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■北東アジア地図

北東アジア経済圏
と地域間協力 ㆒

停滞のイメージが強い北東アジア地域だが各国・地域間協力の動きが加速してい
る。様々な問題を抱えつつも、国家間の障壁が次第に取り除かれ、実務的な交
流が展開されている。経済圏の中心的役割を果たす中国東北地区をはじめ、各
地域の経済連携に向けた動きを追う。

筑波昌之

促進する必要にも迫られている。

き、投資を活性化させ、国際分業を

経済交流部長代理
調査研究部研究主任

加速する
北東アジア地域連携

財団法人 環日本海経済研究所
（ERINA）

自治区東部も含む。

また、日本海を取り囲む諸国の地

北 東 アジア 地 域 の経 済 成 長 は

わらず、これらの要因によって市場メ

経済資源を持つ地域であるにもかか

北東アジア各国の政治経済体制に

た。世界がこの地域の潜在力に注目

BRICs の一翼を担う中国とロシ

カニズムに乗った流動性が妨げられ、

域間交流を推進し、一体感を醸成し

停 滞から脱 しつつある
北東アジア

する中で、国家間の障壁も次第に取

アの高い成長率に牽引されている（第

互いの経済統合や経済圏形成に向け

も様々な相違がある。発展状況も異

り除かれ、実務的な交流が展開され

１表）
。これら各国の成長スタイルは

た動きを遅らせてきた。

ようとする構想としての「環日本海

つつある。

異なっており、中国は安価な労働力

具体的には核実験や拉致問題に象

東 西 冷 戦 構 造 が終 結 を 迎 えた

北東アジアとは、中華人民共和国

に加えて市場のプレゼンスが向上し、

徴される膠着した北朝鮮情勢、ロシ

なっており、民族、文化、言語、環

（中国）
、 朝鮮民主主義人民共和国

高い成長を持続している一方、ロシア

アや中国の資源ナショナリズムの台

経済圏」もあるが、国際的にはより

（北朝鮮）
、 日 本、モンゴル、 大 韓

は世界一の生産高を誇る原油・天然

頭、環境問題など様々な側面がある

1990 年代から北東アジア地域の

民国（韓国）
、ロシア連邦の カ国で

ガスへの依存度が高い。昨今、急速

が、ここ数年の動向としては、アムー

境等の方面でも一体化を推進する上

構成される地域である。ロシアにおい

に FTA、EPA などの経 済 統 合

ル川沿岸中ロ国境の画定、日朝平壌

広範な「北東アジア」の呼称が一般

ては東シベリア・極東地域、中国で

が進展しつつある中で、この地域でも

宣言、南北首脳会談などエポックな

政治経済情勢に大きな変化が起き、

は東北地区を特にそれぞれ分けて、

各国の特徴を活かし、多国間協力体

出来事が起こり、大局的には冷戦時

で大きな困難がある。本来、有望な

局地経済圏ととらえることもできる。

制を確立することが重要な時期に来

代の名残である安全保障上の対立構

に用いられている。

中国東北地区に関しては遼寧、吉林、

ている。貿易における障壁を取り除

新たな発展を模索する動きが強まっ

黒龍江の３省のほかに、内モンゴル

6

（出所）ERINA ホームページ
〈http://www.erina.or.jp/〉

環日本海経済圏
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現状において、北東アジア地域を

停滞から脱しつつあるとみてもよい。

ど活性化が進んでおり、この地域が

物流、エネルギーインフラの整備な

周辺国との国境貿易をはじめ運輸・

区、ロシア極東地域に波及した結果、

治経済の中心から離れた中国東北地

経済面でも成長ダイナミズムが政

道、水路で結ばれ、吉林省、遼寧省

龍江省や吉林省はロシアと陸路、鉄

都市までアクセスが可能である。黒

省都をはじめ牡丹江、延吉など地方

ワークで結ばれ、仁川からは、３省

大連〜日本主要都市など航空ネット

仙台・成田・名古屋・福岡、瀋陽・

とはハルビン〜新潟・関西、長春〜

港はかなり近代的に整備され、日本

めて有利に作用する。主要都市の空

整備の重点となっている。

輸送ライン、牡丹江〜羅津の道路が

道、北朝鮮向けの南坪国境鉄鉱石粉

爾山〜チョイバルサン（イルシ）の鉄

ショーバヤの鉄道、モンゴル向けの阿

芬河〜ウラジオストク、琿春〜カム

この計画では特にロシア向けの綏

されている。

の建設と図們江開発の推進が打ち出

輸出加工基地・科学技術協力基地等

造が緩和されつつある。

EU や NAFTA、ASEAN の

は北朝鮮との貿易中継基地となって

て、 年代から取り組まれている図

地域開発の多国間協力モデルとし

ような経済圏と同列に論じることは

いる。

高速道路網等交通インフラ、都市

時期尚早である。しかし、エネルギー
や鉱産物等の資源、豊富な労働力と

建設、開発区などの発展も著しく、

の年率 ・ ％増に比べて ・ ％

東北３省の固定資産投資が全国平均

数年前と比較しても隔世の感がある。

巨大な市 場、 高 度な技 術 力と資 本
が相互に補完しあう多国間協力関係
を、エネルギー安全保障、運輸・物
流インフラ整備、国際環境協力、食

増（2006 年）に達した状況から

們江開発計画の近況については、

年 月、UNDP（国連開発計画）

第 回長春協力・調整会議が開催さ

れ、 年に署名した協定書の 年間

延長に合意、同プロジェクトは「大

月、 長 春 市 で UNDP、

図們江地域協力」と呼ばれている。

年

UNIDO（国連工業開発機構）に

現状をみても東北地区は、北東ア

フォーラム」が開催された際に、中

回 北 東 アジア経 済 協 力

の形成を進めることが重要な段階に

ジア経済圏の中心として交流のるつ

ロ間の「路港関（道路、港湾、通関

湾、物流区整備）
」
、中蒙間プロジェ

より「第
来ている。現在、この地域の成長が

ぼと化しており、このことが将来に
成できる環境にある。

て、 日 本、 韓 国、 北 朝 鮮、ロシア、

東 北 地 区 だけが有 する特 徴とし

促進、周辺諸国とのエネルギー・原

の相互貿易区、輸出加工区等の建設

外開放の拡大を重点とし、同地域で

道路建設による国境地域の発展と対

した「東北地区振興計画」の中では、

ロシア沿海地方の一部と確定されてい

東部地区、韓国東部港湾都市および

の羅津・先峰経済貿易区、モンゴル

係る地域の範囲は東北 省、北朝鮮

国間協力の拡大が合意され、開発に

クトの実施が決定された。また、各

モンゴルといった諸国との近接性があ

る。

年 月に中国政府が新たに策定

1

材料・鉱産物の開発協力、対ロシア

経 済 圏の中心としての
中国東北地区

最も実感できるスポットは中国東北

料安全保障などの個々のプロジェク

04

整備）
」
、中朝間「路港区（道路、港

みて、今後も社会資本整備は推進さ

10

おいて周辺諸国との自由貿易区を育

トベースから徐々に構築することで、

7

7

地区であろう。

れるだろう。

8
ヒト・モノ・カネの行き交う経済圏

39
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8
る。これらは物流や人流の形成に極
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北朝鮮の動向は北東アジア経済圏の将来を左右する（板門店）

中国
日本

2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2000年
2.5
10.9
9.2
-4.2
6.3
日本
中国
韓国
ロシア
モンゴル

1995年
-6.0

北東アジア各国の実質経済成長率
第１表
12.0

10.0
8.0

6.0

4.0
2.0

0.0
-2.0

-4.0

（注）北朝鮮を除く。
（出所）矢野恒太郎記念会「世界国勢図会 2007/08」
「ERINA
、
REPORT」各号等より作成
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トクにおいて
「アジア太平洋経済協力

また、2012 年にはウラジオス

ける協調と、協力計画の策定の着手

期発展プログラム」の実施過程にお

定されている。ロシア政府ではサミッ

道（TSR：

ロシアの東 部 地 域 開 発
戦略
プーチン政権は極東地域の経済発

ト準備に向けた沿海地方のインフラ

に対する関心が高まっている。同鉄

が強調された。

展に関心を持ち、「2013 年まで

整備のため、約 1000 億ルーブル

道は、日ロ間の物流輸送においてスエ

会議（APEC）
」サミットの開催が予

の極東・ザバイカル経済社会発展プ

（約 4600 億円）の国家予算を空

ズ運河経由に比べ 割ほど短縮でき

運輸物流関係では、
シベリア横断鉄

ログラム」が 年 月、ロシア連邦

港、道路整備やサービス施設などの

年から始まった同プログラ

政府によって閣議決定されている。こ
れは、

インフラに投入することとしている。

目され、過去には活用もされていた

る連絡ルートとしてその潜在性が注

）

年 月には大統領の決定によっ

が、 年代ソ連邦崩壊に伴い、競争

れた。この一連の措置を通じて極東

社会経済発展国家委員会」が創設さ

都市向けの輸送量が増加している。

い、韓国・中国からロシア西部主要

力を失った結果低迷した。

しかし、今回は輸送部門、エネル

地域および東シベリア地域の経済発

日本企業でもトヨタのサンクトペテ

兆 3000 億円）が投入される計

カミショバヤ

は、①東部への経済的支援、②東部

への移住推進、③地域合併プロジェ

クトの展開、④政府主導下での石油・

天然ガス開発、などによって東部地

年以降、ロシア経済の回復に伴

ギー部門を中心に極東の発展開発の

展を促進し、北東アジア諸国との交

ルブルグでの自動車生産が始まった

ため約 5000 億ルーブル（約

流も拡大することができると考えら

図們江（豆満江）
羅津

域の発展を促進することとされてい

産部品を輸送する案が浮上し、試験

輸送を行っている。

日中韓投資協定締結へ
の取り組み

日中韓の 国間の投資協定につい

ては、

年 月にインドネシアで発

10 3

に関する共同宣言」に基づき、 年

表された「日中韓三国間協力の促進

03

る。注１

資相互保護協定」に調印、 年 月

3

の胡錦濤国家主席によるロシア訪問

07

中ロ間では、 年 月に「中ロ投
11

月から非公式共同研究会合が重ね

興政策」と「極東ザバイカル地域長

資への期待が表明され、「中国東北振

定を基にした両国企業の積極的な投

機械など資本財輸出を伴う中国市場

らの対中投資の特徴として、日本は

られた。ここでは日本および韓国か

の際に発表された共同声明で、同協

04

06

2
羅津港
至清津

親善鉄橋
先鋒

トロイツァ港
（ザビルノ港）
防川
元汀

ポシェット港
圏河

画となっている。

琿春鉄道積替駅

00

3

至ウラジオストック
長峰子中ロ国境税関
クラスキノ スハノフカ
セッピョル

中ロ国境
琿春

図們江地域

プーチン大 統 領の地 域 開 発 戦 略

ことから、このルートを利用して生

て極東地域の経済的社会的発展のた

ムの第 次計画となるものだが、当

4
れている。

初の構想は資金的に十分な支援が得

1

8

めの特別委員会「極東・東シベリア

07

07

られず、実施が危ぶまれていた。

90

3 96
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モンゴル国

阿爾山
チョイバルサン

チチハル

日本 海

吉林省は図們江地区から日本海に抜けるルートを模索して
いる（長春）
黄海
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の産業に広がっているが、韓国は原

向け投資が、上海周辺を中心に多く

の動向が注目される。注３

理念としているとも伝えられ、今後

断航路の開設促進、「2008 日中

際会議イン新潟」の開催、日本海横

発協会、日中経済協会など主催）開

経済協力会議 於新潟」
（日中東北開

海沿岸地域による対岸諸国との関係

催への参画などを行っている。

一方で、日本では 年代から日本

の投資などが、北京・山東省等の北

発展へ向けた期待が高まり、地域の

材料・素材輸出を伴う現地組立目的
部を中心として電子機器に集中する

富 山には「環日 本 海 経 済 交 流セ

自治体は単独あるいは連携しながら

地域連携では、「北東アジア地域

隔年で部品材料展を開催している。

諸 国との経 済 交 流を促 進 するため

ンター」 が 設 立 さ れ、 北 東 アジア

中韓首脳会議において、日中韓投資

自治体連 合（NEAR）
」の設立が

施策を進めてきた。

協定の正式交渉開始が決定され、同

環境が改善され、東アジアにおける

委員会を有する。

自治体会議等のほか、 部門の分科

されている。

国内の組織では、 年に設立され

府県から構成される「日本海沿岸

は関係国から 134 企業等が出展

した。

金沢では「北陸環日本海経済交流

促進協議会（北陸 AJEC）
」が北

東アジアとの経済連携に関し、産・

官・学が一体となって調査研究などの

明演説で「すべてのアジア諸国に安

に関しては、 年から「環日本海」
、

を掲げている。日本海交流圏の形成

成」と「日本海国土軸構想の実現」

要課題として「環日本海交流圏の形

交流推進協議会」ほか多くの組織で

境協力センター」、「秋田県環日本海

デミックフォーラム」、「環日本海環

ネットワーク」、「北東アジア・アカ

このほか、「北 東アジア研 究交流

諸活動を行っている。

定と成長が根付くための積極的アジ

「北 東アジア」 をテーマとしたシン

地帯振興連盟（日沿連）
」が、最重

ア外交」を打ち出した。日本政府は

北東アジアとの交流発展を目的とし

ように東アジア、東南アジアとの関

ムレスな経済圏の実現」にみられる

国から 市・区の市長等が参加し意

琿春市で開催され、日中韓ロの カ

海拠点都市会議」は、 年は吉林省

でロシアとの交流発展を取り上げた。

きく言及し、積極的アジア外交の中

（ERINA）
」
（所管官庁 ： 経済

潟 に あ る「 環 日 本 海 経 済 研 究 所

研 究・ 交 流 機 関 と し て は、 新

国・地域の共通する課題である。

性を発掘するかが、日本を含めた各

らにどのようにしてこの地域の可能

が重要な位置を占めてきた。今後さ

経済活性化を求める地方からの発信

ジア経済圏の構築の推進に対しては、

このように、日本における北東ア

た取組みが行われている。

ポジウムを開催している。

係促進を重点としているが、首相は

見が交わされた。

年に米子市で始まった「環日本

表明の中で、北朝鮮問題の解決に大

ジア事業ネットワークの拡大」、
「シー

「通商白書 2007」の中で「東ア

日本政府と地方の動向

in

アジア政策における「中韓ロシアを

4

産業省）が「北東アジア経済発展国

13

07

福田康夫首相は 年 月の所信表

64

とや ま」で

「NEAR2006

た。本協定の締結は 年を目標とし

ジアの カ国、 自治体から構成さ

ある。同連合は日本をはじめ北東ア

その後、 年 月に開催された日

傾向にあることを指摘している。注２

90

れ、総会機能を持つ北東アジア地域

6

経済統合の緊密化が進むことが期待

ており、これにより カ国間の投資

65

90

10

7

3 08

年だけでも 回に及ぶ交渉が行われ

07

3

含む東アジア経済共同体の構築」を
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1

07

12

94

9,000 キロにおよぶロシア・シベリア横断鉄道の起点、
ウラジオストク駅
豊富な地下資源の開発が期待されるモンゴル

注 1：
「ERINA REPORT vol.79」60 頁
注 2：外務省「日中韓投資取決め非公式共同研究」第 1 回会合、2004 年 3 月
〈http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/investment/jck_kaigo_01.html〉
注 3：ERINA オピニオン〈http://www.erina.or.jp/jp/Appear/opinion/2007/China/zhao.htm〉
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北東アジア経済圏
と地域間協力 ㆓

環黄海経済圏

日中韓10都市の国境を越えた
経済交流と環境協力

北九州市企画政策室国際政策課

北九州市環境局環境国際協力室

北九州市と東アジア経
済交流推進機構の創設
北九州市の地理的優位性

九州の地方自治体の中でも特にアジ

ような位置関係にあり、北九州市は

位置している。アジア諸国とはこの

り、さらには東京と上海の中間にも

国のソウル・仁川との中間地点であ

と接している。位置的には大阪と韓

市は、関門海峡を挟み山口県下関市

を期待されている。それぞれの部会

ホームの役割を当該機構が担うこと

促進させることであり、そのプラット

創設の目的は民間主体の経済交流を

つの部会を設置している。当該機構

ジスティクス（物流）
」、「観光」の４

引役として「ものづくり」、「環境」、「ロ

当該機構には、経済交流活動の牽

北九州市は早くから環黄海経済圏

トワーク化し、相互利用が可能にな

定度均質にした上で、それらをネッ

進機構」を創設した。創設に参加し

2004 年に「東アジア経済交流推

②環境部会

は飛躍的に向上する。

市、仁川広域市、蔚山広域市である。

天 津 市、 煙台 市、 韓 国が釜山 広域

市、福岡市、中国が大連市、青島市、

ぼす事態にまで深刻化していることを

年の環境汚染は市民生活に影響を及

が単独で解決することが困難で、近

課題である。環境問題の多くは一都市

環黄海地域では環境問題が喫緊の

これらの都市は、いずれも港や空港

考えると、日中韓の各都市レベルが連

た 都市は、日本が北九州市、下関

を備えた港湾都市であり、また、も

携して取り組むことが重要になってく

8
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産業構造が類似しており、様々な面

で同じような課題や悩みを抱える半

面、競争の中でも協調するという補

完関係にあった。

アとの一体感を感じることができる。

には民間企業が参加できる仕組みと

東アジア経済交流推進機構の部会活動

現在は、国内へ行くような感覚で中

なっている。

九州地方の最北に位置する北九州

国や韓国へ出張し、日本の都市と同

①ものづくり部会

経済交流の支援には各都市のビジ

じ感覚で中国や韓国の都市との交流
を行っている。

ネスインフラの整備が不可欠だ。

構想を提唱していた。北九州市を含

れば、企業ニーズに対する対応能力

都市がそれぞれビジネスインフラを一

む環黄海に位置する日中韓 都市は

東アジア経済交流推進機構の創設

10

井上 智明
上野 淳一
小園 理恵
北九州市産業学術振興局貿易振興課長
黄海

10

の作りが盛んな工業都市であるなど、

10

環黄海に位置する日中韓 10 都市は「東アジア経済交流推
進機構」を創設し、３カ国の地方都市同士の交流を行って
いる。その現状と北九州市が特に力を入れる環境国際協力
について紹介する。
環黄海 10 都市
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東アジア経済交流推進機構

