることができても発

生の可能性が高くない場合には計上することは

できない。

発生の可能性については、新《企業会計準則》

のガイドラインにおいて、発生の可能性を

「50 ％超」と規定している。特に、多数の従業員

を抱える生産型企業においては、企業の意思に基

づく契約不更新による経済補償金の支払は少なか

らず発生するものと思われる。したがって、各社

の状況により異なるものの、発生の可能性は高い

ということはできると考える。

次に、将来発生する可能性のある経済補償金

の金額を合理的に見積もることができるかについ

ては、疑問が残る。日本の退職金のように、自己

都合による退職と会社都合による退職とでは支給

金額が異なるものの、特殊な状況を除いては退職

金の支給義務が発生し、その金額もある程度合理

的に見積もることが可能であるのに対して、新法

における経済補償金は、これまでより支給が発生

するケースが増えることについては確実ではある

ものの、従業員の意思による契約解除や定年によ

る退職等については経済補償金の支給義務はない

ため、退職者のうち、どの程度が経済補償金の支

給対象者になるのかを合理的に見積もることには

相当程度の困難を伴うものと思われる。

企業側も、特に、エンジニアや幹部クラス人

員等の給与が高額となる従業員については、経済

補償金の発生を極力抑制すべく、また、無固定期

限労働契約への移行を想定し、優秀人材を長期・

安定的に確保することを志向すると考えられるた

め、例えば初回の契約期間を 3年とし試用期間を

最長の 6カ月と設定することにより、当該従業員

の適性・能力を評価したうえで正式採用する等の

方法を取り、これらの従業員については長期安定

的な雇用を保証し、これらの従業員に対しては、

結果的に経済補償金の支給をしないことになると

考えられる。

会社が今後、ある一定期間を経れば、統計数

値として将来発生する可能性のある経済補償金の

金額を合理的に見積もることは可能となるかもし

れないが、当面は、発生の可能性のある経済補償

金の金額を合理的に算定することには相当程度の

困難を伴うことが考えられ、監査の際に会計士よ

り、見積負債計上の要件を満たしていないとの指

摘を受ける可能性があると考える。

4. 税務上の取扱い
（１）企業所得税

将来発生する可能性のある経済補償金を合理

的に見積もった上で、仮に見積負債として引き

当て計上をすることができた場合にも、確定債

務ではないため、税務上の損金としては認めら

れず、申告計算上、加算調整する必要があると

思われる。

来年から施行される新《企業所得税法》につい

ては、現時点で実施細則等が公布されておらず変

更の可能性も考えられるが、従業員の意思による

契約の不更新については経済補償金を支払う必要

がなく、また、このようなケースによる退職も相

当な比率であると思われることから、引き当て時

における税務上の損金性は認められないと考える。

したがって、会計上の引き当て計上の有無に

かかわらず、税務上は、経済補償金の実際の支給

時に損金として計上することになると考える。



（２）個人所得税

経済補償金の支給を受けた従業員側の個人所

得税については、現時点においては、現行法に基

づく、契約解除やリストラ等に伴い発生する経済

補償金に関する規定しか存在しない。したがって、

今後、規定の追加、修正があることも考えられる

が、ここでは、現行規定を紹介する。

契約解除により取得する経済補償金収入につ

いては、「賃金・給与所得」として個人所得税が

課税される。ただし、1 回限りで取得する経済補

償金収入が企業所在地の前年度の平均賃金の 3倍

以内の金額については免税となる。

3倍を超過した部分については、契約を解除さ

れた従業員が、一定の期間において固定収入がな

くなる可能性があることを考慮し、数カ月分の給

与を一括して取得したものとみなし、一定期間に

おいて平均した上で、個人所得税を課税すること

を認める。すなわち、取得した経済補償金収入額

を勤務年数で除した金額を月当たりの給与として

個人所得税を計算する。勤続年数が 12 年を超え

る場合は、12 で除して適用税率を決定する。中

国の個人所得税は累進税率課税であるため、経済

補償金を勤務年数で除した上で個人所得税を計算

した方が、通常は税率が低くなるため、契約を解

除された従業員に配慮した規定となっている。こ

の方法に基づいて計算した経済補償金に関する個

人所得税は、支給月の翌月 7日までに、企業が一

括して源泉納付しなければならない。

また、破産企業から取得する経済補償金につ

いては個人所得税が免除される。

5. 企業側の対応

新法の施行に伴い、企業側は無固定期限契約、

いわゆる終身雇用に備え、企業にとって必要な

人材を選別することが求められる。また、経済

補償金の支給をいかに抑えるかにも留意しなけ

ればならない。このため、例えば、1 回目の労働

契約の期間を 3 年間とすることにより、最長 6

カ月間の試用期間を設定することができ、この

間に従業員の能力、適正をチェックし、企業に

とって長期的に必要な人材か否かを判断するこ

とが可能となる。

上述のとおり、これまでは大半の企業では経

済補償金を支給することがなかったが、新法施行

後は、経済補償金の支給は不可避となると思われ

る。ただし、従業員の意思による契約解除、契約

満了による退職や、定年退職については支給義務

がなく、支給義務が発生するケースはある程度限

定されるものと考えられる。一方で、企業の長期

的成長、発展のためには、企業の核となる幹部ま

たは、幹部候補生や技術者、監督者等については、

いかに長期、安定的に企業に勤務し続けてもらう

かについて、これまでにも増して労力を要するこ

とになると思われる。

長期的、終身的な勤務を求められる従業員を

確保し、雇用を維持するためにも、新法における

経済補償金とはまったく別の、企業独自の制度と

して、退職金制度や年金制度の導入等の福利厚生

面をよりいっそう充実させることが求められてく

るものと考える。
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