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Ⅰ .	中国における企業合併の状況
中国においては、一定の資産及び負債並びに契

約関係を一括して譲渡するという営業譲渡または
事業譲渡制度が存在していないことから、中国の
事業統合手法としては大きく、合併と個別資産負
債の移転とに分類されることになる。このうち、
合併については、グループ内企業同士の統合、ま
たは個別資産負債の移転を行うことが実務的に不
可能な大規模企業間統合以外ではほとんど見られ
ないものとなっている。この背景としては、現状
の中国において、企業の設立が比較的簡単である
こと、中国の法制度において不明確な部分が多く
簿外負債が存在している可能性が高いこと等の理
由から、企業間の合併が見合わされるケースが多
いことが挙げられる。

しかしながら、今後、中国における法制度の明

確化及びコンプライアンス意識の向上による簿外
負債発生可能性の低減及び個別資産負債の移転に
伴う税額発生の回避等を目的として、より多くの
合併が志向されるものと予想されている。

そこで、今回は中国における企業統合の一手法
としての企業合併にその範囲を絞りその実務的内
容について解説する。

Ⅱ .	中国における合併手続き
1.	合併関連法規
「公司 1 法」（中華人民共和国主席令第 42 号）
「外商投資企業の合併及び分割に関する規定（以

下、合併分割規定という）」（［1999］外経貿法発
第 395 号、2001 年修正）
「企業再編業務における企業所得税処理の若干

の問題に関する通知（以下、再編税務通知という）」
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日本及び中国での国際会計事務所、コンサルティングファームにおいて多国籍
企業にかかわる監査、税務、財務業務に従事し、2004年より現職。1993年からの
15年にわたる上海での経験の中で日系企業を中心に500社以上の企業に関与し
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Point
❶		 		中国においては合併または個別資産負債の譲渡が企業統合の主な手法であり、現状では後者が一般

的である。
❷		 		中国における合併手続きにおいては、合併当事者、各種当局、債権者債務者の間で様々な手続き

が必要とされている。
❸		 		中国外商投資企業の合併にあたっては中国国内税務だけではなく国外における税務についても注

意を払わなければならない。

1   中国における公司には有限責任公司と株式有限公司があり、日本における会社よりはその範囲が少し狭いものと考えられるが、
本稿では厳密な区分を行わず、会社と同義語として使用している。

     また、企業については、中国においてパートナーシップ、国有企業、集団所有制企業等も含む公司よりも広い範囲の概念として
使用される。
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（財税［2009］59 号）
「企業兼併有関会計処理問題暫行規定（以下、兼

併会計規定という）」

中国制度上、企業合併の形式として吸収合併及
び新設合併がある。そして、合併分割規定によれば、
吸収合併とは、公司が他の公司を受入れ、受入公
司（存続公司）が継続して存続し、加入公司（消
滅公司）が解散する方式をいい、新設合併とは、
二つ以上の公司が合併して一つの新公司を設立し、
合併各当事者が解散する方式をいうものとされて
いる。

2.	合併の手続き
中国における合併手続きについては、一般的に

次のような流れとなっている。
（1）合併当事者の資産評価
（2）合併協議（合併契約書）の作成
（3） 合併後公司にかかわる契約（合弁契約、合

作契約）及び定款の作成
（4）合併各当事者の董事会（株主会）決議
（5）公司合併の批准申請
（6）消滅公司の解散
（7） 合併通知及び合併公告
（8） 債権者保護手続完了等の報告
（9） 合併認可
（10） 合併認可後の手続 

また、それぞれの手続きに関しては、以下のよ
うな内容となっている。

（1）合併当事者の資産評価
合併分割規定においては、合併後の登録資本額

につき以下のとおり記載している。
　① 合併存続会社または合併新設会社が有限責任

公司となる場合；合併公司の登録資本は、合
併各当事者の登録資本の合算額

　② 株式有限公司間の合併；合併公司の登録資本
は、合併各当事者の登録資本の合算額

　③ 株式有限公司と有限責任公司とが合併して、合
併後に株式有限公司となる場合；合併後の公司
の登録資本額は、合併前の有限責任公司の純
資産額を合併前の株式有限公司の 1 株当たりの
純資産と比較して株式額に換算し、この額と合
併前の株式有限公司の登録資本額との合計額