経済人会議
機構会議

執行委員会

第１回東アジア経済交流推進機構会議
第三者評価委員会

る。環境への配慮と産業活動を両立
させ、新たな資源循環型社会の形成

さらなる機構活動の活性化を目指して

地方都市の市長が定期的に集まり会

本機構には課題も残されている。

デル地域」となることを目指す。

合を持つことは環黄海経済圏の発展

により環黄海地域が「世界の環境モ
③ロジスティクス部会

に有益であり、 都市の相互理解が

有していることから、利便性を向上

しているすべての都市が港湾施設を

激しい分野であるが、本機構に参加

の副市長が参加した都市協力フォー

結果には至っていない。先般、各都市

かし、実践的な部分では満足できる

深まったことは評価すべきである。し

ロジスティクス分野は都市間競争の

させインセンティブを高めるために港

ラムでは、

年の北京オリンピック

湾使用料を相互に減免するなど、互

10

港協定を締結したほか、航路誘致や

青島港とロジスティクス・パートナー

の仁川港、中国の天津港、煙台港、

州市は大連市とは友好港提携、韓国

後は本機構のシンボルとなる「共同

各部会の活性化が不可欠と考え、今

多く出された。本機構の活性化には

創設に対して肯定的な意見提案が数

ントを活用した「環黄海イヤー」の

とが決定した。
④観光部会
観光分野は都市間連携が比較的容
易な分野である。これまで、環黄海

している。

観光客のための「割引特典付き観光

パンフレット・DVD の作成、外国人

夫をしている。今後は、回遊型観光

うなど親しみやすく、読みやすい工

行ったが、各都市のキャラクターを使

フレット作成やＷＥＢサイト開設を

会が共同でオフィスと相談窓口を設

ジェトロ北九州、
（社）北九州貿易協

同センターは、北九州市貿易振興課、

（KTI センター）
」を設置している。

投資ワンストップサービスセンター

ネスの支援を目的に、「北九州貿易・

北九州市は、地元企業の国際ビジ

KTI センターを活用
した国際ビジネス支援

振興カード
（ウエルカムカード）
」
のウェ

観光キャンペーンとして観光用のパン

より実践的に進化することを目標と

集荷など共同ポートセールス活動を

や 年の上海万博などの大規模イベ

08

プロジェクト」を立ち上げ、機構が

恵制度の導入を推進している。北九

10

展開している。 年６月には、北九
州 釜山間に新規航路を開設するこ

08

け、３団体が連携を図りながらお互

いに補完し合い、地元企業の国際ビ

ジネスを支援している。同センター

の主なサービス内容は次のとおり。

①ビジネスチャンスの提供

・海外企業との商談機会の提供（市

セミナー等を通じた情報提供

地元の国際ビジネスを支援する KTI センター

－

ブ化を進めることが合意されている。
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10 都市・商工
会議所会頭
10 都市・市長

日本：北九州市
下関市
福岡市
中国：大連市
青島市
天津市
烟台市
韓国：仁川広域市
釜山広域市
蔚山広域市

観光部会
環境部会
ロジスティクス部会
モノづくり部会

日本：北九州商工会議所
下関商工会議所
福岡商工会議所
中国：大連国際商会
青島国際商会
天津国際商会
烟台国際商会
韓国：仁川商工会議所
釜山商工会議所
蔚山商工会議所

市長会議

部会事業推進本部
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よみがえった
北九州市の空と海

「研修事業」、
「都市間協力」、「地元

九州市の環境国際協力事業は、主に

KTI センターはそれら経済事務

企業のビジネス支援」を３つの柱と

となっている。

際ビジネスに関する具体的なアドバ

所と連携して、地元企業と中国企業

している。

（２名）による地元企業個別訪問（国

②個別具体的な情報・アドバイスの
イス）

の商談機会の創出、海外関連情報の

「 研 修 事 業 」 について は、

年

に地 元 経 済 団 体 が中 心となって財

1901 年に日本で最初の官営製

官の幅広い講師陣と視察先を揃える

では、KITA が中心となって産学

・海外見本市等出展助成金 ： 自社

場調査、商談等に必要な資金を融資

込まれ、工場排水により洞海湾は大

因で工場付近の小学校は廃校に追い

とになった。工場からのばい煙が原

境・省エネ分野のコースが増加してい

修生を受け入れた。最近では特に環

に 121 カ国から 4438 名の研

国地方政府の経済事務所をはじめと

等向けオフィスを併設し、ここに中

KTI センターは、 外 国の機 関

との連携

⑤集積する中国地方政府経済事務所

るなど市民、企業、行政が一体となっ

視を強化し、公害防止条例を整備す

働きかけを行うとともに、規制・監

たのをきっかけに、北九州市は国への

母親たちが対策を求めて立ち上がっ

うした公害問題に対して、子を持つ

いる。

スの拡充と研修生の増加を目指して

育成拠点」として、
さらなる研修コー

らも入居オファーが相次ぐなど、北

が入居し、その他の中国地方政府か

び山東省煙台市などの経済事務所

である遼 寧 省 大 連 市、 重 慶 市およ

ることによって、地球環境問題改善

が有する様々な経験を途上国に伝え

国際協力である。日本の地方自治体

北九州市が行動を開始したのが環境

国の環境問題の解決に活かそうと、

このような公害克服の経験を途上

重ね、 年に大連環境モデル地区計

との間でセミナー開催や人材交流を

が深刻であったが、その後北九州市

る。過去、大連市は都市部での公害

友好都市である大連市との交流であ

「都市間協力」の代表的な事例は、

友好都市・大連市との環境協力と地
元企業の環境ビジネス支援
する海外機関や民間企業（海外コン

て対策を講じた。

九州市は全国でも珍しく中国地方

へ貢献できるよう目指している。北

ている。現在、北九州市の友好都市

政府の経済事務所が集積するエリア

画を実施するに至った。

この計画は、北九州市が大連市や

10
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内、海外での商談会・見本市の開催）

提供
・貿易実務講座の開催

北九州市の環境国際協
力

団法人北九州国際技術協力協会

鉄所が操業を始めて以来、北九州市

ことで、研修実施機関や研修生から

（KITA）を設立した。北九州市

は工業都市として発展してきたが、

高い評価を得ており、 年度末まで

公害克服と環境国際協力

アジアの環境人材育成拠点を目指す

・日本企業との取引を希望する海外

を対象にスタートアップオフィスを用

提供を行っている。

③ビジネススペースの提供
KTI センターでは、国際ビジネ

企業に関する情報（企業情報、製品
情報）の提供

国際ビジネスの最新情報・海外動向

意している。現在、高い入居率を維

スを手掛けようとする国内外の企業

等の提供

持しており、中国をはじめとする国

・各種セミナー、講習会等を通じた

・海外経験豊富な専門アドバイザー

際ビジネスに乗り出す海外企業、地
元企業からのニーズが高い。

④各種優遇制度

年代に激甚な公害問題を抱えるこ

製品の海外見本市に出展する経費の

る。 年度から「アジアの環境人材

・貿易振興資金融資 ： 輸出入、市

80

腸菌も住めない死の海と化した。こ

06

一部を助成

60

サルタント、通訳会社）等が入居し

06

96

在
現
1960 年代
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終了すると同時に

業の専門家が参加した。この調査が

が編成され、北九州市職員や地元企

発調査を行うに当たり北九州調査団

機構）の開発調査に結び付いた。開

で、国際協力事業団（現、国際協力

中国政府に提案したことがきっかけ

がった好循環の事例となった。

ルの協力関係が民間ビジネスにつな

地に進出したケースもあり、市レベ

のような交流を通じて地元企業が現

を結び、相互交流を行っている。こ

が大連環境保護産業協会と友好協定

州環境ビジネス推進会（KICS）」

地元環境関連企業で組織する「北九

中国での循環型社会構築への関心

トを与えるものと思われる。

政府の今後の施策に何かしらのヒン

境産業の誘致・支援策が中国の地方

しいが、日本の地方自治体による環

り組みをそのまま適用することは難

ため、日本の循環型社会に関する取

日本の文化や社会システムが異なる

るからであろう。実際には、中国と

を握っているといっても過言ではない。

国の環境問題の行方は地方政府が鍵

実践する立場にあるため、今後の中

方政府は中央政府の政策を具体的に

ていくかがポイントとなる。特に地

府や企業がその政策をいかに実践し

制度の整備が進む中、今後は地方政

中国で環境関連の政策の策定や法

（エコタウン協力 ）を開 始 すること

州市は青島市と循環型都市協力事業

ともに、地域社会のコーディネーター

政府が自ら環境意識を向上させると

地域レベルでの環境改善には、地方

今後の環境分野の交流について

数 件 の円 借 款 供

の高まりを受けて、 年 月に北九

中国では公害問題の克服が道半ば

になった。本事業は経済産業省と国

体的な環境設備の

与 が 決 ま り、 具

両国レベルでの青島市とのエコタウ
ン協力

た。これまでの都

といったところだが、同時に省エネ・

役となり企業や市民をいかに巻き込

導入などが行われ
市間協力は都市レ

家発展改革委員会が主導する日中間

目的とした「北九州エコタウン事業」

日中省エネルギー・環境総合フォー

中国の環境改善に寄与していきたい

験を伝えることによって、引き続き

としては、これまでの自分たちの経

循環型社会の形成にも取り組もうと

意されたもので、その第一号として

ベルでの国際交流

北九州市には資源循環型社会の形

月 日に北京で開催された「第 回

んでいくかが重要となる。北九州市

が、この調 査への

成を目指し、環境保全と産業振興を

の省エネ・環境協力の一環として合

参画によって、国

レベルの国際協力

と考えている。
最近は、中国からの視察者が絶えず、

FS 調査と青島市関係者を対象とし

策・ 技 術 面で協 力の可 能 性を探る

のリサイクル工場が立地している。

よる調印が行われた。 年度は、政

ラム」において両市の副市長同士に

が貢献できること
を再認識するきっ

年度は年間 500 人を超える視
察者を受け入れた。中央や地方政府

た訪日研修を実施する。青島市は国

かけとなった。
「 地 元 企 業のビ

ており、青島市郊外にある「新天地

家発展改革委員会等が指定した「循
循環経済への取り組みが始まったば

静脈産業園」では廃家電リサイクル

ばかりでなく、共産党幹部も北九州

かりの中国ではまだ理念が先行して

モデルプラントを展開中であり、そ

ジネス支援」につ

ベースに地元企業

おり、具体的な実践モデルは海外か

の他リサイクルプラントの建設も計

環経済パイロット単位」に指定され

を対象としたビジ

ら学んでいる状況だ。北九州エコタウ

画されている。北九州市は青島市と

エコタウンに学びに来る。

ネスミッションの

ン視察が人気なのは、現地視察が充

の協力事業を通じて、日本企業の環

いては、主に市レ

派遣や商談会の開

実しているだけでなく、行政や企業
05

ベルの友好関係を

催を企画・実施し

境技術の移転も目指している。

企画政策室国際政策課
Tel.093-582-2146 Fax.093-582-2176
産業学術振興局貿易振興課
Tel.093-551-3605 Fax.093-551-3615
環境局環境国際協力室
Tel.093-582-3804 Fax.093-582-2196
http://www.city.kitakyushu.jp

を推進しており、 の実証研究施設、

2

にも 地 方 自 治 体

27

9

している。

9

の域を出なかった

07

07

19

から直接その経験を聞くことができ

■北九州市

25

06
てきた。 年には、
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大連環境博
青島エコタウン協力の調印式
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北東アジア経済概況
北東アジアとは日本、中国東北３省、韓

では北方領土等の問題解決に向けた努力が

れたものの、拉致問題に絡む経済制裁によ

12

JC ECONOMIC JOURNAL 2008.2

北朝 鮮が 800 ドル、モンゴルが 900

り関係が途絶えている。北朝鮮の非核化に

続き、日朝間では平壌宣言が 年に発表さ

行しているが、この地域の経済発展の原動

ドルで、経済的には日本と韓国が大きく先
力になっているのは中国東北地域である。

35,734

国、極東ロシア、北朝鮮、モンゴルの６ カ

向けた６カ国協議が進み、非核化と引き換

えに重油を供与する提案が大詰めを迎えて

4,565.4

国に及ぶ地域を指し（図１）
、各国・地域

北東アジアの発展協力

年に首 脳の相 互 訪 問、

127.76

の人口や経済状況は様々である（表１）
。

いる。ロ朝 間では

中朝間では胡錦濤主席の訪朝後、 年に経

北東アジア地域の発展協力は、冷戦の終

済技術協力協定が結ばれた。 年には中ロ

日本

年の地域全体の人口は３億 1500 万人、

方式で始まった。「２トラック」とは地方政

焉とともに 1990 年代から「２トラック」

16,291

兆 6000 億

787.5

国内総生 産（GDP）は

東部国境問題が決着した。

48.29

ドルであった。各地域の１人当たり所得は

府や非政府組織が行うもので、その一つが国

中モ間でそれぞれ国境貿易促進のための二

最近の注目すべき点は中ロ、中朝、韓朝、

国間協議が活発化していることである。

北東アジアの貿易と投資

韓国

東アジア地域の貿易量は日本と韓国が圧

916

部隊として新潟県が自主的に組織した北東

808

20.8

中 国 東 北、

2.07

22.71

倒的なシェアを占める（表２）
。極東ロシア、

環日本海経済研究所（ERINA）を実働

民間レベルの会議で、代表的なものとしては

ブザーバーとして参加している。もう一つは

連開発計画（UNDP）が 年から実施し

05

2.56

北朝鮮

日本が３万 5000 ドル、次いで韓国が１

02

05

モンゴル

済フォーラムがある。いずれも 年からほ

1,959

アジア経済発展会議のほか、北東アジア経

で、 日 本、

3,676

北朝鮮の貿

北東アジア地域はそれぞれ相互補完的な

韓国、モン

24.08

209.2

ぼ毎年定期的に開催されている。

易 シェアの

生産要素を有し、国際分業のさらなる発展

ゴルの域内

大半が域内

が促進されなければならないにもかかわら

シェアは 比

国際分業体制構築に向けた動き

ず、政治・安全保障面での対立がそれを阻

( ドル )

GDP

人口

較的小さ

い。 最近の

１人当たり所得

(10 億ドル )

(100 万人 )

害してきた。極東ロシアとモンゴルはエネ

ルギーや鉱物資源が豊富で、中国東北地域

新聞報道に

鮮貿易が

国の対北朝

は韓国と中

年上半期

よると、

と北朝鮮は労働力に優位性があり、 年以

降その優位性を生かすための取り組みが始

年代末に朝鮮半島の南北会談が開始、

まった。

開城工業団地が設立した。 年に韓ロ国交

6.55

極東ロシア

106.79

中国東北３省

00

04

07

急速に拡大

表１．北東アジア経済概観（2005 年）

90

万 6000 ドル、 極 東ロシアが 3600

00

ている図們江地域の開発計画で、日本はオ

91

樹立、 年に首脳会議が開かれた。日ロ間
01

90

年代後半から委託加工が始まり、 年に

90

90

05

ドル、中国東北３省平均が 2000 ドル、

図１．北東アジア経済圏

山澤逸平
経済学博士
一橋大学名誉教授

5

中国国境を流れるアムール河、対岸はロシア（黒龍江省黒河）

北東アジア経済開発の展望
２００７年 12 月 14 日、日中東北開発協会理事会での特別講演から
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89

46,144

910

49,957

29,484

23,705

3,386

1,011

2,280

224,459

454,816

41

67

13

40

22

6.4

世界計
%
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9.5

した繊維品・軽工業品・食料品の加工貿易

74
137

に始まり、それが一国側に設けられた交易

9.3

1,145
2,357

回廊が部分的に途絶していることもその要

565,675

5,417
9,820

44
1

し、前年同期比で韓国が ・ ％増、中国

52,869

日本
北東ア計 ( 輸入)

も出てきている。資源が限られているモンゴ

74
9.9

ルと北朝鮮で特定分野の貿易となっている。

1280
253,125

易総合体」という２国の中間に交易の地域

953
25,059

の場での「互市貿易」になり、続いて「貿

163
22,063

因の一つである。最近では、中国北東航空就

258
258

航による遼寧省 分空中経済圏の形成や南

2

日本と韓国を除く４地域への外国からの

55

852

30

が ・ ％増となった。

6,290

15

貿易拡大が見込まれる分野はロシアの天然

3,460

8

ができるという具合に発展していく。それ

1,161

5

0

北朝鮮間の鉄道再開といった進展もあった

671

21

直接投資については、中国東北と極東ロシア

42

ガス・原油・木材等の輸出、中国黒龍江省

24,317

が最終的には、離れた地域の生産者から遠

0
61

10,309

2,879

が、中国東北、極東ロシア、モンゴル、北

5
410

6,089

542

へはいろいろな国からのエネルギー関連投資

527
2,267

%

( 輸出 )

