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Ⅰ．販売会社にかかわる変遷

中国においては、1978 年に対外開放政策が採

用されて以降、産業近代化による国力増強に資す

るために外国資本を活用することが求められた。

ここでは、外国より資本及び技術を導入し、工業

製品を生産及び輸出することにより、国力を増強

することを目的として、生産輸出型の外商投資企

業の設立が強く推奨された 1。生産型企業におい

ては、一定規模の資本投下及び技術がもたらされ

るとともに、製品の国外輸出によって外貨流入が

もたらされるのに対して、中国国内における国内

販売またはサービス提供に従事する企業について

は、基本的に大きな投資を必要とせず、外貨の流

入及び技術導入がもたらされないこと、更に利益

配当による外貨の流出がもたらされる可能性もあ

ることから、その投資について厳格な規制が設け

られていた。

その後、中国の経済の進展に伴い、生産輸出

型以外の外商投資企業についても少しずつ認めら

れるようになり、2001 年の WTO 加盟により、

サービス分野にかかわる外資開放が本格的に認め

られるようになった。

現段階では、ほぼすべての業種において外国

資本の参入が認められており、外商投資企業にか

かわる制限が大きく緩和されるようになった。し

かし、外資参入は認められたもののその参入形態

については、従来の法制度に従った厳格な管理体

制の下にあることから、参入範囲の広がりにより、

逆に制度的制約に直面する機会も広まったものと

言える。

以下では、具体的に中国における販売会社が

委託加工取引に従事することの問題点について解

説し、その対応策について分析を行う。
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Point
1 中国においては、対外開放政策開始当初、生産輸出型の外商投資企業が推奨され、その後保税区貿