以上より、合併公司の登録資本金は合併各当事
者の登録資本金の合算額とされており、これと同
時に、合併後の出資持分比率につき出資者間の協
議または資産評価機構による持分権の価値の評価
に基づき、合併後の企業契約、定款において定め
ると規定していることから、合併後の出資持分比
率を定めるにあたり、出資者間の協議がない限り、
資産評価を行うことが必要になることが想定され
ている。また、合併分割規定においては、資産評
価機構や資産評価の適格性の確保に関する規定を
置いていないことから、当事者が独自に資産評価
能力のある資産評価機構を選定することが想定さ
れているものと考えられる。

（2）合併協議（合併契約書）の作成
合併契約書には以下の事項を定めなければなら

ないものとされている。
　①合併各当事者の名称、住所、法定代表者
　②合併後の会社の名称、住所、法定代表者
　③合併後の公司の総投資額及び登録資本額
　④合併の形式
　⑤合併協議各当事者の債権、債務の承継方案
　⑥労働者の処遇方法
　⑦違約責任
　⑧紛争の解決方式
　⑨締結日時、場所
　⑩合併各当事者が記載を必要とする事項

（3） 合併後公司にかかわる契約（合弁契約、合作
契約）及び定款の作成

合併分割規定においては、外商投資企業の合併
につき、以下のように合併後の組織形態について
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定められている。
　① 有限責任公司間の合併の場合：合併後の公司

は有限責任公司
　② 株式有限公司間の合併の場合：合併後の公司

は株式有限公司
　③ 上場している株式有限公司と有限責任公司の

合併の場合：株式有限公司
　④ 非上場株式有限公司と有限責任公司の合併の

場合：株式有限公司または有限責任公司
　
ここでは、中国における外商投資企業のほとん

どは有限責任公司であることから、一般的には合
併後の会社も有限責任公司となるものといえる。

（4）合併各当事者の董事会（株主会）決議
合併については、合併各当事者が中外合弁企業

または中外合作企業である場合には、董事会にお
ける出席董事全員一致の決議により、また、有限
責任公司としての公司法の適用を受ける独資企業
である場合には、株主会における議決権の 3 分の
2 以上による決議が必要になる。

また、法令上は、合併に反対する出資者の買取
り請求にかかわる規定は設けられていないことか
ら、制度的に認められる一般の少数株主権を行使
する以外に救済手段はないものといえ、基本的に
は当該決議に従う他はないものといえる。

（5）公司合併の批准申請
　①合併の申請権者

　 　吸収合併の場合には存続公司が申請権者と
なり、新設合併の場合には合併各当事者の協
議により確定された公司が審査認可機関に批
准申請を行うものとされている。

　②審査認可機関
　 　合併各当事者の原審査認可機関が同一であ

る場合には、当該機関が審査認可機関となる

が、合併各当事者の原審査認可機関が異なる
場合には、合併後の公司の所在地の対外経済
貿易主管部門 2 及び国家工商行政管理局授権
登記機関が審査認可機関となる。なお、公司
の合併による消滅公司については、消滅公司
所在地の審査認可機関の意見を聞かなければ
ならないものとされている。

　③申請時の提出書類
　 　合併批准申請時の提出書類は、次のような

ものとなっている。
　　a） 合併各当事者の法定代表者が署名した公

司合併申請書及び公司合併契約書
　　b） 合併各当事者の最高権力機関の合併に関

する決議書
　　c）合併各当事者の契約、定款
　　d） 合併各当事者の批准証書及び営業許可証

コピー
　　e） 中国の法定験資機関が合併各当事者に対

して発行した出資検査報告書
　　f）合併各当事者の貸借対照表及び財産目録
　　g）合併各当事者の前年度会計報告
　　h）合併各当事者に対する債権者名簿
　　i）合併後の公司の契約、定款
　　j） 合併後の公司の最高権力機関の構成員名

簿
　　k） 審査認可機関が提出を求めるその他の書

類
　④消滅公司の合併解散申請

　 　合併各当事者の審査認可機関が異なる場
合、解散をする公司は審査認可機関に対し、
合併の提出書類申請前に、原審査認可機関に
合併により解散する旨の申請を行わなければ
ならないものとされている。

　
（6）合併の初歩審査手続

合併申請がされた場合、審査認可機関は合併申

2   従前は対外貿易経済合作部（対外貿易経済協力省）及びその地方出先機関を指称していたが、2003 年 3 月の全人代で対外貿易経
済合作部のすべての権限を吸収した商務部が成立したことにより、今後は商務部及びその地方出先機関を指称することとなると
思われる。