三江平原からの米の輸出などがある。

韓国

-

世界計

日本

くの消費者へ税関を通してモノが流れる国

北朝鮮

2

北東ア計

韓国

朝鮮ではいずれも政府間協定に基づく隣国

1,607

2

北朝鮮

が行われているが、モンゴルと北朝鮮へは中

797

モンゴル

国、中国と極東ロシアの貿易で、その他は

極東ロシア

極東ロシ
モンゴル
ア

際貿易になる。この段階にあるのは日本と韓

依然として大部分が辺境貿易で、早急に国

中国東北

（単位：100 万ドル）

との辺境貿易が中心で、活発な動きを見せ

辺境貿易から国際貿易への変化では（図

際貿易のレベルまで高める必要があるだろ

中国東北

ている。

２）
、人が手に持てるだけの商品を持って B

う。中ロ、日韓の貿易は資源、加工品、機

表２. 貿易マトリックス（2004 年）

国と韓国からの投資が中心である。

国（極東ロシア）から A 国（中国）へと国

（出所）"The Vision of Economic Development and Cooperation in Northeast Asia"（環日本海経済研究所）
（英）、2007 年 3 月

辺境貿易から国際貿易へ

北東アジアの国際分業の阻害要因の一つ

境を越える関税のかからない「担ぎ屋貿易」
械・設備の交換であり、低賃金労働を活用

は、中国とロシアでの高関税と非関税障壁

北東アジア 5 カ国・地域の共同編集の下、各国・地域の北東アジア開発協力
への取り組みのビジョンと輸送・エネルギー・環境・観光・貿易投資・開発金融・
図椚江地域開発の 7 主要協力分野の現状と展望を域内外に伝えることを目的とし
て本報告書をまとめ、政策提言を行う。
（1）中央政府公式参加の必要性
これまでトラック 2 方式で北東アジア開発協力の可能性を検討してきたが、そ
の実施には 5 カ国・地域の政策・体制・組織が現状のままではそれぞれの相違
が制約となり、動きがとり難く、中央政府間で修正と調整を行う必要がある。特
に日中韓 3 国のイニシアティブが望ましく、日中韓首脳会議で 3 国間の全般的協
力強化については確認したが、将来の具体的取組の策定段階では、北東アジア
開発を重点分野の一つとして盛り込むべきである。
また、中国の東北振興政策や韓国の北東アジアビジネスハブ構想などの政策
を打ち出したが、隣国の政策に対する対応と協力についての配慮が不十分で、各
中央政府は北東アジア開発協力の必要性を相互に確認した上、相乗効果が得ら
れるよう協力の枠組みを構築すべきである。唯一例外の図椚江開発計画も日本
が不参加のため効果が現れていない。
各中央政府は、北東アジア開発に直接関与する地方政府に対し、ある程度自由
裁量権を与え、現場の需要に即した取り組みが行えるようにすることが望ましい。
（2）優先分野
本報告書で取り上げた協力分野は、いずれも北東アジア開発にとって重要であ
る。中央政府による大規模資金の支援が必要な分野、成功が他分野の協力の土
台となる分野、政治・安全保障上の緊張緩和待ちの分野等、協力分野の仕分け
を行い、民間レベル、地方政府レベル、中央政府レベルでの取り組みがそれぞ
れ不可欠なことを明確にすべきである。
各分野での開発協力の基本的方針は中央政府間で合意されるべきだが、その
実施に当たるのは民間企業や地方政府である。輸送やエネルギーの大規模プロ
ジェクトやそれを支援する開発金融と為替安定は中央政府の関与が欠かせない。
環境や本報告書に盛り込まれていない人材育成・医療・科学技術・IT 普及など公
共性の高い分野では、地域全体の利益を代弁する NGO や国際機関の参加が望
ましい。北朝鮮が直接かかわる図們江開発や輸送プロジェクトに日本が積極的に
参加するには非核化と拉致問題の解決が欠かせない。
（3）政治・安全保障問題
5 カ国・地域間では政治・安全保障に対する認識が異なり、緊張が続いている。
経済協力による共通利益を前面に押し出し、緊張緩和の努力を続けられなければ
ならない。
北朝鮮の近隣諸国・地域への融合の必要性は共有されているが、国内改革の
方向性やそれに対する各国の対応が異なり、交渉難航の原因となっている。北朝
鮮の非核化と拉致問題の解決に続き、北東アジア開発協力への参画が望まれる。
（4）開かれた地域協力
欧米の民間企業の中には北東アジア経済開発に関心を寄せるところも多い。こ
うした企業が自由に参画できるよう体制を構築すべきである。欧米企業が北東ア
ジアの経済開発に貢献できるよう開かれた体制が必要である。

である。また、北東アジアを横断する輸送

『北東アジア経済開発ビジョン』における政策提言
（要約）

63
3
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図２. 辺境貿易から国際貿易へ

▲

東アジア共同体構想の中で、北東アジア

▲

は開発が後れた地域である。インドシナ半

▲

北東アジアの開発協力に関し、
中国、
韓国、

東アジア共同体と経済開発ビジョン

ロシアはそれぞれ発展計画を発表している。

島の大メコンデルタ地域も開発が後れてお

03

各国の開発協力構想と進捗状況

中国東北地域は 年から東北振興政策を進

02

り、メコン河周辺６カ国の連携が悪く調整

90

め、韓国は 年に北東アジアビジネスハブ

06

が進まない。 年代まで続いた内戦の影響

ちらはアジア開発銀行の支援があるが、北

が残っていることも原因の一つだ。ただ、こ

構想を打ち出し、ロシアは 年に極東発展

特別委員会を設置した。しかし、いずれも

東アジアは今のところ強力な支援者はいな

い。

隣国との調整が不十分なことから、各国中

央政府による協議が不可欠と思われる。

現在進められている開発協力では、中国

N が進めるメコンデルタの現状は世界に紹

06

東アジア共同体の推進役である ASEA

ＵＮＤＰの計画よりも対象地域を清津とウ

宣伝することが重要だ。また、これ

中韓首脳による日中韓サミットが開

までの ASEAN 拡大会議では日

催されているが、各国の関心は南方

にあり、議題として北東アジアが取

り上げられることはなかった。 年

に韓国プサンで開催された APEC

でも話題にならなかった。今後は日

本や極東ロシアでの APEC 会議を

通じて、世界に北東アジアをアピー

めとして、日・中・韓・露・蒙の５

ルする必要があるだろう。その手始

人の専門家が「北東アジア経済開発

ビジョン」
（ERINA2007 年）

を共同で作成した。

05

貿易など交流が活発化してきているのが実

▲

消費者

情で、当該地域の現状やニーズを対外的に

税関

生産者

08

が 年に大図們江地域協力会議を開催し、

▲

国際貿易

介されることが多いが、北東アジアはあま

▲

▲

消費者

ラジオストックまで拡大することを狙ってお

仲介業者

生産者

り知られていない。特に日本では北朝鮮との

貿易総合体

り、また、日本・中国・ロシア・韓国の合

▲

トラック

関係で、この地域に対して凍り付いた印象

人とトラック

弁事業である日本海横断国際フェリー（新潟

▲
▲

互市貿易

を持つ人が多いだろう。ただ日本を除くと

人と荷物

担ぎ屋貿易

就航予定である。この航路は図們江輸送回

B国

～ザルビノ～束草を結ぶ定期便）が 年に

廊とアジア太平洋を結び付けることになる。

国境

A国

JCNDA NEWS

2007 年 12 月の日中東北開発協会の活動から

■第３９回理事会開催 (12/14)

当協会は 12 月14 日、第 39 回理事会を開催、清川副会
長（張会長欠席に伴い臨時会長代行・議長）
、永持、贄田、
齋藤（新任）
、岩崎各副会長、稲葉理事長をはじめ、常任理
事 ･ 理事など３９名の参加（委任状を含む）を得て、本年度
下半期主要活動報告および今後の計画、08 年「日中経済協
力会議―於新潟」準備状況報告が行われ、了承された。
席上、2008 年日中経済協力会議の主要点、今後の東北
３省との経済交流、新しい企業協力の在り方（含中小企業）
などについて各出席役員による意見交換が行われた。
議事の後「北東アジア経済開発の展望」と題して、一橋
大学名誉教授・経済学博士である山澤逸平氏による特別講
演が行われた。

■黒龍江省代表団・張副組長一行来会・懇談
(12/10)

１２月１０日、黒龍江省哈大斉工業回廊建設指導組・張秋
陽副組長一行１５名が来会、稲葉理事長、三田地事務局長
ほかが対応した。席上、哈大斉工業回廊の建設状況、関連

各市のプロジェクトやハルビン市とチチハル市の都市間鉄道
の建設など今後の協力等に関して幅広く意見交換した。

■瀋陽市・宋副市長一行来会 (12/10)

１２月１０日、瀋陽市宋琦副市長一行７名が来会、稲葉理
事長ほかが対応し、説明会の後、夕食懇談会を開催した。
席上、瀋陽市側から現在商務部と瀋陽経済技術開発区内
に計画中の「日本企業環境保護科学技術工業パーク」構想
についての説明と協力要請があった。協会側からは、より広
く多くの企業に注目されるような内容の PR 方法や説明資料
の準備が必要である旨提言し、そのための協力方法につい
て幅広く意見交換した。

■遼寧省対外貿易経済合作庁・邸副庁長一行来
会 (12/17)

１２月１７日、遼寧省対外経済貿易合作庁・邸万興副庁長
一行４名が来会、三田地事務局長、後藤業務部長と本年・
来年度の双方の経済交流目標と日程について意見交換の後、
夕食懇談会を開催した。
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2000 年に西部大開発政策が実施されて今年で９年目を迎えた。第 次
五カ年計画第５編「地域の協調発展の促進」では、西部大開発に関して「改
革開放の歩みを速め、国の支援を通じ、自己努力と地域協力で自らの発展
能力を増強する」とし、さらなる強化が提起された。今回、西部大開発政
策立案者の一人である四川省社会科学院西部大開発研究センターの劉世慶
秘書長に、四川省のこれまでの成果と新五カ年計画の発展戦略を聞いた。

たことで経 済が加 速 度 的に発 展し

東部へ送電）等のプロジェクトが引き

の輸送）や西電東送（西部で発電し

西気東輸（西部の天然ガスの東部へ

国債投資額 2700 億元強）
、うち

（ 総 投 資 金 額 8500 億 元、 う ち

した。

によって貧困人口 102 万人が移転

が電化され、
「農村移民プロジェクト」

クト」によって 969 カ所の郷・鎮

が解決し、「農村送電網改造プロジェ

て西部 3210 万人の飲用水問題

は

東部から西部に投資・移転した企業

150 億ドル近くに達した。現在、

の借款を加えれば、外資の実行額は

ドル以上、国際機関および外国政府

間の海外からの直接投資総額は 億

いて重要な位置を占めている。 年

西部大開発 つの成果

た。第 次五カ年計画期間中、中央

続き実施され、天然林保護、長江上

（ ）農村教育と衛生に対する投資

（ ）中央の財政投入が年々増加し

から西部地区 注１
への財政建設資金は

流の水質汚染防止および西部主要都

万 社を上 回り、 総 投 資 規 模は

累計 4600 億元、財政移転支払

市の環境汚染管理などが順調に推進
）農村のインフラおよび社会事

金と専門補助資金は合計で 5000
％で、 全 国

教育と農村公共衛生施設建設への総

が大幅に増加した。農村地区の義務

（ ）国内のニーズが高まり、全国の

3000 億元を超えた。

投資額は、それぞれ 150 億元と
億元であった。

経済構造の戦略的調整が進んだ。西

部大開発の推進に伴い、西部が東部・

が加速し、対外開放と東西間の経済

西部の重点プロジェクト建設に必要

農産物等の資源を提供するとともに、

中部に大量のエネルギー、鉱産物、

協力が強化された。西部地区の電力、

な設備、材料、技術および人材が全

）特色・優位性のある産業発展
7000 キロ、また県庁間舗装道路

石炭、石油、天然ガス、有色金属、綿、

国各地から調達され、東部・中部企

（

万 6000 キロが完 成し、 県 級

観光などの各種資源や一部の設備製

業の西部への投資・移転に多くの投

トが着実に推進できるようになった。

る。また、「飲用水プロジェクト」
によっ

道路 万 6000 キロが建設中であ

万

1

6

造、ハイテク等産業が全国市場にお

年 間で貧 困 県 ／ 県 外 間 道 路

生 活 条 件が初 歩 的に改 善した。

業建設の推進により、農民の生産・

（

している。

大型プロジェクトが地元経済を潤す

億 元に達した。 西 部 地 区の年 平 均
GDP 成 長 率は ・

平均との格差は ・ ポイント縮小
し、第 次五カ年計画期より ・
ポイント上昇した。
）インフラ建設と生態環境保護

4

80

5

2

8

建設の強化により、重点プロジェク

（

5

0

西部地区の重点プロジェクトは 件
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1,716,629

99.4

2005 年

33,493.22 17,645.3

27,207.61

11,580.5

4,513,254

101.4

177%増

93%増

163%増

2%増

05 年 /00 年比

101%増

189%増

①現在、東部沿海地区の工業化はす

おける非合理的な分業体制にある。

5,997.2

資の機会を提供した。これにより東

クなどへと変化し、役割も製造拠点

西部大開発の代表的プロジェクトで

9,815.19

1

格差が縮まらない原因と
その解決策

東送、交通幹線、退耕還林（開拓農

から研究開発拠点へと転換しつつあ

ある西気東輸、西電東送、青蔵（青

16,654.62 6,110.72

でに中・後期段階にあって、経済成

地を林に戻す）
、天然林保護、京（北

る。

2000 年

部・中部の市場が拡大し、産業構造

京）津（天津）の風砂対策等の直接

②西部地区の工業化は初・中期段階

年度

固定資産 国有及び規模以 社会消費財 商品輸出入 住民消費
投資総額 上の非国有企業 小売総額
貿易総額 価格指数
（億元） の附加価値
（億元） （億元）
（万ドル）

長の牽引役が重工業から先進的製造

的受益者となった。西部大開発は西

であるため、産業の重点は依然とし

GDP

（億元）

調整が促され、就業機会が増えた。

部の経済・社会事業の発展を推進し、

て重工業、付加価値の低い資源型産

各種指標

（ ）格差拡大の主な原因は産業に

全国的に生産力の合理的配置と産業

業で、ハイテクや近代的サービス業

西部地区（12 省・市・自治区）の経済発展状況（2000/20005 年比較）

業、近代的サービス業およびハイテ

構造の戦略的調整を促進し、国民経

などの発展は後れている。

）都市と農村の格差（都市・農

2

また、東部・中部も西気東輸、西電

済の安定的な高成長の牽引役を果た

（

を失った農民の移転問題や補償金問

した。

大開発政策によって西部地区は高成

題などが重要な課題であると認識し

村一体化政策の進捗）

長を遂げたが、東部沿海地区との経

ている。上海市や浙江省などでは数

つつある。これら地方では土地補償

金を社会保険に当て、村の共有資産

を株に変えて農民に持たせるほか、

職業技術の育成と現地での工場建設

によって失地農民に就業機会を提供

している。また、農民工に対して各

種社会保険や医療・衛生サービスを

提供し、その子弟の就学についても

優遇政策を行っている。

②一方、西部での都市と農村の一体

化建設は、最も進んでいる成都市で

さえ最近始めたばかりで、東部地区

と比べ格差は大きい。

表 1.

①各地方政府は都市化に伴って土地

済格差は依然として縮まらない。

年前からこの課題に取り組み成功し

1

縮まらない東部との格差

（ ）工業経済構造の格差

農業収入だけでは都市並みの生活水準は実現できない

表２．西部地域と東部地域の各種経済指標比較（2000 年、2005 年）
GDP（億元）
数値

全国比

西部 00 16,654.62 19%
(a) 05 33,493.22 18%

固定資産投資
総額（億元）
数値

全国比

国有及び規模以上
の非国有企業の附
加価値（億元）
数値

全国比

社会消費財小売 商品輸出入貿易総額 住民消費価格
（万ドル）
総額（億元）
指数
数値

全国比

数値

全国比

数値

全国指数

6,110.71 19%

9,815.19 11%

5,997.2 18%

1,716,629

3.6% 99.4 100.4

17,654.3 20%

27,207.61 11%

11,580.5 17%

4,513,254

3.2% 101.4 101.8

59,719.76 70% 20,429.7 60% 43,681,995 92% 101 100.4
東部 00 55,689.58 63% 18,752.47 57%
(b) 05 117,933.65 64% 49,826.7 56% 182,198.88 72% 39,972.8 60% 131,917,038 93% 101.7 101.8
(b/a)