易会社、販売会社等の形態が認められるようになってきた。
2 中国においては生産行為とそれ以外の行為の区分が明確に設けられており、販売会社が生産行為に

従事する場合には行政処罰の対象となる。
3 販売会社においても一定の方策を採用することにより、合法的に実質的加工機能を持たせることが

可能である。

１　例えば、中外合作経営企業法第 4条においては「国家は製品輸出または先進技術を有する生産型企合弁企業の設立を奨励す
る。」と規定されている。



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.5 経営センサー
31

中国販売会社における委託加工取引にかかわる問題とその対応

31

Ⅱ．中国外商投資企業の業種による分類
（1）第一段階：生産型企業

上述の中国における対外開放政策により、

1982 年には「中外合弁経営企業法」、1986 年に

「外資企業法」、1988 年に「中外合作経営企業法」

（以下、これらをまとめて「外商 3 法」と言う）

が制定された。外商投資企業とは、これらの外商

3 法を設立根拠法として全部または部分的外国資

本により中国国内において設立される企業を言う

が、ここでは、当初は原則的に生産型企業の設立

のみが認められるものとされていた。

ここで生産とは、一般に旧外商投資企業及び

外国企業所得税法 2 において規定される以下のよ

うな業種に従事することを言うものとされる。

①機械製造・電子工業

②エネルギー工業（石油、天然ガスの開発採

掘を含まない）

③冶金・化学・建材工業

④軽工業・繊維・包装工業

⑤医療機械・製薬工業

⑥農業・林業・牧畜業・漁業・水利業

⑦建築業

⑧交通運輸業（旅客の輸送を含まない）

⑨生産に直接サービスを提供する科学技術開

発・地質調査・産業情報コンサルティング

及 び 生 産 設 備 ・ 精 密 計 測 器 の 修 理

サービス業

⑩国務院の税務主管部門が指定したその他の

業種

これらの業種に従事する企業は、生産型外商投

資企業として、1980 年代前半より合弁企業形態を

基本として認められてきたが、一方で、これらの

業種に従事しない中国国内販売等に従事する企業

については、原則としてその設立が認められず、

例外的かつ試験的に、「外商投資商業企業試点弁

法」「関与設立中外合資対外貿易公司試点弁法」

等の法令により認められるものとされていた。

ここで、生産型企業においては上述のような生

産活動に従事することにより、自ら生産した製品

については中国国内における販売または輸出が認

められるものとされており、それ以外の自ら生産

していない外部から購入した財貨等を販売または

輸出する行為は認められないものとされている。

（2）第二段階：保税区貿易会社

1990 年代中頃より、上海外高橋保税区条例等の

各地における保税区にかかわる法令に基づき、保

税区における貿易会社の設立が一般的に行われる

ようになり、外国資本に対しても保税区内に外商

投資貿易会社の設立が認められるようになった。

ここで、保税区会社は本来、保税区加工貿易、

保税区貿易（中継貿易等）及び保税区運送・倉庫保

管等に従事することを予定されていたが、いわゆ

る国内貿易（保税区以外の中国国内一般地域との売

買）が事実上行われ、上述のように一般の外商投資

企業の国内貿易が規制される中、保税区貿易の機

能に加え、国内貿易機能が着目されたことにより、

日本企業を含めて、非常に多くの外国資本による

保税区貿易会社が設立されることとなった。

ここでは、保税区会社の本質より保税区以外

の中国国内一般地域における事業活動は保税区会

社の経営範囲に含まれないものの、実務的には交

易所または外貿公司と呼ばれる保税区内または海

外と中国国内一般地域との間の取引を行うことの

できる企業を形式的に介在させることにより、中

国国内一般地域との間での販売活動を活発に行う

ものとなっていた。ただし、当該保税区貿易会社

による中国国内一般地域における販売活動につい

ては、経営範囲逸脱にかかわる法的問題性が指摘

されるものとなっていた。

（3）第三段階：販売会社

その後、中国のWTO加盟に伴うサービス分野

への外資参入の拡大により、2004 年 4 月 16 日

２　2008年 1月 1日から外商投資企業と内資企業に対する税制を統合した（新）企業所得税が施行されている。
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「外商投資商業領域管理弁法」（以下、「商業管理弁