マネジメント／トピックス



2010.6　経営センサー
5757

請書類受領日から 45 日以内に合併について同意
するか否かの初歩的回答を書面で行わなければな
らないものとされている。

ここでは、以下のような事項が認可にかかわる
要件とされている。

① 合併後の公司が法律上許可された経営範囲に
おける営業を行うこと

　② 合併各当事者の出資が完了し生産経営を開始
していること

　③ 合併後の公司における外国投資者の持分比率
が 25% を下回らないこと

　④中国の競争政策に関する規制からの審査

（7）合併通知及び合併公告
合併に関する審査認可機関の同意の初歩的回答

を得た場合には、初歩的回答受領の日から 10 日以
内に債権者に対して合併通知を行い、また、30 日
以内に全国発行省級以上新聞に 3 回以上の公告 
をしなければならない。また、ここでは、合併予
定公司の債務承継方案を記載するものとされて 
いる。

債権者は、合併通知受領日から 30 日以内に、
通知書を受け取っていない債権者は第 1 回目公告
の日から 90 日以内に、公司に債権承継方案の修
正を求めるか、または債務弁済もしくは担保提供
を請求する権利を有するものとされている。

（8）債権者保護手続完了報告
合併予定公司は、第 1 回目公告の日から 90 日

までに債権者からの異議がない場合、合併の審査
認可機関に対し、以下の書類を提出しなければな
らないものとされている。

① 公司が新聞紙上に 3 回以上の合併公告を行っ
たことの証明資料

　② 公司が債権者へ通知を行ったことの証明資料
　③ 公司の債権債務の処理状況に関する説明資料
　④審査認可機関が提出を求めるその他の文書

（9）合併認可
申請を受理した審査認可機関は、30 日以内に公

司合併を認可するか否かの決定を行うものとされ
ている。

（10）合併認可後の手続等
合併が認可された場合には、30 日以内に外商投

資企業認可証書の変更等の手続をとることが必要
とされている。
　①吸収合併の場合

　 　存続公司は外商投資企業認可証書の変更手
続をとり、消滅公司は原審査認可機関に対し
外商投資企業認可証書の抹消手続を行わなけ
ればならないものとされている。

　②新設合併の場合
　 　新設公司は外商投資企業認可証書の受領手

続をとり、消滅公司は原審査認可機関に対し
外商投資企業認可証書抹消手続を行わなけれ
ばならないものとされている。

また、合併に際して変更された企業契約、定款の効
力は、外商投資企業認可証書の変更等の時に効力が
発生するものとされ、吸収合併の場合の存続公司は変
更登記手続を、新設合併の場合の新設公司は設立登
記手続を、消滅公司は抹消登記手続を行うことになる。

更に、営業許可証の変更等の日から 30 日以内に、
消滅公司の債権者及び債務者に対して変更通知を
行い、かつ全国発行省級以上の新聞に公告しなけ
ればならないものとされている。

また、営業許可証の変更等の日以降に税務、税
関等の関係当局に対する登記変更手続を行うこと
になる。

3. 会計上の取扱い
（1）時価評価要否検討

兼併会計規定上、合併に際しては、被合併企業
は各資産の評価を行い、基本的に当該差額につい
て資本準備金等として処理を行い、存続または新
設企業は資産の価額について評価後の価額で受入
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れ、被合併会社の純資産を登録資本金とするもの
とされている。

また、合併分割規定上においても資産評価の実
施が想定されているものと考えられる。ただし、
ここでは、上述の通り、一般に合併当事者の登録
資本金合計が合併公司の登録資本金となることか
ら、双方の処理に矛盾が生じるものとなっている
が、兼併会計規定は主に国有企業再編にかかわる
規定であることから、外商投資企業の合併にあたっ
ては合併分割規定が優先して適用されるものと考
えられる。

ただし、企業グループ再編に基づく合併におい
ては、一般的に後述のように税務上の取扱におい
て合併前の帳簿価額で引継ぎを行なうことが規定
されていることから、仮に時価評価を行った場合
においても、税務上は当該評価がなかったものと
して計算しなければならない。そこで、実務上は
資産評価を行わず、帳簿価額により承継を行うこ
ともとりわけグループ企業同士の合併においては
多いものとなっている。

また、いわゆる合併交付金として代価の支払い
が行われる場合には、営業権が発生することも考
えられる。

（2）合併貸借対照表の作成
上述の資産評価自体は合併比率算定のために行

われることが想定されていることから、合併時点
における合併貸借対照表とは異なり、これにより
合併貸借対照表の作成の要否が判断されるもので
はないといえる。

ただし、合併分割規定においては、合併批准申
請時の提出書類として、合併各当事者の前年度の
会計報告とともに合併各当事者の貸借対照表及び
財産目録が記載されている。ここでは、明確な記
載はないが、持分比率を決定するにあたっての一
定の合併基準日における貸借対照表及び財産目録
が想定されているものと考えられる。