00

30%

－

33%

－

16%

－

29%

－

3.9%

－

－

－

05

28%

－

35%

－

15%

－

29%

－

3.4%

－

－

－
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水資源が豊富な四川省

河の水源があり、植生保護や砂漠化

（

）西部開発『十一・五計画』か

ら示される四川省の重点発展方向

ず、これら地区の経済発展がさらに

防止対策等の重要地域であるため、

①成（成都）渝（重慶）経済区の建設

海～チベット）鉄道、南水北調（長
後れた。

経済発展と生態建設・環境保護との

ムが健全でないため、「天然林保護」

けた。また、生態環境補償メカニズ

要因となり、東西間格差が拡大し続

いて資源分配の非合理化を招く主な

加工製造」という垂直分業体制にお

いるため、「西部の資源開発と東部の

り、国家指定の中央企業が開発して

および水資源は国の戦略的資源であ

化した。中国では、天然ガス、電力

ける分業の非合理性が日増しに深刻

区には大きな変化が生じ、産業にお

の発展を促進させ、同時に東部発展

に移動させ、西部の優位性ある産業

する。東部の余剰資金と技術を西部

企業を主体とする全方位協力を奨励

WIN ー WIN の関係となるよう、

主 導して、 経 済 利 益を中 心として

成 する。 東 部と西 部 双 方が市 場を

東西間の新たな協力メカニズムを形

②東西間協力による共同発展

ばならない。

優位性ある産業発展を促進しなけれ

じて競争環境を形成し、西部地区の

わず企業間の競争を伴った開発を通

上するよう国有、民営、外資系を問

され、また天然資源の附加価値が向

ルギー資源やその他資源が完全開放

占開発するものを除き、分散型エネ

源開発など大型の中央国営企業が独

である。投資分野としては大規模資

ルの経済・社会的利益を追求すべき

て市場が主導することで、高いレベ

色ある産業発展は、企業を主体とし

西部地区で優位性ある資源開発と特

換

①資源的優位から経済的優位への転

③特色と優位性を備えた産業の発展

②工業化と都市化の建設推進

化

①インフラ建設と生態環境建設の強

〔重点任務〕

向けて新たな成果をあげる。

④基本的な公衆サービスの均等化に

な段階に到達させる。

③重点地区と重点産業の発展を新た

段階に到達させる。

②インフラと生態環境建設を新たな

生活レベルを持続的に向上させる。

①経済の効率的高成長により、国民

〔主要目標〕

実施が可能となった。

五計画）における西部大開発事業の

答」により、
第 次五カ年計画（十一・

大開発『十一・五』計画に関する回

ムを超える予定。

済み、完成後の総設備容量は三峡ダ

の向家壩と渓洛渡水力発電所が着工

の大型水力発電開発。四川省宜賓市

◦金沙江、雅礱江および大渡河流域

〔重点プロジェクト〕

の推進

③大型資源開発と重大プロジェクト

させて農民の収入を増やす。

を繁栄させ、農業労働生産率を向上

て近代化農業を発展させ、農村経済

る。また、社会主義新農村建設によっ

ス均等化実現のための資金を保障す

民に就業機会を提供して公衆サービ

市から農村への牽引力を強化し、農

の推進によって工業から農業へ、都

建設の強化を指す。工業化と都市化

設推進、もう一本は社会主義新農村

一本の「足」は工業化と都市化の建

ゆ

江の水を北部へ流す）
、 生態建設等
（ ）格差是正への提案

と「退耕還林・還草」等生態環境プ

のための市場と資源を提供する。

④重点地域の加速的発展への誘導

◦ 四 川 省 北 東 部の天 然 ガス資 源 開

「 西 部 大 開 発『 十一・五 』
計画」の目標と任務

（ ）
「西部大開発『十一・五』計画」

年 月に国務院が公布した「西部

11

1

の概要

1

07

年 月、成都市と重慶市は中央政

ロジェクトの実施地（特に少数民族

③経済発展と生態建設・環境保護

⑤生態建設の脆弱な地区や民族地区

発。中国石油と中国石化が共同出資

任務である。

地区）に対する補償金が着実に届か

基礎である経済発展がなければその

の発展方向の模索

関係調整は西部大開発の最も重要な

の重点プロジェクトによって、西部地

2

他の発展もない。西部には長江と黄

6

都市・農村の一体化発展は「二本足

建設

②国の都市・農村総合改革試験区の

けた巨大な発展の機会を得た。

して批准され、成渝経済区建設に向

府により「国家総合改革試験区」と

07

で歩く」との方針に従って実施する。
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三峡ダムの経験は四川省の水力発電開発に活かされるか
（湖北 宜昌）

れも全国平均の 倍超。このような

三峡等での経験や改革に必要な政策

西気東輸の重要な供給源。北東部の

策が重要である。

人口密集地での資源開発には上記対

済・エネルギー・環境のバランスを

対する対応メカニズムを構築し、経

スは以前から省外へ輸送されており、

の 1700 キロの天然ガスパイプラ
達州市では大型天然ガス田の普光ガ

◦現在実施中の大型水力発電所建

した（700 億 元 ）達 州 市 ～ 上 海
インを建設中、沿線各都市はプロジェ
ス田が 年に発見された。国土資源

を試験的に実施する。不測の事態に

クトに応じた改造工事を実施、地元

水力発電所は二灘、瀑布溝、渓洛渡、

◦水資源 ： 四川省の水力エネルギー

〔主な資源量〕
億 4268 万

の工業化と都市化に貢献。

達する見込み。

生産量は 200 億平方メートルに

年までに四川省北東部の天然ガス

400 万平方メートルで、計画では

ト ル、 可 採 埋 蔵 量 は 1883 億

は 2510 億 7500 万平方メー

によると、普光ガス田の確認埋蔵量

部鉱産物資源貯蔵量評価審査弁公室

防止対策は特に重視されている。

黄分が多い）
」で、開発における災害

硫（圧力が高く、生産量が多く、硫

省北東部の天然ガスは「高圧高産高

峡ダムの安全への対策が求められる。

長 江 上 流 域の環 境・生 態 保 護や三

ム保護区の上流で行われているため、

設と天然ガス開発はいずれも三峡ダ

も中央企業や東部地区で実施されて

業活動の規範となっており、中国で

たす。国際的に企業の社会責任は商

◦中央企業は率先して社会責任を果

開発パターンを模索する。

制改革に取り組むと同時に、多様な

や中央企業の支援を受けて政策・体

図る。特区が設置できない場合、国

万 2000 。現在建設中の超大型

8500 、開発可能量は 7611

の理論的埋蔵量は

向家壩および錦屏。2020 年まで

いる。四川省では、企業は地域経済

1

万 に達する見込み。

流 域 発 電 所の発 電 容 量は 5170

環境保護、社会安定等への対策圧力

◦四川省は人口が多く、住民移住、

政策調整に係る問題が深刻化。

など、資源開発における体制矛盾や

資源開発に伴う住民移住、生態保護

や住民生活の向上に寄与できない。

できないため、直接地元経済の発展

業によって行われ、地元企業が参加

電等の戦略型資源開発は中央国有企

下では石油・天然ガス、大型水力発

的・技術的要求が高い。現行制度の

素が強く、大規模開発のために資金

◦四川の自然資源は戦略型資源の要

の促 進、 都 市 化の推 進に役 立った。

発展、関連産業の発展、社会化分業

に分かれていない時代に地方経済の

の方式は、政府と企業の機能が明確

◦「大慶方式」 注２を再認識する。こ

ンの多様化と改革の方向性を探る。

発特区」設立による資源転換パター

ム等の確立・改革のほか、「資源開

転換メカニズム、災害警報メカニズ

態補償、資源価格メカニズム、資源

推進する。財政税収、移民補償、生

協力して資源開発、資源転換戦略を

◦国の政策支援を受け、中央企業と

資源転換〕

ている。

済の建設に貢献すべきであると考え

進し、特に中央企業は調和ある省経

の発展と住民生活のレベル向上を促

◦天然ガス資源 ： 四川省の天然ガ

口密 度は 413 人 ／ 平 方 キロ、 金

◦四川省の資源の特殊性から、省北

し、地方経済を発展させる。

（成都事務所 何怡）

が強い。天然ガス田の多い省北東地

資源開発での成果を地元住民に還元
沙江大型水力発電所がある省南部地

総合改革試験区とし、大慶・新疆・

東部や省南部を資源開発特区や国家
口密度は 430 人／平方キロ、いず

注１：
東部地区：北京市、天津市、河北省、遼寧省、上海市、
江蘇省、浙江省、福建省、山東省、広東省、海南省
西部地区：四川省、重慶市、貴州省、雲南省、チベット
自治区、陜西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区、
新疆ウイグル族自治区、広西チワン族自治区、内モンゴ
ル自治区
中部地区：山西省、河南省、湖北省、湖南省、安徽省、
江西省、黒龍江省、吉林省
注２：
「大慶方式」とは国家重点産業が地元経済の発展を促す
発展パターンで、大慶油田の開発がそのモデルとなった。
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〔中央企業との連携による資源開発、

06

に金沙江、雅礱江、大渡河の「三江」 〔資源の特殊性〕

kW

kW

区の人口は省全体の ％を占め、人

10

区は人口が省全体の ％を占め、人

33

23

kW

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 情報クリップ

2007 年 12 月

11/26
〜12/5

中国大学生《走近日企・感受日本》訪日団の第 2 陣訪日
北京の中国日本商会が今年５月から始めている中国大学生訪日事業《走近日企、感受日本》
（日本企業
に触れ、日本を感じよう）の第二陣が、11 月 26 日から 12 月５日まで訪日した。本事業は、中国側は中
日友好協会と中国友好和平発展基金会、日本側は日中経済協会、貿易研修センター等の関係機関が協力
している。
今回は 35 名が来日し、
オムロン京都太陽やトヨタ自動車、
資生堂鎌倉工場、
新日本石油精製根岸製油所、
NEC ブロードバンドソリューションセンター、住友商事、みずほコーポレート銀行、野菜くらぶ、ANA 羽
田メンテナンスセンターを訪れたほか、早稲田大学では学生同士の交流を行った。また、協力企業の社
員宅でのホームステイを体験した。
ほとんどの学生が初めての来日で、初めて見る日本企業の厳しい管理、環境対応、CSR 意識に感銘を
受け、日本の企業人、学生との交流を通して、日本人の日中友好に対する強い思いを感じて帰国した。訪
日事業は今後 5 年間継続して行われる。

12/3
〜 16

ハルビン市水環境整備事業訪日団を受け入れ
2005 年度対中円借款対象事業であるハルビン市水環境整備事業の一環として、ハルビン市城市内河
建設発展有限公司・邵兵副総経理を団長とする「ハルビン市水環境整備事業訪日団」一行 15 名が 07 年
12 月３～ 16 日に日本を訪問した。
一行は新潟県、新潟浄化センター、長岡浄化センター、関連企業、関連設備メーカー等で汚水処理に
関する視察・研修を行った。本事業は国際協力銀行からの委託を受けて、当協会が実施したもの。

12/16
〜 23

中国共産党青年幹部代表団を受け入れ
日中経済協会は、経済産業省、貿易研修センターとの
共催で、12 月 16 ～ 23 日、雲南省人民政府外事弁公室
の周紅主任を団長とする中国共産党青年幹部代表団 10
名を受け入れた。本交流事業は、中国共産党の若手幹部
が日本についての理解を深め、今後の日中交流の円滑化
に資することを目的として、日本に招聘したものである。
今回、代表団一行は省エネ・環境保護をテーマに、東
芝科学館、北海道エコリサイクルシステムズ、北海道電
力苫東厚真発電所、北海道熱供給公社札幌駅南口エネ
ルギーセンター、京都市廃食用油燃料化施設を視察した
ほか、経済産業省および北海道経済産業局を訪問して意
見交換を行った。
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米山正博董事長に聞く

拡大する中国の建機需要、IT活用で競争に勝つ！
小松 中(国 投)資有限公司

第３に社会貢献です。中国で利益を上げている

年の対中ビジネスの歴史を誇るコマツグループ。建機需要の拡大が続く中国だが、こうした状況は今後も続
くのだろうか。中国市場をどのように捉え、
競争が激化する建機業界をどう生き抜こうとしているのか、
小松
（中
国）投資有限公司の米山正博董事長に聞いた。

社で、さらにグループ事務所等を合わせると

以上、中国に還元することは当然のことと思い

年 月に「小松中国社会貢献基金」を設

ます。そのためか社員の定着率も高い。

約 1900 名の従業員がおり、それに カ所

の代理店の約 3500 名を合わせると、合計
5400 名の従業員規模となっています。

は日本人の董事長と中国人の副董事長（総経

年度に発展途上にある 地区の小学校建設資

的に運営に関与しない立場をとっています。

立しました。その運営委員会をグループ各社の

理）とが協力し、国内の代理店や役所関連業

金として寄付を行いました。この基金はグルー

所の計 カ所があります。1956 年に中国

4

コマツの現地法人の経営方式は原則として

までで、コマツのグローバル戦略を念頭に置き、

務は中国人、日本との調整は日本人というよう

プ全体の社員 1620 名の内の ％が参加し

よる合弁事業に力を入れた時代です。日本式の

中国の WTO 加盟を踏まえながら地域統括会

に、担当を分け補完関係を築いています。ただ、

若手中国人社員により組織し、日本人は基本

社を設立した段階です。現在、中国の現地法

品質・生産管理方式と中国の経営スタイルとの 「ツー・トップ制」を採用しています。中国で

での日本商品見本市に初出品し、2006 年

人は生産法人 社、販売法人 社、その他

の前身である「LT 貿易」成立に向けて当時
の河合良一副社長が奔走、 年には政財界の反
対を押し切って河合良成会長が当時国際的に孤
立していた中国を訪れ、ブルドーザーなど建設
機械 1510 台を成約して周恩来総理から評
価を受けました。このような国交正常化以前か

代理店にとってはそのための資金や金利負担も

タ管理を行って在庫を置かないようにしており、

また、コマツと代理店との関係では、コンピュー

では日本人によるワン・トップ制で行っています。

ツー・トップ制が馴染まない諸国連合体の欧州

時にコマツブランドの認知度向上も図られてい

ループ社員としての誇りや一体感を醸成し、同

元が集まりました。こうした活動を通じて、グ

それに会社側の寄付分を合わせて約 150 万

ています。 口 元を任意で給与から天引し、

ー 利益の地元還元に努めていると聞
いていますが？

ます。

07
なく営業活動が行えるメリットがあります。

97

4

また、社内では日本人、中国人の区別なく

同じように評価しています。課長以上の管理職

に占める中国人社員の割合は 割程度、さらに

給与額を他の日系メーカーと比較できるよう具

体的に明示するなど、自分達の待遇が客観的に

分かるよう努めています。社内旅行や忘年会な

年 月に赴任してから つのことを

5

提唱しています。第１に会社として利益を上げ

米山 ：

8

らのお付き合いもあって、中国の旧友の方々の
コマツへの評価は高いと思います。
コマツの中国での事業展開は つの段階に分
けられます。第１段階は ～ 年の日本から

1

ども積極的に行っています。

3

ること、第２にその利益を社員に還元すること、

4

01

5

3

44

78 4

完成車を輸出した時代です。中国の国土建設に

7

3

貢献し、
「小松」ブランドが浸透しました。第

06

64

56

4
米山董事長（小松（中国）投資有限公司にて）

62

6

国には本体工場 カ所、コンポ・部品工場 カ

に 周年を迎えました。 年に日中経済協会

米山 ： 現在、コマツグループ全体として建設・

中国の建機市場に対応するため、直接投資に

ちました。第３段階は ～ 年で、拡大する

力した時代で、中国側のパートナー企業が育

２段階は ～ 年の国営企業の技術革新に協

50

Series
4

ー 中国の建機業界は激しい競争が
繰り広げられていると聞きます。中
国での事業展開は随分早くから始め
られていますね。
00

現地日系企業からの最新生情報

融合を図りました。第 段階は 年から現在

3

94

線
前
最

鉱山機械の生産拠点は世界に カ所、うち中

07

95

32

79

中国ビジネス
50
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ー 中国の建機に対する旺盛な需要
が続いています。今後の中国市場を
どう見ますか？

数料の問題もあり、最終的には、
「中国国内外

心とした協調融資を組もうとしましたが、手

ン問題の影響により、米国での売り上げが落ち

の銀行」から幅広く借り入れることにしました。

％が中国での売り上げです。
サブプライムロー

込んでいますが、その分中国での売り上げが大

中国の金融引き締め政策も含め、当面資金面

別需要動向をみると、春節以降の カ月間に

す。これは、春節明けから行われる公共事業の

きく伸びています。建設・鉱山機械の国・地域

年間需要の 割が集中していることが分かりま

発注に合わせて、油圧ショベルの需要も急増す

での問題はありません。

すが、従来は主に安価な人力に頼っていた狭小

マーケットの将来性は個人的にまったく心配し

将来の中国の建機事業についての予想ですが、

割を占めていました。 年代末頃から中国で

の需要が増え始め、 年の当初見通しであった

％の伸びが、期末には ％の伸びへと修正し

ました。また、 年度の中国での建機連結売り

上げを 億 5000 万円強と見込みました。

競合他社との差別化につながると考え、そのた

めに IT 化に力を入れています。具体的には、

としてGPS と制

御装置を組み合わせた車輌情報管理システムの

、

と

して営業・サービス活動の効率化を図る携帯電

話情報管理システムの

d
e
t
a
r
g
e
t
n
I
“
”
S
C
I
M
O
K
“

、

”
n
o
i
t
a
m
r
o
f
n
I
t
e
k
r
a
M

と して代 理 店 経 営の

高 度 化を目 指 す代 理 店 業 務 基 幹システムの

”
N
E
P
O
K
“

の システムです。これらを構築する

うした考え方に基づいて計算すると、今後 年

ていないので、拙速を避けるためにも時間をか

米山 ： 労働契約法は実施細則がまだ公表され

た

ています。特に

とともに、それぞれを有機的に連携、活用させ

以内の建機の市場規模は少なくとも現在の 倍

ー 年１月からの労働契約法の施
行や金融引き締め等の影響で、外
資企業にとって企業運営は厳しくな
ることが予想されます。どう対応さ
れますか？

”
n
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r
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I
t
e
k
r
a
M
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“
”
X
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算をすると約 倍になります。堅めに見て、仮