法」と言う）が公布、同年 6月 1日より施行され

た。これにより保税区外の一般地域においても外

国資本が販売会社を設立することが認められるも

のとなった。

この販売会社の経営範囲には以下のようなも

のが含まれるものとされている。

①商品の卸売または小売

②コミッション代理（競売は除く）、商品の輸

出入、その他関連業務

この商業管理弁法においては、当該弁法以外

に基づいて設立されたその他の外商投資企業につ

いても当該弁法を適用することにより、その経営

範囲を拡大し中国国内一般地域における販売活動

への従事が認められるものとされている。これに

より、多くの生産型外商投資企業が商業管理弁法

に基づき経営範囲を拡大し、自社において生産し

た財貨以外の製品にかかわる卸売または小売を行

うようになった。

更に、上述の保税区貿易会社についても、当

該商業管理弁法の規定に基づく経営範囲の拡大が

適用できることが明確化され、保税区外の中国国

内一般地域における販売活動に従事することがで

きるようになった。

これらの一連の流れにより、現在保税区外の

中国国内一般地域において販売に従事することが

できる外商投資企業には、商業領域管理弁法に基

づいて設立される販売会社、商業領域管理弁法に

より、経営権拡大を図った生産型企業及び保税区

貿易会社等 3 があるものとなった。

Ⅲ．企業形態間の経営範囲上の相違点

現在では、中国国内一般地域において販売活

動に従事することができる外商投資企業につい

て、商業領域管理弁法に基づいて設立される販売

会社、商業領域管理弁法により経営権拡大を図っ

た生産型企業及び保税区貿易会社があるものと言

えるが、それぞれの主な相違については以下のよ

うに言える。

（1）販売会社と保税区貿易会社

販売会社と経営範囲拡大により、保税区外の

中国国内一般地域における販売活動に従事する経

営権を有することとなった保税区貿易会社との相

違としては、文字通り、保税区貿易会社において

は、保税製品を取扱うことが可能であるのに対し

て、販売会社においては認められないこと、保税

区貿易会社の本社は保税区内に設けなければなら

ないことが挙げられる。

ここで、保税製品とは加工貿易（国外契約を

締結できる中国国内企業が全部または一部の原材

料・補助材料、部品、素子、包装材料を輸入し、

加工または組立をした後、完成品を再輸出する経

営活動を言う）の実施に際して、中国輸入時に関

税及び増値税 4 の徴収が暫定的に免除された製品

を言う。

従って、もし企業が中国国内の加工貿易にか

かわる販売活動を実施するためには保税区貿易会

社を選択せざるを得ず、また、この場合には本店

は保税区内に置かなければならないことになる。

この際に保税区外の一般地域における販売活動に

従事するためには保税区外に分公司を設ける必要

がある。

（2）販売会社と生産型企業

販売会社及び保税区貿易会社と経営範囲拡大

により販売経営権を有することとなった生産型企

業との基本的相違については、文字通り生産型企

業においては生産活動に従事することが可能であ

るのに対して、販売会社においては認められない

ことである。

３　これら以外にグループ製品を販売する外商投資性公司等がある。
４　中国におけるValue Added Tax
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ここで、生産とは一般に元の商品の形態、性

能、成分を変化させるものであり、簡単な組立て、

小分け、包装、洗浄、選別、整理を伴う販売は商

品販売業に属し、生産活動には含まれないものと

されている。

従って、販売会社及び保税区貿易会社におい

ては購入した製品と販売する製品が一致している

ことが必要になる。

Ⅳ．上述の相違点に起因する実務的問題点

上述の相違点について、販売会社と保税区貿

易会社との相違点である保税製品の取扱いの可否

については、中国国内において税関監督上極めて

厳格な管理が実施されていることから、そもそも

販売会社が保税製品の取扱いに従事することは不

可能であるものと言え、販売会社の保税製品取扱

による問題が発生することはないものと言える。

一方で、販売会社と生産型企業との相違点で

ある生産活動に対する従事については、保税製品

取扱に見られるような厳格な管理制度が存在して

おらず、本来生産行為に従事することが認められ

ない販売会社または保税区貿易会社が生産行為に

従事するという事象が発生することも多い。ここ

で、これらの企業の生産行為に対する従事につい

ては、以下のような問題が発生するものと言える。

（1）経営範囲逸脱

中国においては、企業法人は登記許可された

経営範囲内で経営に従事するもの 5 とされてお

り、これを逸脱する場合には、工商行政管理上、

登記機関 6 は改善を命令し、1万元以上 10 万元以

下の罰金を科すことができるものとされており、

更に、状況を勘案し、状況が重大である場合には、

営業許可証を取消すものとされている 7。

また、同時に工商行政管理登記にかかわる変

更を怠っているものとして、1 万元以上 10 万元

以下の罰金となり、この際、経営範囲の変更が法

律、行政法規または国務院決定の規定により批准

を要する項目とされている場合に、批准を得ず関

連経営活動に従事する時には、状況を勘案し、状

況が重大である場合には、営業許可証を取消すも

のとされている 8。

（2）税務上費用の不算入

上述のように販売会社または保税区貿易会社

が生産行為に従事することは、経営範囲逸脱行為

として工商行政管理上の罰則が適用されることか

ら、このような行政処罰の対象となる行為にかか

わり発生した費用については、税務上適法な費用

と認められず税務上の費用算入が認められない可

能性が発生する。

ここで具体的には、販売会社が生産活動に従

事するものとみなされる活動として一般的には以

下のような取引が考えられる。

①自ら生産用の固定資産を有し生産活動に従

事する場合。

②自らは生産用固定資産を有さず、他社に対

する生産委託を行う場合。

ここで、①については生産用の固定資産の計上

自体が販売会社における経営範囲を逸脱する行為

であり、当該固定資産の取得にかかわり発生した

領収書について、税務上合法的で有効な証憑とは

みなされず、税務上の費用として処理することが

できない可能性が高いものと言える。また、②に

ついては、生産委託により発生した加工費にかか

わる領収書について①の場合と同様のことが言

え、税務上の費用として算入することができず、

更に、当該生産委託料支払時に発生した仮払増値

税 9 についても、仮受増値税から控除することが

認められない可能性があるものと言える 10。

５　民法通則第 42条
６　法人登記を行っている工商行政管理局が該当することになる。
７　公司登記管理条例第 71条
８　公司登記管理条例第 73条
９　中国においては財貨販売、輸入及び加工・修理補修役務の提供について増値税の課税が行われる。
10 中国においては原則的に固定資産については増値税の仕入控除が認められず税込金額が取得原価として計上される。
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Ⅴ．問題発生の背景及び対応策