また、企業兼併有関会計処理問題暫行規定にお
いては、消滅（被合併）企業は財産処理開始時に

貸借対照表及び損益計算書を、資産評価後及び資
産負債移転後にそれぞれ貸借対照表を作成しなけ
ればならないものとされており、存続（合併）企
業は合併完了日に貸借対照表を作成しなければな
らないものとされている。

（3）個別資産・負債・資本承継にかかわる状況
合併分割規定により、合併後の存続公司又は新

設公司は、合併により解散する公司の債権、債務
を承継すると規定しており、一つひとつの債権債
務関係にかかわる承継手続をとる必要はない。な
お、公司法及び民法通則の規定により、合併当事
者の所有する現金、流動資産、固定資産、保有物権、
無形資産（特許権、商標権等の知的財産権）等の
資産がすべて包括的に合併公司に承継されるもの
とされている。

しかしながら、会計的には、一つひとつの資産
負債について帳簿上の移行を行う必要があるもの
といえる。

4. 税務上の取扱い
（1）中国側における特別処理適用検討
　①企業所得税

　 　原則として、「国務院財政、税務所轄部門が
別途規定する場合を除き、企業は再編の過程
において、取引が発生した時に関連資産の譲
渡所得または損失を認識し、関連資産は取引
価格に基づき改めて課税基礎を確定しなけれ
ばならない。」（企業所得税法実施条例第 75 条）
ものとして、企業再編においては課税所得が
認識されるものとなっている。

　a. 一般性処理
 　原則的処理である一般性処理においては、企
業再編にあたり以下のような適用が行われるも
のとされている。
a） 合併企業は公正価値により被合併企業より承

継する各資産及び負債にかかわる税務上の価
額を決定しなければならない
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b） 被合併企業及びその出資者は清算に準じて所
得税処理を実施しなければならない

c） 被合併企業の損失は合併企業に承継し繰越を
行うことはできない

　b. 特殊性処理
 　ただし、再編通知においては、特殊性処理と
して以下のような条件を設け、課税所得の認識
にかかわる繰延を認め、税務上の簿価を継続で
きるものとし、一定限度における被合併企業の
損失の合併企業への繰越が認められている。
a） 合理的商業目的を有しており、かつ、納付税

額の減少、免除または繰延を主要な目的とす
るものでないこと

b） 買収、合併または分割部分の資産または持分
比率が本通知の規定比率に適合していること

c） 企業再編後の連続 12 カ月内に再編資産にかか
わる従来の実質的事業活動に変化が無いこと

d） 再編取引対価のうち持分交付 3 金額が本通知
の規定比率に適合していること

e） 企業再編において持分交付を受けた原主要株
主について、再編後連続 12 カ月以内に、取
得した持分を譲渡しないこと

f） 株主が当該合併時に取得する持分交付金額がそ
の取引支払総額の 85%を下回らない場合、また
は同一支配下かつ対価交付を要しない場合

 　上述の条件を満たす場合には、以下のような
適用が認められるものとされている。
a） 合併企業が被合併企業より承継する各資産及

び負債にかかわる税務上の価額は被合併企業
の従来の税務上の価額により決定する。

b） 被合併企業の合併前の所得税課税関係につい
ては合併企業により承継される

c） 合併企業が繰越補填することが出来る被合併
企業の損失限度額は被合併企業純資産公正価

値に合併発生当年度末における国家発行最長
期限国際利率を乗じた金額とする

d） 被合併企業出資者の取得する合併企業持分の
税務上の価額は従来の被合併企業持分の税
務上の価額により決定する

また、これらの特殊性処理については、その選
択について、当事者各方が再編業務完了年度企業
所得税年度申告において、主管税務機関に書面資
料の届出を行い、規定の条件に適合していること
を証明することによりはじめて認められるものと
されている。