”
n
o
i
t
a
m
r
o
f
n
I
t
e
k
r
a
M
r
e
t
f
A
“

地での作業において、ミニ油圧ショベルを使うこ

ていません。中国の国土は日本の 倍です。こ

バル的方針の下、品質を落として安く販売する

にこれを４分の１としても日本の 倍です。こ

グループでは、付加価値と業務効率の向上が

別需要をみると、 年代初めは日本が世界の約

うな需要の増加に対応すべく、
「貯め込み生産」

伸びています。建機メーカーとしては、このよ

カ月間の需要ですが、 年当時に比べ約２倍に

米山 ： 中国の主な建機の需要変化をみると、 るためであると考えられます。この春節以降
年の年間総需要が 万 9010 台であった

ものが、 には 万 3538 台と、 年間で
約 ・ 倍に伸びています。そのうちミニ油圧

との利便性と効率性が理解され、その需要が伸

れに加えて、過去の日本のパワーショベルの最

を行う必要があるかもしれません。

びてきたと考えられます。一方、
中国の海外メー

大総需要台数は、現在の中国の総需要の約 ・

ショベルは約 倍にもなっています。その理由で

カーとして唯一コマツが生産しているホイルロー

倍ありましたので、単純な理論値として掛け

ことは考えていません。価格は中国製の 倍で

な中国製の人気が高く、今後は如何にそれに対

になると思われます。実際に港湾、鉄道、道

”
X
A
R
T
M
O
K
“

は全世界に納入し

万 6000 台すべてに GPS 連動制御

抗して売り上げを伸ばしていくかが課題です。

路等のインフラ整備やマンション等の不動産建

装置を組み込み、 台ごとの車輌稼動状況が

入資金の資金繰り問題につきましても解決済み

要は落ちていません。少し不安のあった建機購

設、石炭やその他鉱物の鉱山開発での建機の需

でにこの方式で販売しており、当社でも導入す

代金回収方式を指しています。同業他社ではす

て支払い、残金は 回のローンで支払うという

く使われます。これは、代金の ％を頭金とし

建機業界では「2048」という言葉がよ

代金未納の場合には遠隔操作によって予め警告

ことができます。また、副次的な作用として、

把握でき、それを基に今後の販売予想を立てる

追いでこのシステムを採用しています。この

すべて把握できるようになっており、他社も後

48

ス会社を立ち上げようと資金手当を行いまし

こうしたシステムの開発・運営は自社で行って

ができるし、盗難予防にも効果を発揮します。

台ごとの情報から省別、建機別の作動状況が

た。しかし、中国の法律では貸出限度額が資

おり、中国ではすべて中国人社員が開発・運営

20

本金の 倍まででしかないことから、資本を増

7

です。

ることにしました。これには金融機能が重要に

した上でエンジンがかからないようにすること

けて慎重に対応しようと思っています。

また、ミニショベルを含む油圧ショベルの月

8

なります。 年 月にグループ内でファイナン

米山 ： 現在、コマツグループ全体の売上の ・

07

1

ダーについては、高品質・高価格というグロー

9
4

ています。借り入れのために日系金融機関を中

強すべく次の董事会でその了承を得る準備をし

（聞き手：日中経済協会上海事務所長 後藤雅彦）

に携わっています。

10

ー 中国は建機の生産拠点、販売市場
としてますます重要になりますね。

中国の炭鉱で活躍するコマツの巨大ダンプ

1

すが、耐久性は 倍です。ただ、中国では安価

3

90

50

4

90

07

03

％が建設・鉱山機械の販売によるもので、

84
1
8

2

兆 8600 億円に達しています。そのうち ・
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国家税務総局税収科学研究所が東京・大阪でセミナー

省エネ・環境保護へ、
進む税制面での裏付け

た指標がＧＤＰやその伸び率が適正

は増値税、企業所得税、消費税、車

市土地使用税、耕地占用税。間接税

業所と個人から徴収する資源税、都

かどうかを判断する指標として盛り

船税、都市維持建設税等、直接環境

院通 達を紹介し、

次五 カ年計画

奨励、不用中古物資回収促進、クリー

ンエネルギーと環保製品使用奨励に

得税法では、①企業の資源総合利用

や国の産業政策規定に合致する製品

による収入については所得税額計算

の際、収入から控除する。②企業が

購入設置する環境保護、省エネ・節

22
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構成別の税収額や税収の伸びといっ

込まれていることを指摘し、「もし税

保護を目的とはしないが環境保護促

経済成長の適正判断に
初めて税収指標を活用

収の伸びが高く、しかもそれが主に

進に効果を持つものである。

月の国 務

第二次産業、特にエネルギー消費の

年

で地 方に課 された Ｇ Ｄ Ｐ あた りエ

多い、汚染の深刻な企業からのもの

いて次のように解説した。

靳 副 所 長はまず

ネルギー消費の引き下げ目標につい

であれば、その経済成長は不健全と

＊増値税 資源の総合利用製品使用

り入れたことを明らかにした。この
通達は、「国務院の省エネ排出削減

靳副所長によれば、中国では省エ

＊営業税 病虫害防止、植物保護お

関する優遇措置で、増値税を免税ま

方法と弁法批准についての通達（国発

ネ・環境保護税制は直接税と間接税

よび関連の技術教育訓練の収入に対

たは半減徴収している。
号）
」 とい う。 中 国

の２つに分けられる。直接税は土地

＊消費税 タバコ、小型自動車、オー

〈2007〉

は 2010 年までに単位ＧＤ Ｐ あ

して営業税を免除している。
げるという目標を打ち出したが、初

トバイ、爆竹花火、タイヤ等を徴税

年 月 日より実施される新企業所

は所得税等を減免できる。なお、

門技術によって得られた特許使用料

償却期間短縮。 エネルギー開発等専

産業設備に対する設備投資には減価

合は免税。国が発展を奨励する環保

「三廃」等を原料として使用する場

＊企業所得税と個人所得税 企業が

品目として選択。

年度の 年は ・ ％、 年上半期

年 より、 省・ 市・ 自 治 区 や

タリング・審査の方法を具体的に示

業が提出するデータの、統計・モニ

の通達は、その省・市・自治区や企

を問うことが決定されている。今回

が１つでも目標に達しなければ責任

て省エネ報告を義務付け、その内容

1008 社の重点省エネ企業に対し

央は

策の強化に迫られている。そこで中

も ・ ％の引き下げに止まり、対

07

す計 つの文書を批准したものだ。

08

33

靳副所長はこのうち、「単位ＧＤ

講演を行った靳副所長（左 3）と税収科学研究所メ
ンバー

を含む自然資源を開発・使用する事

統計モニタリングおよび審査の実施

靳副所長は、このうち間接税につ

て、データが適正かどうかを判断す

判断される」と強調した。

11 07

たりのエネルギー消費を ％引き下

省エネ・環境保護に関
する現行税制

る指標として初めて税収の数値を取

11
20

36

1

Ｐあたりエネルギー消費モニタリン

1

78 06

グ体系実施方案」を取り上げ、産業

1

2

08

6

中国国家税務総局の直属シンクタンクである
税収科学研究所の靳万軍副所長を団長とする
技術交流団一行 6 名が日中経済協会の受け入
れで来日し、11月 30 日に東京で、12 月 3 日に
大阪で「中国税制セミナー」を開催した。中国が
直面する最大の課題の一つ省エネ・環境保護
の徹底に向けた最新の税制環境が紹介された。
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セミナーは 11 月 30 日に
東京で開催された

車船税の免税。納税者が未開墾の

免税。動力のない軽車両に対する

用地等に対する都市土地使用税の

＊その他 水利施設およびその保護

いった措置が講じられている。

は企業所得税を免税・減税する、と

節水プロジェクトに従事した際の所得

業が条件にあった環境保護、省エネ・

一定の比率で税額を減額する。③企

水、安全生産等専用設備の投資額は

から改革・改善を行うと指摘した。

そして、今後中国は次の三つの面

きていないことが課題であるという。

態環境に対する有効な調整が実現で

転換促進というマクロレベルからの生

が不足しているため経済成長方式の

れない、経済構造改善に誘導する力

でないため納税奨励効果が十分に現

ズに対応できない、優遇政策が適切

り不公平なため資源環境保護のニー

部の費目の税負担が著しく軽かった

維持建設税を更に改革する。

自然資源に拡大する。車船税、都市

課税範囲を鉱産品と塩からすべての

名で、社会保障税制、税収管理、

税収科学研究所の研究員を含む一行

は、広東省や湖北省の地方税務局の

靳副所長を団長とする本代表団

務院も同意しているとのことである。

その方向で共通認識ができており、国

護総局と国家税務総局の間ですでに

が高いことを指摘した。国家環境保

境保護税にとって替わられる可能性

多分に持っているため、将来的には環

うした費用徴収が本来は税の性格を

があった。これに対し靳副所長は、こ

関連費用と税制の関連について質問

本側参加者からはこうした環境保護

ているのが通例である。そのため、日

汚染排出についての費用を政府に納め

日本企業の中国現地法人は、すでに

山・谷・丘・砂浜の土地使用権

て課税する。

は自然資源の利用や破壊行為に対し

目は環境資源税で，稀少資源あるい

質排出行為に対して課税する。二つ

汚染税で、汚染物質あるいは汚染物

ついて検討を始めている。一つは環境

国務院はすでに環境保護税課税に

を取 得し、これを農 業、 林 業、 （１）環境保護税の設置
牧畜業、漁業の生産に使用すれば契
税を免除するなどがある。

新たな省エネ・環境保
護税制の見通し
現行の省エネ・環境保護税制には
どのような問題があるのか。

国務院は燃料油税の改革案を詰め

（２）燃料油税の設置

と並び、国家環境保護総局による費

て適当な時期に燃料油税の課税を行

靳副所長によれば、中国には税制
用徴収制度があるが、現行の環境関

うことを決定した。
増値税減免範囲を調整し、環境保

連費用徴収は費目が多すぎ、一方、
がないため、政策の規範性が弱く実

護や資源総合利用をより適切に促進

国際税制、電子ビジネス、自動車・

環境保護税制の専門家からなる。

月 日に来日し、東京・大阪で財務

11

省、大田区産業振興協会、中小企業

基盤整備機構や監査法人、企業を訪

問・交流し、 月 日に大阪から帰

（企画調査部 山本祐子）

とに期待を示した。

引き続き日本との交流を強化するこ

験を積極的に学んでいきたいと述べ、

境保護税制の改革については日本の経

国した。団長は、今後の省エネ・環

4

（３）現行税制の改善

効性は低いという。税制自体につい

する。より一層国の環境保護政策を

12

税制では真の環境保護税というもの

ても、資源税は税制が合理的でなく

実現するために、容易に環境汚染を
組み入れ、使用コストを上げること

資源の合理的開発と持続可能な利用
い、消費税は環境保護促進に対する

により、その生産と消費を制限し、

もたらす製品を消費税の課税範囲に
効果が少なく環保型消費への誘導作

環境保護目的を達成する。資源税の

の促進作用が十分に発揮できていな

用が十分でないと述べた。さらに、一
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6

28

国税庁では技術革新や中小企業発展促進のための
施策をヒアリング

大田区のハイテク中小企業では日本の中小企業政
策の実態を視察。開発製品を体験した

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 中国ビジネス Q&A

同方律師事務所（北京）
代表律師パートナー 趙雪巍

に限る」との言葉を削除し、外商投資を必要とする中西部及び東北
旧工業基地の優位・特色産業について「中西部地域外商投資優位産
業指導目録」
（以下「中西部目録」
）に組み入れました。現在、
「中西
部目録」の改正が進められ、各省もそれぞれの優位産業目録を国家
発展改革委員会に報告しており、近々「中西部目録」が正式に公布
される見込みです。
「中西部目録」の適用範囲として東北、中部、西北、西南の 19 省・
市・自治区が特定されています。外資がこれら地域に「中西部目録」
に該当するプロジェクトに投資した場合、
「2007 年版目録」奨励類
でないプロジェクトでも奨励類の優遇政策が享受できます。ただし、
地域ごとに優位産業が相違しているため、プロジェクトが「中西部目
録」に該当するか否かの判断は、事前に現地主管部門に確認する必
要があります。
加工貿易企業は東部沿海地域に集中しているため、関連産業を中
西部へ移転させることで中西部の経済発展を促す計画です。その政
策の要点は、①東部で新規設立した貿易企業に対し、制限類商品の
加工貿易業務を許可しないこと、②中西部で条件に合致する加工貿
易企業は、銀行の保証金帳簿空転管理注５を実行しなければならない
ことです。
現在、中国では中西部の発展を促し、地域格差を是正することが
重要な課題です。成都や重慶の総合改革実験区が実質的に実行段階
に移り、昨年 12 月に武漢及び長沙の都市圏が総合改革実験区注６とし
て新たに承認されました。固定資産投資増値税額の控除が許可され
る注７など一連の政策によって、中西部への外資進出が期待されます。
東部沿海地域では、外資利用を量から質へと転換させているのに対
し、中西部ではまず外商投資の量の増加させる傾向が見られます。

4. 内外資企業所得税の統合
今回の「企業所得税法」及びその実施条例で内外資企業待遇が統
合されました。企業所得税の税率が 25％に調整されたほか、税引前
控除の統一も注目を集めています。実施条例では、賃金総額の 14％
を超えない従業員の福利費、賃金総額の 2.5％を超えない従業員教
育費注８は税引前控除を認めるとしています。生産経営活動に係る企
業の接待交際費は発生額の 60％が控除され、上限として当該年度
の販売（営業）収入の 5％を超えないものとしています。広告費及び
業務宣伝費は特段の規定がある場合を除き、当該年度の販売（営業）
収入の 15％を超えない部分について、同年度内での控除が認められ
ます。
現在、内資企業に偏るこれらの控除原則は外商投資企業の課税す
べき所得額に影響を与えることから、外商投資企業の財務コストの
増加が懸念されます。また、予納所得税における重大な変化として、
外国企業の国内外商投資企業への投資による配当に対し、従来の免
税から配当の 10％を徴収すると改正されました。これも配当金所得
を利益回収方式とする外国企業の投資所得に直接影響を与えること
になります。
なお、
「企業所得税法」第 6 章「特別納税調整」は、移転価格税
制について規定しており、実施条例第 109 条から第 123 条でさらに
詳細な規定を設けています。具体的には、企業が合理的なビジネス
目的もなく、納税すべき収入または所得額の削減目的で関連企業間
の取引を行った場合、税務機関は合理的方法で価格調整する権利を
有するとしています。これら移転価格税制の強化により、外国企業
は法令順守（コンプライアンス）の課題に直面することになります。

5. 雇用制度の調整
労使関係の重要な調整として「労働契約法」が施行されました。
無固定期限労働契約の締結、期間満了時の経済補償金の支払、終

身雇用を中心とする雇用制度に生まれ変わるなど、企業の義務を強
化する規定もさることながら、労働者自身の権利意識の向上も企業
の労務管理において考慮すべき点となるでしょう。上海市労働仲裁
機構の統計によると、上海地区で仲裁を経た労働紛争の中で、企
業側の敗訴率は 80％以上に達しています。
「労働契約法」施行後、
労働紛争がさらに多発することが予測され、労働制度の整備や法律
知識の習得を含む労働紛争の予防と対応が重要な管理業務となって
きました。
「従業員有給年次休暇条例」によると、08 年 1 月 1 日から外商投
資企業の従業員も 5 ～ 15 日の有給休暇を取得する法定権利を有す
る注９とされ、また、
「全国祝日及び記念日休暇弁法」によって祝日が
追加されました注 10。

6. 外資への影響及び対応
こうした投資環境の変化によって対中投資を躊躇する企業もある
ことは事実ですが、国際的にも日中間の経済補完関係において優位
にある日本企業は、今回の中国の投資政策の調整は動揺するような
ものではないと考えられます。
投資環境の変化から渉外法律業務の変化も生じています。今まで
は外国企業からの投資相談が多く、外商投資企業の設立、合弁交
渉や企業買収などを主要案件として扱ってきましたが、現在は現地
での法律相談が多くなり、国内取引での契約紛争、債権回収、税務
問題、外貨規制、環境法対応、労働管理、税関など国内法問題の
相談が増加しています。
日本企業の投資は中国の WTO 加盟による規制緩和で分野も広が
りました。特に商業分野の規制緩和から、中国での販社設立ラッシ
ュが続きましたが、その反動として 05 年頃から製造業の新規投資
の増加速度が衰え、07 年上半期統計では、日本の対中投資は 2 年
連続で減少しています。また、日本の投資分野が製造業からサービ
ス業へとシフトしていることは明白です。日本企業としては、環境の
変化に適応して、いかに中国でのローカライゼーション（本土化）を
実現するかが課題といえます。
注１ 07 年 10 月に北京で開催の中国共産党第 17 回全国代表大会を指す。党総
書記の報告は今後 5 年間の各種重大政策の権威的発言と見なされる。
注２ 07 年 12 月 10 日の商務部・馬秀紅副部長の「2007 版目録」に関する記者
インタービューでの発言。
注３ いずれも合作に限る。
注４ 税関総署が 07 年 11 月に「
『外商投資指導目録（2007 年改正）
』の執行に関
する問題の公告」を公布。それによると、07 年 12 月から、外商投資主管部門に
より許可された外商投資プロジェクトは、
「2007 版目録」奨励類に属する場合、輸
入関税及び輸入増値税の免除の届け出、審査批准手続きを申請することができる。
なお、02 年 4 月～ 07 年 11 月に許可された奨励類プロジェクトについて、当該プ
ロジェクト企業は 08 年 12 月末までにプロジェクト確認書等関連資料を持って、税
関に税金減免届け出手続きを行わなければならない。
注５ 銀行保証金台帳空転制度とは、企業に輸入部品の関税及び輸入増値税を、
指定銀行にて批准された製造契約に基づいて課し、契約期間満了後、すべての輸
入商品が加工、再輸出された後、消し込みを許可する制度で、
「実転」と比べて企
業の資金に対する圧力を軽減できる。
注６ 07 年 12 月、国は武漢都市圏と長株潭都市群を総合改革試験区として許可。
武漢都市圏とは武漢、黄石、鄂州、黄岡、孝感、咸寧、仙桃、潜江、天門などの
9 都市、長株潭都市群とは長沙、株洲、湘潭など 9 都市を指す。本試験区は中国
の新たな「特区」とされ、各政策面で国のサポートを受ける。
注７ 財政部、国家税務総局が共同で「中部地区増値税控除範囲拡大の暫定弁法」
を公布、07 年 7 月から中部６省の 26 の旧工業都市にある 8 業種の企業を試行企
業とし、その購入した固定資産、寄付及び現物投資により取得した固定資産の進
項税額の控除が許可された。
注８ 2.5％を超える部分は以降の年度で繰越控除が認められる。
注 9 従業員は累計勤務期間が満 1 年以上10 年未満の場合、
有給年次休暇は 5 日、
満 10 年以上 20 年未満の場合は 10 日、満 20 年以上の場合は 15 日となる。
注 10 08 年からメーデーは 3 日から1 日に短縮され、旧暦の清明節、端午節、
中秋節と 3 つの法定祝日を追加。
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中国ビジネス Q&A