中国においては、冒頭の外国資本導入政策に

かかわる変遷で述べたように、当初生産型企業に

対する優遇が強く図られていたことから、管理制

度上、生産型企業とそれ以外の販売会社等との区

分が明確になされている。また、商業管理弁法の

適用により生産型企業については、経営範囲拡大

の申請を行い批准を受けることにより、自社生産

以外の財貨にかかわる販売活動についても従事す

ることが認められるものとなった。

ただし、ここでは、販売会社及び保税区貿易

会社が生産行為に従事することは認められておら

ず、また、現在中国は市場として注目されており、

この場合には、販売活動の実施に際して、市場に

合わせた加工を現地で実施することが必要とされ

る場合も多く、販売会社において、このような加

工の機能を担うことが実務的に必要であると判断

されることが多い。

このような場合には、販売会社自らが本格的

に生産行為に従事するというよりは、むしろ他の

生産型企業に対して自らの金型等の生産用固定資

産を貸与したり、または、委託加工として生産活

動とみなされる行為に従事することが現状ではほ

とんどであるものと言える。

従って、これらの行為が生産行為とみなされ

ることを回避するためには、固定資産については

自社において資産計上する代わりに、生産協力業

者に売却したものとして処理し、代金についてそ

の後の加工賃から控除する等の処理 11 を行うこと

が妥当であるものと言える。また、委託加工を実

施している場合には委託者との間で委託加工契約

を締結し加工賃を支払うという形態を採用するの

ではなく、実質的な行為は同様であったとしても

契約及び会計税務処理上は、材料の売り切り及び

加工後の製品の買い切りとして処理を行うことが

妥当であるものと言える。

これらの対応策を図ることにより、実質的に

は従来の生産行為とみなされる可能性の高い行為

であったとしても、形式を変更することにより、

販売会社としての経営範囲内に属する行為である

ものとすることが可能であるものと言え、販売会

社または保税区貿易会社に対して実質的加工機能

を付与することができるものと言える。

更に、自らが工場及び生産用固定資産を有す

ることが予想される場合には、当初より販売会社

を設立するのではなく、まず生産型企業を設立し

これに対して経営範囲の拡大申請により販売機能

を付加することを想定しておくことが必要とな

る。

Ⅵ．総括

中国においては、外商投資企業の経営範囲等

にかかわる批准を行う機関である対外経済貿易部

門、企業等の経営活動を管理監督する機関である

工商行政管理局、企業の経営活動にかかわる税務

上の管理監督及び税徴収機関である税務局、外貨

保有、受入、払出にかかわる管理機関である外貨

管理局、財貨の輸出入及び保税管理監督機関であ

る税関等の当局が相互に連携し合い、極めて綿密

に企業の日常的経営活動について管理監督を実施

しているものと言うことができる。このことは、

企業におけるひとつひとつの行為についてそれぞ

れの当局より多面的管理がなされているものと言

え、企業がいずれかの制度に反する行為に従事し

た場合には、当局の管理監督において判明するこ

ととなる可能性が高いものとなる。

従って、今後、外資に対する開放分野が広が

れば広がるほど、ますます中国の制度に対する多

面的理解の重要性は高まっていくものと言え、そ

の投資及び業務の規模にかかわらず、これらの制

度に対する理解及び運用について十分な注意を払

う必要がある。

11 この場合の増値税の処理については総額で計算を行うことが必要となる点に注意を要する。