　②営業税
　 　企業再編の過程において、無形資産または

不動産の有償譲渡が行われる場合には譲渡対
価の 5% の営業税が課税されるものとされて
いる。

　 　ただし、現段階においては無形資産または
不動産により出資を行った企業の持分移転以
外の取引については、営業税の課税は実務的
に行われていない。

　 　また、営業権としての無形資産の譲渡（販売）
については租税学的には課税の可能性あると
考えられる。

　③増値税
　 　企業再編の過程において、財貨の販売また

は投資等のみなし販売行為が行われる場合に
は増値税が課税されるものといえる。

　 　ここで、合併行為が財貨の販売またはみな
し販売に該当するとの規定はないことから、
基本的に合併について、増値税の課税が行わ
れることはないものといえる。

　 　ただし、合併について一般性処理が採用さ
れる場合で、企業所得税の課税が行われる場

3   持分交付とは、企業再編における資産の買収、交換において一方が交付する対価のうち、当該企業またはその支配する企業の出資、
株式を交付する形式のものをいい、非持分交付とは、当該企業の現金、銀行預金、売掛金、当該企業またはその支配する企業の
出資、株式以外の有価証券、棚卸資産、固定資産、その他資産及び債務引受等による交付形式をいう。
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合には、増値税についても課税が行われる可
能性も理論的には考えられる。

　④印紙税
　 　企業再編過程においては、基本的に再編前

において既に印紙税を納付済みの資金帳簿、
契約、所有権移転証書については新たに印紙
税を納付する必要はないものとされている。
ここで、再編過程において資本金額が増加す
る場合には当該増加額に対応する印紙税を納
付しなければならないものとされている 4。

　
　⑤契税

　 　合併に伴う土地建物等の権利の承継につい
て、契税は免除されるものとされている 5。

（2）日本側における適格処理適用検討
　①事業再編税制における合併

　 　合併とは二つ以上の会社が契約により一つ
の会社となる組織再編行為をいい、当事者のう
ちの一つの会社が存続し他の解散する会社を
吸収する「吸収合併」と、新たな会社を設立し、
当事者の会社の全部が解散しこれを新たに設
立した会社が引き継ぐ「新設合併」とがある 6。
また、事業再編行為については、大別して支
配の継続がある企業内グループの組織再編と
共同事業を行うための組織再編がある。

　②原則
　 　合併においては、1）資産譲渡－被合併法人

から合併法人への資産の移転、2）みなし配当－
資産の時価評価（含み益の発生）、3）株式譲渡－
被合併法人の株主等が被合併法人の株式等を
対価として合併法人の株式等（新株等）の交付

を受ける、という三つの段階において課税関係
が発生することになる。

　 　内国法人が合併により合併法人にその有す
る資産及び負債の移転をしたときは、当該移
転をした資産及び負債は合併時の時価で譲渡
したものとされる 7。

　 　一方、合併により発生したみなし配当は配
当所得として被合併法人の株主等に対し所得
税の課税 8、及び株式等の譲渡について譲渡
所得の課税（ただし、交付金銭等がある場合
のみ）が行われることになる。

　
なお、平成 22 年税制改正において 100％完全支

配関係グループ内の内国法人間で一定の資産の移
転を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り
延べることとする等、資本に関係する取引等に係る
税制の整備が行われることとなり、後述する適格要
件を満たさない合併の場合においても、100％グルー
プ企業の取引においては一定の資産に係るキャピタ
ルゲイン課税が繰り延べられることとなった。

この規定は 2010 年 10 月 1 日から適用となり、
今後の 100％グループ内の事業再編計画に影響を
与えることとなると考えられるが、その適用にあ
たっての詳細は現時点では明らかとなっていない。

　③適格合併
　 　企業内グループの組織再編における合併に

おいては、以下の要件を満たすものを「適格
合併」9 として、課税の特例を設けている。

　a.100％の持分関係の場合
a）  合併法人の株主等に合併法人または合併親法

人のいずれか一方の株式等以外の資産が交付

されないこと

　b.50％超 100％未満の持分関係の場合

4  財税［2003］183 号
5  財税［2003］184 号土地・建物の課税免除
6  会社法第 2 条 27 号 ,28 号
7  法人税法第 62 条
8  所得税法第 24 条 1 項及び同法第 25 条 1 項
9  法人税法第 2 条 1 項 12 の 8 号　法人税法施行令第 4 条の 2
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a） 合併法人の株主等に合併法人または合併法人

の 100％親法人のいずれか一方の株式等以外

の資産が交付されないこと

b） 被合併法人の従業者のうちおおむね 80％以上

に相当する者が合併後に合併法人の事業に従

事することが見込まれていること

c） 被合併法人の合併前の主要な事業が合併後の

合併法人において引き続き営まれることが見

込まれていること

　④適格合併における被合併法人の株主税務処理

a. みなし配当課税

　 　適格合併においてはみなし配当は生じない

ため課税は生じない。

b. 株式譲渡益課税

　 　株式譲渡損益は株式等以外の資産が交付さ

れた場合に限られるため、適格合併において

課税は生じない。
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