2008年の外資法制ー6大注目点
今年から大きく変わる法律環境。外国企業の対中投資に影響を及ぼすポイントを６つに絞り具体
的な変化とその影響を解説する。
中国では、昨年加工貿易政策に関する調整が行われ、12 月 1 日に新しい
「外商投資産業指導目録」が施行されました。
今年 1 月 1 日からは「労働契約法」及び「企業所得税法」、8 月 1 日からは「独占禁止法」がそれぞれ施行されますが、
こうした急速な法律環境の変化は、外国企業の対中投資に影響を及ぼす可能性があると思われます。外商投資に関連
する中国法律環境の具体的変化とその影響について教えて下さい。
昨年 10 月、胡錦涛主席は 17 期党大会注１の基調報告で「加工貿易の構造転換と産業グレードアップの促進、サービ
ス貿易の強化」と「外資利用に関し新機軸を創造して、構造最適化を図り、自主創造、産業グレードアップ、区域の
協調発展など積極的役割を促進する」との方針を示しました。これは今後 5 年間の外資利用の政策を示したものです。
これに呼応して、2007 年に「物権法」、
「企業所得税法」及びその実施条例、
「労働契約法」、
「独占禁止法」などが可
決され、さらに「外商投資産業指導目録」及び加工貿易禁止類と制限類目録に対する修正が行われました。このよう
な法律環境の変化は外国企業に大きな影響を与えることになります。
1. 外商投資産業ガイドライン
07 年 12 月 1 日、新しい「外商投資産業指導目録」( 以下「2007
版目録」) が 04 年修正の旧指導目録（以下「2004 版目録」
）に替わ
り施行されました。中国政府は「2007 版目録」の改正要点を、①
開放領域のさらなる拡大、②外資政策の透明性のアップ、③自主創
造と産業構造最適化の促進、④省エネ・環境保護産業発展の奨励、
⑤均衡的発展の貿易政策の促進、⑥地域の協力発展の促進注２として
います。
「2007 版目録」
は全478 項目、
うち奨励類 351項目、
制限類 87 項目、
禁止類 40 項目です。
「2004 版目録」と比較すると、奨励類では 160
項目が追加、130 項目が修正、80 項目が削除され、制限類と禁止類
ではそれぞれ 9 項目と 5 項目が追加されました。
（表１）
「2007 版目録」の具体的内容は以下のとおりです。
①現代農業や資源再生等新エネルギー業種への投資を奨励し、木本
食用油、調味料と工業原料の栽培、開発及び生産、非在来型石油
資源及びメタンハイドレードの探査、開発注３を奨励類に追加。
②奨励類の製造業と基礎産業の製品ランクを引き上げ、先進技術導
入の要求を追加。ハイテク産業、先端製造、基礎設備などへの投資
を奨励。

③サービス業の開放を拡大。アウトソーシングや現代物流などを奨
励類とし、従来制限類であった貨物リース、貨物運送代理、貿易会
社などは許可類に調整、従来禁止類であった先物取引会社や送電網
建設・経営を初めて対外開放の領域とした。
④技術創造活動への外商投資を奨励。研究・開発センターの建設と
循環経済の発展、クリーン生産と生態環境保護産業を奨励。
⑤単に輸出を奨励する誘導政策を取り止め、長年奨励類としていた
全製品を直接輸出する許可類外商投資プロジェクトを除外。
⑥国の経済安全保障にかかわる基幹産業及び微妙な業種に対し、外
資参入を制限あるいは持ち株比率を制限。
⑦「2004 版目録」にあった「新型」
、
「先進」
、
「大型」
、
「高級」等の
表現を減らし、実施の可能性を図り、具体的適用基準を明確化。
税関総署は「2007 版目録」の奨励類に対する輸入貨物免税政策
を明確にしました（07 年第 67 号公告注４）
。これまで国内資金不足の
解決を原点としていた外資利用政策の重点を、
「2007 版目録」では
効率的な外資利用という方向性を示し、先進技術導入と管理経験移
転、国内産業構造の最適化に移しました。

2. 新しい加工貿易政策

19

－

－

7

3

－

器械計器及び文化、事務用機械製造業 18

－

－

8

－

－

医薬品製造業

16

6

2

16

6

2

交通運輸、倉庫保管及び郵政業

14

7

2

13

7

2

科学研究、技術サービス及び地質踏査 14

3

2

-

-

-

07 年 4 月 5 日、商務部、税関総署、環境保護総局は共同で新し
い加工貿易禁止類目録を公布しました（07 年第 17 号公告）
。この目
録には、新たに 184 の 10 ケタの税関税号商品が追加され、2006
年財税字 139、145 号通知で輸出税払い戻しが取り消された商品を
指しています。その後、07 年 12 月 21 日に最新の加工貿易禁止類目
録が公布され（07 年第 110 号公告）
、589 の 10 ケタの税関税号商
品が追加されました。
07 年 7 月 23 日、商務部、税関総署は共同で新しい加工貿易制限
類目録を明示し、合計 1,853 の 10 ケタの商品税号商品につき加工
貿易での輸出を制限しました
（第 44 号公告）
。また制限類商品に対し、
銀行保証金台帳の移転管理を行い、企業が制限類商品加工貿易に
従事している場合、契約書の届け出手続きの際に台帳保証金を納付
しなければならいないとしました。
加工貿易政策の調整は、貿易黒字の急増を背景に対外貿易の成長
パターンを改善し、加工貿易の構造転換を図る重要政策で、加工企
業をより高いレベルの技術導入、より付加価値のある製造へと発展
させ、加工貿易の持続的発展を目指しています。

…

…

…

78

35

3. 中西部外商投資ガイドライン

表１．
「2007 版目録」と「2004 版目録」の業種比較
業

種

2007年版項目数 2004年版項目数
奨励 制限 禁止 奨励 制限 禁止

専用設備製造業

71

3

1

42

3

－

通信設備、コンピュータ及びその他の
電子設備製造業

35

2

－

30

1

－

交通運輸設備製造業

26

1

－

17

－

－

化学原料及び化学製品製造業

26

10

－

25

7

－

非金属鉱物製品業

20

－

－

9

－

－

汎用機械製造業

…

…

…

…

合 計

351

87

40 257

（注）2007 版目録の奨励類の項目が多い順
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上海市で公布された地方法規及び政府通達

（2007 年 7 ～ 11 月現在）
上海事務所（協力：上海市京達律師事務所）

文件番号

法規・政府通達の名称

滬国税外
［2007］91 号

『外商投資企業が経営
する天然ガスプロジェ
クトの生産性企業に関
する問題の通知』

発布機関

市国税局

『通信事業に従事する
外商投資企業の企業所
得税に関する問題の通
知』

市国税局

－

『上海市・企業の高温
季節手当の基準に関す
る通知』

労働社会保
障局
市総工会
市企業連合
会

滬財企
［2007］28 号

『科技型中小企業の創
業投資に関する指導基
金管理暫定弁法に関す
る通知』

財政局
科学技術委
員会

滬国税外
［2007］92 号

滬府弁発
［2007］33 号

－

『上海市・労働関係の
発展と調和に関する三
年行動計画』

労働社会保
障局

上海市人民
『上海市集団契約条例』 代表大会常
務委員会

発布/施行期日

内容の概略

2007.7.5

天然ガスの加工、加工製品の販売等を経営する外商投資企業、及び
都市ガスの配管、供給網の建設に従事する外商投資企業の営業収入
に対する企業所得税の優遇税制に関する通知で、07 年度の所得より
適用する。

2007.7.5

国家税務総局による同名通知の上海市レベルでの実施通知である。
通信事業を経営する外商投資企業について、①通信用鉄塔、光通信
設備の回線、通信事業で使用する簡易建物、サテライト施設、2G
通信設備、設備サポート用のコンピュータシステム等の固定資産の
減価償却に関する調整、②事業運営で必要とする管理コスト（賃金
/ 福利等）の控除に関する調整、通信企業の分社の交際費に関する
税率の調整等について定めている。本通知は 06 年の納税年度より
実施する。通信事業主必知の通知。

2007.7.11

上海市労働社会保障局が、市総工会 / 企業連合会 / 企業家協会の
意見を聴取して連合で公布した通知で、国務院の労働社会保障部に
よる同名の通知に基づくもの。日中の気温が 35 度以上の夏日で作業
現場の温度を 33 度以下に下げる処置ができない企業は、高温手当
として 10 元 / 日を労働者へ支給するよう義務づけた。従来から実施
してきた 38 度以上に達する場合の休憩措置も改めて指導している。

2007.7.30

国務院が公布した『国家中長期科技発展計画要綱に関する通知』の
上海市での実施通知。科学技術関連プロジェクトのカテゴリーに入
る企業に投資する場合に運用する創業基金に関する通知。基金によ
るサポートを受ける際の申請要件、申請方法、資本参加の条件・方
法について定めた。

2007.7.26

中国共産党 16 大会六中全会で公表された『社会主義と調和社会の
建設に関する重大問題の決定』に基づいて、上海市の労働行政当局
が公布した 07 ～ 09 年の行動計画。
『労働契約法』の施行に先立っ
て当局が示した労働行政計画を明らかにしている。ここでは、①労
働契約制度の全面的な実施（目標は達成率 95％以上）、②集団契約
（労働協約）の締結にかかわる全面的な行政指導、③工会の組織化
指導、④企業賃金制度の見直と賃金アップに関する行政指導の強化、
⑤賃金支給に関する現行法令の見直、⑥企業の労務管理に関する労
働監察制度の強化と徹底等の事項に関する労働行政当局の決意を表
明。本件は法令類ではないが、上海市に登記する外商投資企業の労
務管理に重大な影響を及ぼす行政通達で、内容を十分に理解しなが
ら『労働契約法』の施行に備える必要がある。

2007.8.16

上海市では労働基本法のローカル法として、これまで『上海市労働
契約条例』と『上海市工会条例』を施行しているが、さらに本『集
団契約条例』を公布したことで、三系統の地方基本法が出揃った形
になる。集団契約（労働協約）に関する中央法の『集団契約規定』
は 04 年に修正されたが、この規定は 08 年 1 月の『労働契約法』施
行に伴い修正される見通し（現時点では未修正）。しかし上海市では
『労働契約法』の施行を見越して、08 年 1 月 1 日を施行日とする本『集
団契約条例』を公布、このため、本法令は修正なしに 08 年 1 月 1
日より施行。
『労働契約法』でも集団契約に関する規定が強化され、
さらに前出の
『上海市・労働関係の発展と調和に関する三年行動計画』
でも集団契約の締結は重視されている。上海市に登記する外商投資
企業ではこの地方法令を根拠とした集団契約に関する法律実務が必
要となる。
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滬労保綜発
［2007］31 号

『上海市・最低賃金基
準の調整に関する通
知』

労働社会保
障局

滬労保綜発
［2007］32 号

『上海市・最低時給賃
金基準の調整に関する
通知』

労働社会保
障局

滬国税所一
［2007］241 号

『「企業所得税法」の公
布後に企業に適用する
税収にかかわる法律問
題の通知』

滬労保福発
［2007］46 号

『労災死亡者の扶養家
族見舞金基準の調整に
関する通知』

滬労保福発
［2007］47 号

滬府発
［2007］42 号

『外来従業員の労災死
亡および 7 級より 10
級の後遺障害待遇基準
の調整に関する通知』

『上海市都市土地使用
税実施規定』

市国税局
市地税局

労働社会保
障局

労働社会保
障局

市人民政府

2007.8.22

毎年公布される通知で、07 年 9 月 1 日より企業労働者の最低月額賃
金の基準を従来の 750 元より 840 元に調整。企業は、下記事項を
最低賃金基準額に組み入れず、別途支給しなければならない。①法
定勤務時間を超える超過勤務の報酬。②夜勤班、深夜勤班、及び
高温、低温、坑内、有毒有害など特殊環境下の勤務に従事する場合
の手当。③個人が納付する養老、医療、失業の各保険料、及び住
宅積立金。④補食手当、通勤交通費手当、住宅手当。

2007.8.22

上海市における最低時給賃金基準に関する通知で、非全日制労働者
（パートタイマー）の時給賃金の最低基準額は 9 月 1 日より従来の 6.5
元から 7.5 元に調整。この賃金には企業と個人が納付する社会保険
料は含まない。

2007.8.31

08 年 1 月 1 日施行の『中華人民共和国企業所得税法』は 07 年 3 月
16 日に主席令第 63 号として公布された。本通知は、この新たな税
法の公布後の企業に対する税法上の適用について明らかにしている。
例えば、07 年 3 月 16 日以前に工商登記した企業、同年 3 月 16 日
以降 12 月 31 日までに工商登記した企業についての適用を区別など、
本通知で言及する期間に工商登記している外商投資企業にとっては
必知の通知。

2007.9.6

上海市における労災に関連する規定は『上海市労災保険実施弁法』
（04 年 7 月施行）を基本法として実施。この法令に基づいて、労働
者が労災事故で死亡した場合にその扶養家族は、労災保険基金より
「親族見舞金」を毎月受給できるが、この月基準額に毎月 50 元が増
額される。

2007.9.6

上海市の外省出身者に関する社会保険制度は、
『外来従業人員総合
保険暫行弁法』
（02 年 9 月）を基本法として実施。この『実施細則』
（05 年）では労働者が労災により死亡した場合あるいは中軽度の後
遺障害（7 級より 10 級）となった場合、総合保険基金より葬式補助
金または後遺障害見舞金を一次一括で受給できるが、本通知により
この基準が引き上げられた。死亡した場合は上海市の前年度企業労
働者の月平均賃金額の 120 カ月分、後遺障害見舞金では 7 級で 7 万
元、8 級で 5.2 万元、9 級で 3.5 万元、10 級で 2 万元となる。

2007.11.12

土地使用税に関する中央法の『都市土地使用税暫定条例』に基づい
て上海市で公布されたローカル法。本法令では、都市（城鎮）土地
使用税の納税対象区域を 3 ブロックに分け、さらに免税・減税区域、
納税等級、各等級に応じた税額、土地面積に対する課税額の計算方
法、測量規定等について詳細に規定。本法令は 07 年の納税年度よ
り実施。

注：発布機関はいずれも上海市の立法機関および行政機関である。
外商投資企業にとって留意すべきと思われる法令をまとめたものである。
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加した。このレセプションには韓正上

としないところは感心させられた。

SO 発祥の地である米国と地元中国が

海市長をはじめ、中国身体障害者連合

開幕

式本番では、ジャッキー・

突出した大選手団を組み、米国選手団

チェン（成龍）をはじめ、

が行進を終えてフィールド内に着席する

会鄧

方主席が出席した。

国際的に知名度の高い芸能人やスポー

前に、中国選手団が追いついてしまう

8 万人収容可能な大きさと人の多さに圧

厳重な警備の中、開幕式会場へ入り、

ツ選手が多数登場した。チャン・ツィイー

というハプニングがあった。このことは、

倒された。突然、会場中央に 1 組の男

（章子怡）
、ヴィッキー・チャオ（趙薇）
、

世界の2 大国である米国と中国がこうし

女が現れ、参加者に対する説明が始まっ

カレン・モク（莫文蔚）等の俳優や世界

た国際イベントを通じて一層緊密化する

た。この開幕式は旗を振り、笛を吹き、

的チェリストのヨーヨー・マ（馬友友）
、

ことを想起させる出来事であった。

太鼓を鳴らす観客参加形式で、ブロック

上海出身のＮＢＡプレーヤーのヤオ・ミ

SO の目指すところは、
「アスリートの

ごとに旗の色や笛の音色が異なり、指

ン（姚明）もいた。このように、多くの

健康や体力増進、スキル向上だけでな

示に従って上手に動作や反応がついてい

国際的スターを起用した背景には、国

く、多くの人との交流を通じて彼らの社

けば、それ自体が立派なショーになる演

境や政治を超越する国際イベントとして

会性を育むこと」とされているように、

出がなされていた。各座席には
「応援キッ

の SO という認識の下、世界の華人ネッ

上海でも SO の開催期間中はテレビで

ト」が置かれていて、その中には小道具

トワーク社会に「中華民族」意識を訴

各国の選手等と中国政府要人との交流

が入っていた。この開幕式の事前説明を

える狙いがあったのではないだろうか。

の模様が流されていた。しかし、残念

行った男女は、デビット・ウー（呉大衛）

開幕式にはこうしたスターのほか、胡

なことに競技そのものをテレビで見るこ

とアンジェラ・チョウ（周瑛琦）で、２

錦涛国家主席、アイスランドのグリムソ

とはほとんどなかった。一生懸命競技

人はそれぞれ米国、カナダ出身のスター

ン大統領、フィリピンのアロヨ大統領、

に臨む選手の姿こそ多くの人の感動を

だ。２人とも中国語と英語のバイリンガ

アメリカのアーノルド・シュワルツェネッ

呼ぶと思うのだが、肝心の競技を見る

ルで、香港スターテレビの音楽専門チャ

ガー・カリフォルニア州知事など世界の

機会もなく、形式的な周辺のことばかり

ンネル
「Channel V」の
「チャイニーズトッ

ＶＩＰが集い、日本からは海部俊樹元総

が強調されて終わったとの印象を受け

プ 20」のＤＪを長年務めるなど、中国

理が参加した。胡錦涛主席の開会宣言

たのは、私だけではあるまい。

のみならず東南アジアなど国際華人社

でスタートした開幕式は、前述のスター

会でも広く知られている。この 2 人を起

らによる出し物が披露された。各国の

用して、事前説明を単なる事務的なもの

選手・ボランティア団の入場行進では、

参加者が続々と入場

参考：
「認定 NPO 法人スペシャルオリン
ピックス日本」
ホームページ http://www.son.or.jp/

中国身体障害者連合会鄧 方主席

オリンピックス夏季世界大会・上海
上海事務所長

後藤雅彦
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八万人体育場はとにかく広くて大きい

2 ～ 11 日、
「2007 年スペ

10月

余り知られていない。SO とは、知的発

ンピック委員会（IOC）と「オリンピック」

シャルオリンピックス夏季

達障害のある人たちに、年間を通じて

の名称使用や相互の活動を認め合う議

世界大会・上海」が上海で開催された。

様々なスポーツトレーニングとその成果

定書を締結した。本部は米国ワシントン

08 年北京オリンピック、2010 年上海万

の発表の場である競技会を提供してい

D.C. にあり、06 年末現在 165 カ国以上

博という２大ビッグイベントに比べれば

る国際的なスポーツ組織で、故ケネディ

の約 250 万人のアスリートと 70 万人の

話題としては小さいが、国際的ビッグイ

大統領の妹ユニス・ケネディ・シュライ

ボランティアが活動に参加している。

ベントであることは間違いない。

バー夫人が、1962 年に自宅の庭を開放

開幕式は 10 月 2 日に上海市中心街

当地スペシャルオリンピックス委員会

し開いたデイ・キャンプが SO の始まり

の「八万人体育場」で開催された。開

から上海日本商工クラブに参加要請が

だ。その後、
68 年にジョセフ・P・ケネディ

幕式は午後 7 時であったが、各国招待

あり、同クラブ常任顧問として開幕式に

Jr. 財団の支援により組織化されて「スペ

参加者は午後 2 時に市内ホテルに集合、

参加する機会を得た。そもそも日本で

シャルオリンピックス」となり、全世界

そこから会場の隣にあるホテルに向か

はスペシャルオリンピックス（SO）自体

に広がっていった。88 年には国際オリ

い、そこで開幕式前のレセプションに参

知られざる 2007年スペシャル
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渡所得は投資先企業の所在地に基づき確定す

づき確定する。

第一節 一般規定

30
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確定する。

づき確定する。

（一）物品販売所得は、取引活動の発生地に基

き確定する。

（二）労務提供所得は、労務の発生地に基づ

動産の所在地に基づき確定し、動産譲渡所得

（三）財産譲渡所得は、不動産譲渡所得は不

る。

月 日、国務院第 197 回常務委員会可決）

第五条 企業所得税法第二条第三項に規定す

（四）株式利子・配当金等の権益性投資所得は、

（2007 年

る機構、場所とは、中国国内で生産経営活動

所在地に基づき確定し、権益性投資の資産譲

は動産を譲渡する企業あるいは機構、場所の

に従事する機構、場所を指し、以下を含むと

する。

所得は、これらの所得を負担し支払う企業あ

（五）利息所得、賃貸料所得、特許権使用料

所得を配当をする企業の所在地に基づき確定
（二）工場、農場、天然資源を採掘する場所

する。

（三）労務を提供する場所

（五）その他の生産経営活動に従事する機構、

（六）その他の所得は、国務院財政、税務主

または所得を負担し支払う個人の居住地に基
場所

第八条 企業所得税法第三条に規定する実質

るいは機構、場所の所在地に基づき確定し、

法律、行政法規の規定に基づき設立された個

国国内での生産経営活動に従事する時、単位

に従事する工事作業の場所

人独資企業、パートナーシップ企業を指す。

あるいは個人に経常的に契約締結を代理する

的な関連とは、非居住者企業が中国国内に設

（四）建築、据付、組立、修理、実地調査等

第三条 企業所得税法第二条に規定する、法

立した機構、場所が所得を得るための株式持

第二条 企業所得税法第一条に規定する個人独

律に基づいて中国国内に設立された企業とは、

る場合等が含まれ、当該営業代理人は非居住

こと、あるいは貨物の保管、交付等を委託す

分、債権を保有すること、あるいは所得を得

管部門が確定する。

中国の法律、行政法規に従って中国国内に設

るための財産等を所有、管理、支配すること

を指す。

受贈益及びその他の所得を含む。

及び費用は、代金を受払いしたか否かにかか

の発生主義を原則とし、当期に帰属する収入

第二章 課税所得額

第七条 企業所得税法第三条に規定する中国

第九条 企業の課税所得額の計算は、権利責任

国内、国外源泉の所得は、以下の原則に従い

利子所得、賃貸料所得、特許権使用料所得、

所得、株式利子・配当金等の権益性投資所得、

は、物品販売所得、労務提供所得、財産譲渡

第六条 企業所得税法第三条に規定する所得

非居住者企業が営業代理人に委託して中

立された、企業、事業単位、社会団体、及び

者企業が中国国内に設立した機構、場所と見

を行う機構を指す。

財産等に対し実質的に全面的な管理及び支配

の管理機構とは、企業の生産経営、人員、財務、

第四条 企業所得税法第二条に規定する、実際

を得るその他の組織を含む。

区）の法律に基づき設立された企業及び収入

区）
の法律に従い設立された企業とは、
外国（地

企業所得税法第二条に規定する、外国（地

収入を得るその他の組織を含む。

なされる。

資企業、パートナーシップ企業とは、中国の

本条例を制定する。

（一）管理機構、営業機構、事務機構

28

第一条『中華人民共和国企業所得税法』
（以下

11

「企業所得税法」と略称する）の規定に基づき、

第一章 総則

中華人民共和国企業所得税法実施条例

07 年 3 月に公布され、本年 1 月から施行された新「企業所得税法」の実施条例が 07
年 12 月 6 日に公布された。合わせて、これまでの優遇税制に対する過渡的措置に関する
2 つの通知、
「企業所得税過渡的優遇政策実施に関する通知」及び「経済特区、上海浦東
新区で 新設されるハイテク企業に対する過渡的税優遇措置実施に関する通知」が出された。
「企業所得税法実施条例」では福利、教育費、交際費、広告宣伝費などの損金算入の基
準や優遇税制対象である農林牧漁業、インフラ建設、環境 ･ 省エネ、技術革新などに対す
る具体的内容が示されたほか、減価償却期間、配当等への課税率、移転価格税制の強化な
どが盛り込まれた。過渡的優遇措置に関する通知では、これまでの 15％優遇税制を今後
5 年間で 25％まで漸増していく規定や経済特区、浦東新区でのハイテク企業の「2 免 3 減」
等の優遇措置の扱いについて明示された。
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使用に供するが権益性投資を構成しない、あ

規定する利息収入とは、企業が資金を他者の

第十八条 企業所得税法第六条第（五）号に

企業資産の棚卸差益収入、期限を過ぎても返

号に定める収入以外のその他の収入を指し、

る企業所得税法第六条第（一）号から第（八）

に規定するその他の収入とは、企業が取得す

第十三条 企業所得税法第六条に規定する、

及び関連の権益等を含む。

企業が非貨幣形式を以って取得した収入は、

期に帰属しない収入及び費用は、当期に代金
を受払いしたとしても、当期の収入及び費用

わらず、全て当期の収入及び費用とする。当

としない。但し、本条例及び国務院財政、税

不能な未払代金項目、貸倒損失処理後に回収

却されない包装物の保証金収入、確実に返済

した売掛金、債務再編収入、補助金収入、違

るいは他者が当該企業の資金を占用すること

貸付金利息、債券利息、延払金利息などの収

約金収入、為替収益等を含む。

利息収入は、契約に定める債務者が利息を
支払うべき期日を収入の実現と確定する。

に区分して収入を確定することができる。

第二十三条 企業の下記生産経営業務は各期

入を含む。

に起因して取得する収入を指し、預金利息、

公正価格に基づき収入額を確定する。
基づいて確定した価額を指す。

前項に規定する公正価格とは、市場価値に

務主管部門が別途規定する場合を除く。
第十条 企業所得税法第五条に規定する欠損
第十四条 企業所得税法第六条第（一）号に規

とは、企業が企業所得税法及び本条例の規定
に従い、各納税年度ごとの収入総額から非課
定する物品販売収入とは、企業が商品、製品、

契約で約定する代金の受取期日を以って収入

（一）割賦販売方式により物品を販売する場合、

原材料、包装物、低額消耗品及びその他棚卸

第十九条 企業所得税法第六条第（六）号に

税収入、免税収入及び各種の控除費用を減額

規定する賃貸料収入とは、企業が固定資産、

を確定する。

資産を販売することによって取得した収入を

包装物あるいはその他有形資産の使用権を提

指す。

した後零を下回る金額を指す。
第十一条 企業所得税法第五十五条に規定する
清算所得とは、企業の全資産の正味実現可能

組立工事の業務に従事しあるいはその他労務

飲食宿泊、仲介代理、衛生保険、地域サービス、

体育、科学研究、技術サービス、教育研修、

権、非特許技術、商標権、著作権及びその他

規定する特許権使用料収入とは、企業が特許

第二十条 企業所得税法第六条第（七）号に

加工製造を受託した場合、及び建築、据付、

第十五条 企業所得税法六条第（二）号に規

を提供する等で、継続して カ月を超過する

（二）企業が大型機械設備、船舶、航空機の

定する労務提供収入とは、企業が建築・据付、

貸料を支払うべき期日を以って収入の実現と

旅行、エンターテイメント、加工及びその他の

賃貸料収入は、契約に約定する賃借人が賃

価格あるいは取引価格から資産の純額、清算

確定する。

供して取得した収入を指す。

費用及び関連する税金・費用等を控除した後

金融保険、郵便・電信、コンサルティング、文化・

修理・補修、交通運輸、倉庫保管賃貸・リース、

累計額及び積立金累計額の中から取得する部

る残余財産のうち、被清算企業の未分配利益

労務サービス活動により取得した収入を指す。

投資側企業が被清算企業から分配を受け

の残額を指す。

分は配当所得と確定しなければならない。残

場合、納税年度内の進捗度あるいは完成した

作業量に基づき収入の実現と確定する。

第二十四条 製品の分配（現物支給）方式に

余財産から上記の配当所得を控除した後の残

する。

その収入額は製品の公正価格に基づいて確定

より収入を得た場合、企業が製品を分配によ

特許権使用料収入は、契約に約定する特

って取得した期日により収入の実現を確定し、

第十六条 企業所得税法第六条第（三）号に

許権使用者が特許権使用料を支払うべき期日

特許権の使用の権利を提供することにより取
規定する財産譲渡収入とは、企業が固定資産、

を以って収入の実現と確定する。

得した収入を指す。

る部分は、投資資産譲渡所得あるいは損失と

生物資産、無形資産、持分、債権等の財産譲

額は、投資原価部分を超過したあるいは下回
確定しなければならない。

渡により取得した収入を指す。

第二節 収入

規定する株式利子・配当金等の収益性投資収

第十七条 企業所得税法第六条第（四）号に

の他の企業、組織あるいは個人から無償で提

規定する受贈益収入とは、企業が受取ったそ

第二十一条 企業所得税法第六条第（八）号に

るいは利益分配等の用途に用いた場合、物品

賛助、資金募集、広告、見本、従業員福利あ

た場合、及び貨物、財産、労務を寄贈、返済、

第二十五条 企業で非貨幣資産の交換が発生し

業が取得した貨幣形式による収入には、現金、

益とは、企業が権益性投資によって被投資者

第十二条 企業所得税法第六条に規定する、企

保有する予定の債券投資及び債務免除などを

銀行預金、売掛金、受取手形、及び満期まで

販売、財産譲渡あるいは労務の提供と見なし、
た時点を以って収入の実現と確定する。

第二十六条 企業所得税法第七条第（一）号に

する場合を除く。

但し、国務院財政、税務主管部門が別途規定

第二十二条 企業所得税法第六条第（九）号

受贈益収入は、受贈する資産を実際受取っ

供される貨幣資産、非貨幣資産を指す。
は、国務院財政、税務主管部門が別途規定す

株式利子・配当金等の権益性投資収益と

から取得した収入を指す。

取得した非貨幣形式による収入には、固定資

た時点をもって収入の実現と確定する。

る場合を除き、被投資者が利益配当を決定し

企業所得税法第六条に規定する、企業が

含む。

満期まで保有する予定のない債券投資、労務

産、生物資産、無形資産、持分投資、棚卸資産、
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連する資産原価に計上すべきであり、発生当

降の納税年度に全てあるいは一部回収された場

はならない。

た合理的かつ資本化する必要がない借入費用

第三十七条 企業の生産経営活動において生じ

は控除することができる。

合、当期の収入に計上しなければならない。

第三十三条 企業所得税法第八条に規定する

企業の非課税収入を支出に用いることによ

期に直接控除してはならない。

その他の支出とは、原価、費用、税金、損失

等の関連規定に基づき、政府に代わり受領す

生産経営活動に関連する、合理的な支出を指

状態になる棚卸資産を購入・建造するために

以上の建造期間を経て予定された販売可能な

中に発生した合理的な借入費用は、資本的支

借入れを行う場合、関連資産の購入建設期間

す。

第三十四条 企業で発生した合理的な賃金給

第三十一条 企業所得税法第八条に規定する税

本養老保険費、基本医療保険費、失業保険費、

び基準に従って、従業員のために納付する基

るいは省レベルの人民政府が規定する範囲及

第三十五条 企業が国務院の関連主管部門あ

同類の貸付金利率に基づき計算される金額を

かかる利息支出のうち、金融企業の同時期・

（二）非金融企業の非金融企業からの借入れに

行した債券の利息支出。

る専門的用途を有する財政資金を指す。

金とは、企業で実際に発生した、企業所得税

保険費及び住宅積立金は控除することができ

労働災害保険費、生育保険費などの基本社会

た財政性資金を指す。

企業が投資者あるいは従業員に支払う補充

元に換算して生じた為替損失は、既に関連す

を期末人民元為替レートの中間値により人民

年度終了時の人民元以外の貨幣性資産、負債

種の従業員に支払う人身安全保険費及び国務

第四十条 企業で発生する従業員の福利費用の
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規定する財政交付金とは、各階層の人民政府
機関が予算管理に対し組み入れられた事業単

は相応の減価償却費、償却費を計算し控除し

って形成した費用あるいは財産は、控除あるい

位、社会団体等の組織に対して割当てる財政
主管部門が別途規定するものは除外する。

資金を指すが、国務院及び国務院財政、税務

以外の、企業が生産経営活動おいて発生する

企業所得税法及び本条例で別途規定するも

企業が固定資産及び無形資産及び カ月

てはならない。

る行政事業性料金とは、法律法規などの関連
税金、損失及びその他支出は重複して控除し

のを除き、企業で実際に発生した原価、費用、

企業所得税法第七条第（二）号に規定す
規定に基づき、国務院が規定する認可手続に
てはならない。

従い、社会公共管理の実施、並びに公民、法
人あるいはその他の組織に対する特定公共サ

出として、関連する資産の原価に計上しなけ

ればならない、本条例規定に従って控除する。

第三十八条 企業の生産経営活動において発生

前項に規定する賃金給与とは、企業が納税

与は、控除することができる。

する以下の利息支出は、控除することができ

第二十九条 企業所得税法第八条に規定する

る。

受領し、並びに財政管理に組入れられる費用

ービスの提供過程において、特定の対象より

賞与、手当、補助金、年末臨時賞与、残業代

形式による全ての労働報酬を指し、基本給、

かる利息支出、金融企業の各種預金利息及び

（一）非金融企業の金融企業からの借入金にか

年度毎に本企業に勤務するあるいは雇用関係

及び在職あるいは雇用に関係するその他の支

にある従業員に支払う、現金あるいは非現金

他費用を指す。

出を含む。

原価とは、企業の生産経営活動において発生

第三十条 企業所得税法第八条に規定する費

した売上原価、販売原価、業務支出及びその

用とは、企業の生産経営活動において発生し

を指す。

企業所得税法第七条第（三）号で規定す

た販売費用、管理費用及び財務費用を指し、

る政府関係基金とは、企業が法律、行政法規

る国務院が規定するその他の非課税収入とは、

原価に計上した関連費用は除く。

及び控除が認められた増値税以外の各種税金

専門的な用途を規定しかつ国務院の認可を得

及びその附加費を指す。

超えない部分。

第二十七条 企業所得税法第八条に規定する

税務主管部門が規定する範囲と基準内におい

養老保険費、補充医療保険費は、国務院財政、

第三十九条 企業の貨幣取引において及び納税
損失とは、企業の生産経営活動において発生

る。

した固定資産及び棚卸資産の棚卸差損、破損、

関係する支出とは、収入の取得に直接的な関
企業所得税法第八条に規定する合理的な

院財政、税務主管部門が規定する控除可能な

連性を有する支出を指す。
支出とは、生産経営活動において通常見られ

る資産の原価に計上するもの及び所有者に利
廃棄損失、財産譲渡損失、陳腐化損失、貸倒

益分配を行った関連部分を除き、控除するこ
企業で発生した損失から責任者による賠償

とができる。
及び保険賠償金を控除した後の残額は、国務

第三十六条 企業が国家規定に従い、特殊な職

て、控除することができる。

る、当期の損益あるいは関連する資産原価に

損失、及び自然災害等不可抗力による損失及

第二十八条 企業で発生した支出は収益性支出

は控除することができる。

及び資本性支出に分けなければならない。収

いは従業員に支払う商業保険料は、控除して

支出は、賃金給与総額の ％を超えない部分
企業が既に損失として処理した資産は、以

その他商業保険料を除き、企業が投資者ある
性支出は各期に区分して控除し、あるいは関

院財政、税務主管部門の規定に従い控除する。

びその他の損失を指す。

計上すべき必要かつ正常な支出を指す。

第三十二条 企業所得税法第八条に規定する

第三節 控除

コールローン利息支出、企業が許可を経て発

企業が取得し、国務院財政、税務主管部門が

企業所得税法第七条第（二）号に規定す

12

益性支出は発生した当期に直接控除し、資本
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途規定する場合を除き、企業で発生した従業

第四十二条 国務院財政、税務主管部門が別

ることができる。

賃金給与総額の２％を超えない部分は控除す

第四十一条 企業が支給する労働組合経費は、

て控除しなければならない。

ついて、減価償却費を取上げ、各期に応分し

従ってリース固定資産の価値を構成した部分に

固定資産が生じたリース費の支出は、規定に

（二）ファイナンスリース方式により賃借した

ス期間に応じて均等に控除する。

た固定資産が生じたリース費の支出は、リー

（一）オペレーティングリース方式により賃借し

費は、下記の方法に従って控除する。

は営利組織にも帰属しないこと

（五）終了後の剰余財産はいかなる個人あるい

人の設立目的の事業に用いること

（四）収益及び運営上の剰余金は主に当該法

人に帰属すること

（三）全ての資産及びその価値の増加は当該法

としないこと

（二）公益事業の発展を旨とし、営利を目的

と

準とする。

棚卸資産等が含まれ、取得原価を課税算定基

物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、

第五十六条 企業の各種資産は、固定資産、生

税務主管部門の規定により損益と確定する場

産の価値増加あるいは損失は、国務院財政、

企業が各種資産を保有する期間で生じる資

産を取得した時に実際に生じた支出を指す。

前項で述べる取得原価とは、企業が各種資

第四節 資産の税務処理

員の教育経費支出は、賃金給与総額の２・５

と

（六）設立目的と無関係の業務に従事しないこ

第五十七条 企業所得税法第十一条に規定する

合を除き、当該資産の税額算定基準を調整し
体の財産分配に関与しないこと

固定資産とは、企業が製品生産、労務提供、

てはならない。

第四十九条 企業間で支払う管理費用、企業

政部門等の登録管理部門と共に規定したその

（九）国務院財政、税務主管部門が国務院民

（七）健全な財務会計制度を有すること

内部の営業機構間で支払う賃貸料及び特許権

（八）寄贈者がいかなる形式においても社会団

使用料、並びに非銀行企業内の営業機構間で

護支出は控除することができる。

第四十八条 企業で発生した合理的な労働保

％を超えない部分を控除することができ、超
過部分は以降の年度に繰越して控除すること
ができる。
第四十三条 企業で発生した生産経営活動と
関係のある交際費支出は、発生額の ％を控
入の０・５％を超えてはならない。

除することができるが、当年売上（営業）収

リースあるいは経営管理のために所有する、

使用期間が カ月を超える非貨幣性資産を指

他の条件。

は、年度利益総額の ％を超えない部分を控

第五十三条 企業で発生した公益性寄贈支出

びその他生産経営活動に関係する設備、器具、

し、建物、構築物、機器、機械、運輸工具及

支払った利息は、控除してはならない。
第五十条 非居住者企業が中国国内に設立し

第四十四条 企業の各納税年度で生じた、条件
た機構、場所において、その中国国外の総機

を指す。

制度の規定に従って算定する、年度会計利益

算定基準を確定する。

第五十八条 固定資産は以下の方法により税額

工具等を含む。

務院財政、税務主管部門が別途規定する場合

計範囲、定額、分配基準及び方法等の証明書

年度利益総額とは、企業が国家統一の会計

除することができる。

類を提供でき、並びに合理的に配分できる場

関係する費用は、総機構が発効する費用の集

構で発生した、当該機構、場所の生産経営と

に合致する広告費及び業務宣伝費支出は、国
を除き、当年売上（営業）収入の ％を超え
ない部分を控除することができ、超過部分は
以降の年度に繰越して控除することができる。

に規定する賛助支出とは、企業で発生する生

第五十四条 企業所得税法第十条第（六）号

該資産に直接帰属する他の支出を以って税額

産が予定した用途に供するまでに生じた、当

及び支払った関連する税金支出並びに当該資

（一）外部から購入した固定資産は、購入価格

産経営活動とは無関係の各種の非広告的性質

合、控除することができる。
第五十一条 企業所得税法第九条に規定する公

を有する支出を指す。

第四十五条 企業が法律、行政法規の関連規定
用いる特定資金は控除することができる。上

益性寄贈とは、企業が、公益性社会団体ある

に発生した支出を以って税額算定基準とする。

（二）自ら建設した固定資産は、竣工決算前

の算定基準とする。

いは県レベル以上の人民政府及びその部門を

第五十五条 企業所得税法第十条第（七）号

記の特定資金を取得した後、用途を変更した

通じ、
『中華人民共和国公益事業寄贈法』に
規定する公益事業に用いる寄贈を指す。

約において支払総額が未約定である場合は、

費用を以って税額算定基準とする。リース契

賃借人のリース契約締結の過程で生じた関連

資産は、リース契約で約定する支払総額及び

資産の減損引当、リスク引当等の準備金支出

（三）ファイナンスリースにより賃借した固定
性社会団体とは、同時に以下の条件に合致す

を指す。

財政、税務主管部門の規定に合致しない各種
る基金会、慈善組織などの社会団体を指す。

に規定する未承認の引当金支出とは、国務院

（一）法に従い登録され、法人資格を有するこ

第五十二条 本条例第五十一条に規定する公益

第四十七条 企業が生産経営活動の必要に応じ

る。

従って納付した保険料は控除することができ

第四十六条 企業が財産保険に加入し、規定に

場合は控除してはならない。

に従い引当てた、環境保護、生態系回復等に

12

て賃借した固定資産を賃借し、支払うリース
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（五）電子設備の場合３年とする。
第六十一条 石油、天然ガス等の鉱産資源の採

きる。

の譲渡あるいは清算時に、控除することがで

外部から購入した暖簾の支出は、企業全体

却の最短償却年数は以下の通りとする ：

第六十四条 生産性生物資産における減価償
（一）林木類の生産性生物資産は 年とする

及び第（二）号に規定する固定資産の改良支

企業所得税法第十三条第（一）号に規定す

る支出は、固定資産の見積使用可能年数に基

改造の固定資産の使用年数が延長となる場

準とする。

時に以下の条件に合致する支出を指す。

号に規定する固定資産の大修理支出とは、同

第六十九条 企業所得税法第十三条第（三）

企業所得税法第十三条第（三）号に規定

する支出は、固定資産の使用可能年数に基づ

いて償却する。

第七十条 企業所得税法第十三条第（四）号

投資あるいは譲渡を受けた無形資産は、関

第七十一条 企業所得税法第十四条に規定する

は、支出が発生した月の翌月から期間償却し、

に規定するその他長期前払費用とすべき支出

連法規あるいは契約書において使用年数が約

投資資産とは、企業の対外的な権益性投資及

34
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当該資産の公正価格及び賃借人のリース契約
締結の過程において生じた関連費用を以って
税額算定基準とする。

出とは、建物、構築物の構造改変、使用年数

第六十八条 企業所得税法第十三条第（一）号

第六十五条 企業所得税法第十二条に規定す

（二）畜類の生産性生物資産は３年とする

る無形資産とは、企業が製品生産、労務提供、

する前に生じた費用及び関連固定資産の控
除、償却方法は、国務院財政、税務主管部門

掘に従事する企業における、商業生産を開始

が別途に規定する。

産の再調達価格を以って税額算定基準とする。
務再編等の方式により取得した固定資産は、

物形態を有さない非貨幣性長期資産を指し、

の延長等により発生する支出を指す。

第六十二条 生産性生物資産は、以下の方法を

貸与、または経営管理のために保有する、実

を以って税額算定基準とする。

特許権、商標権、著作権、土地使用権、非特

づき、償却を行う。第（二）号に規定する支

以って税額算定基準とする。

き、償却を行う。

（六）改造した固定資産は、企業所得税法第

第六十六条 無形資産は以下の方法を以って税

に延長しなければならない。

農産品の産出、労務の提供あるいはリースの

おいて当該資産が資本化の条件に合致した後、

（二）自ら開発した無形資産は、開発過程に

接帰属するその他の支出を以って税額算定基

た用途に供するまでに生じた、当該資産に直

使用を停止した固定資産は、使用を停止した

炭林、産畜及び役畜などを含む。

ために所有する生物資産を指し、経済林、薪

前項で称する生産性生物資産とは、企業が

出は、契約で約定する残余リース期間に基づ
額の算定基準とする。

合、企業所得税法第十三条第（一）号及び第

許技術、暖簾などを含む。

定基準とする。

（二）号の規定を除き、減価償却年数を適切

買対価及び支払った関連税額を以って税額算
（二）寄贈、投資、非貨幣性資産の交換、債

及び支払った関連税金及び当該資産が予定し

（一）外部から購入した無形資産は、購入対価

（一）外部から購入した生産性生物資産は、購

務再編等の方式により取得した生産性生物資

十三条第（一）号及び第（二）号に規定する

産は、当該資産の公正価格と支払った関連税

出を以って税額算定基準とする。
第五十九条 固定資産は定額法に基づき算定し
企業は固定資産の使用を開始した翌月か

月の翌月から減価償却の計上を停止しなけれ

を以って、税額算定基準とする。

年以上延長となる

（二）修理後の固定資産の使用可能年数が２

以って、税額算定基準とする。

額算定基礎額の ％以上に達する

第六十三条 定額法に基づき算定した減価償

務整理等の方式により取得した無形資産は、

（三）寄贈、投資、非貨幣性資産の交換、債

（一）修理支出が、固定資産を取得した時の税
却額生産性生物資産は、控除することができ

予定された用途に達するまでに生じた支出額

き、固定資産の残存価額を合理的に確定しな

る。
の翌月から減価償却の計上を開始しなければ

当該資産の公正価格及び関連する支払税額を

ければならない。固定資産の見積残存価額は

第六十条 国務院財政、税務主管部門が別途

第六十七条 無形資産は定額法により算定した

使用を停止した月の翌月から減価償却の計上

ならない、使用を停止した生産性生物資産は、

無形資産の償却年数は 年を下回ってはな

定されている場合には、規定あるいは約定の使

期間償却年数は３年を下回ってはならない。
生物資産の見積残存価額は一旦確定後、変更

の合理的に確定しなければならない。生産性

用年数に基づき償却することができる。

らない。

50
してはならない。

況に基づき、生産性生物資産の見積残存価額

企業は生産性生物資産の性質及び使用状

償却費用を控除することができる。

計算の最低年数は以下のとおりとする ：

企業は生産性生物資産の使用を開始した月

一旦確定すれば、変更してはならない。

企業は固定資産の性質及び使用状況に基づ

ばならない。

ら減価償却の計上を計算しなければならない。

金費を以って、税額算定基準とする。

た減価償却額を控除することができる。

支出を除き、改造過程において生じた改造支

当該資産の公正価格と支払った関連税金費用

（五）贈与、投資、非貨幣性資産の交換、債

（四）棚卸差益の固定資産は、同類の固定資

10

を停止しなければならない。

に規定する場合を除き、固定資産の減価償却
（一）建物、構築物の場合 年とする。
及びその他生産設備は 年とする。

（二）航空機、鉄道車両、船舶、機器、機械

家具の場合５年とする。

（三）生産、経営業務に関連する器具、工具、

具の場合４年とする。

（四）航空機、鉄道車両、船舶以外の運搬工

10

20
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企業が投資資産を譲渡あるいは処分するに
ら、規定に基づいて控除した減価償却、減耗、

簿価とは、関連資産、財産の税額算定基準か

る資産の簿価及び第十九条に規定する財産の

第七十四条 企業所得税法第十六条に規定す
以下のとおりである。

所得項目ごとに分けずに計算する。計算式は

除限度額は国（地区）ごとに分けて計算し、

によって取得した利息収入を指す。

院財政部門の発行した国債から保有すること

号に規定する国債利息収入とは、企業が国務

る課税所得額額÷中国国内、国外課税所得額

した納付税総額×某国（地区）に源泉を有す

企業所得税法及び本条例規定に基づいて計算

居住者企業が他の居住者企業に直接投資して

の株式利子・配当金等の権益性投資収益とは、

号に規定する、条件に合致する居住者企業間

第八十三条 企業所得税法第二十六条第（二）

び債権性投資により形成される資産を指す。
際しては投資資産の原価を控除することがで

第七十五条 国務院財政、税務主管部門が別
総額

十六条第（二）号及び第（三）号に規定する

控除限度額＝中国国内外の課税所得額を

きる。

途規定する他、企業の再編過程において、取

株式利子、配当金等の権益性投資収益には、

源泉所得について、中国国外で既に納付した

する株式を連続 カ月未満保有し、取得した

居住者企業が公開発行され、かつ上場・流通

償却、引当金等を控除した後の残額を指す。

（一）現金払方式により取得した投資資産は、
引発生時に関連資産の譲渡所得あるいは損失

第七十九条 企業所得税法第二十三条に規定

投資資産は以下の方法に基づき原価を確定

購入対価を以って原価とする。

する五カ年度とは、企業が取得した中国国外

する。

（二）現金払以外の方式によって取得した投資
づき改めて税額算定基準を確定しなければな

が確認された場合、関連資産は取引価格に基

企業所得税的性質を有する税額の控除限度額

を超過した年の翌年から起算して、連続する

投資収益を含まない。

る直接的な支配とは、居住者企業が直接、外

第八十条 企業所得税法第二十四条に規定す

は、同時に以下の条件を満たす組織を指す。

号に規定する、条件に合致する非営利組織と

第八十四条 企業所得税法第二十六条第（四）
第七十六条 企業所得税法第二十二条に規定

５カ年の納税年度を指す。

する所得税額の計算式は下記のとおりとする。

企業所得税法第二十四条に規定する間接

的な認定方法は国務院財政、税務主管部門が

定款に規定する公益性あるいは非営利性事業

する合理的な支出を除き、全て登録あるいは

（三）取得した収入のうち、当該組織と関係

いる。

（二）公益性あるいは非営利性活動に従事して

履行している。

（一）法に従い非営利組織としての登記手続を

的な支配とは、内国企業が間接的に外国企業

す。

国企業の ％以上の持分を所有することを指

公式中の減免税額及び控除税額とは、企業

額－控除税額

納付税額＝課税所得額額×適用税率―減免税

第三章 納付税額

らない。

取得する投資収益を指し、企業所得税法第二

税金・費用を原価とする。

資産は、当該資産の公正価格と支払った関連

第七十二条 企業所得税法第十五条に規定す
る棚卸資産とは、企業が販売目的で保有する
製品あるいは商品、生産過程における仕掛品、
生産あるいは労務提供過程において費消する
棚卸資産は以下の方法を以って、原価と確

材料及び物品等を指す。
定する。

所得税法及び国務院の税収優遇規定に基づき

の持分を ％以上所有することを指し、具体

（一）現金払方式により取得した棚卸資産は、
る。

減額、免除、控除される納付税額を指す。

購入対価と支払った関連税金費用を原価とす
（二）現金払方式以外で取得した棚卸資産は、

別途規定する。

（四）財産及びその収益を配当に用いない。

第七十七条 企業所得税法第二十三条に規定

第八十一条 企業が企業所得税法第二十三条、

組織の登記抹消後の残余財産は、公益あるい

（五）登録あるいは定款の規定に基づき、当該

費用を原価とする。

第二十四条の規定に基づき企業所得税額を控

に用いる。

除するにあたっては、中国国外税務機関が発

する国外で既に納付した所得税額とは、企業
び関連規定に基づき納税する義務がありかつ

の中国国外源泉所得を中国国外の税収法規及
実際に納付した、企業所得税の性質を有する

は、産出あるいは収穫過程において生じた材
要支出額を以って、原価とする。

（七）従業員の賃金福利費用支出が規定の割

い。

し、いかなる財産権も留保あるいは享受しな

（六）投資者は当該組織に投入した財産に対

ある組織に贈与し、かつ社会に公告される。

機構によって当該組織と性質や趣旨が同じで
第七十八条 企業所得税法第二十三条に規定

は非営利目的に用いるか、あるいは登記管理

する税額控除限度額とは、企業の中国国外源

行する税額計算対象年度が記載された納税証

資産の原価算定方法は、先入先出法、加重平

第八十二条 企業所得税法第二十六条第（一）

第四章 税収優遇

憑を提出する。

料費、人件費及び配賦される間接費用等の必

（三）生産性生物資産により収穫した農産品

当該棚卸資産の公正価格と支払った関連税金

12

税額を指す。

均法及び個別法のうちからいずれか一つを選択

泉所得を企業所得税法及び本条例の規定に基

第七十三条 企業が使用あるいは販売する棚卸

する。計算方法を一旦選択した後、みだりに

づいて算定した納付税額を指す。国務院財政、
税務主管部門の別途規定を除き、当該税額控

変更してはならない。
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減免税期間内に譲渡した場合、譲受者は譲渡

条に規定する減免税優遇の享受項目に基づき、

第八十九条 本条例第八十七条及び第八十八

（二）その他企業の場合、年度課税所得額が

場合

えない、資産総額が 3000 万元を超えない

万元を超えない、従業員数が 100 人を超

（一）工業企業の場合、年度課税所得額額が

第八十七条 企業所得税法第二十七条第（二）

を受けた日より起算して、残余期間内であれ

受してはならない。

号に規定する、国家が重点的に支援するイン

合内に制御され、形を変えて当該組織資産の
前項に規定する非営利組織の認定管理弁法
フラストラクチャープロジェクトとは、
《インフ

減免税期間の満期後に譲渡した場合、譲受者

合

い、資産総額が 1000 万元を超えない場

財産を分配しない。

連部門と共同で制定する。

は、国務院財政、税務主管部門が国務院の関

万元を超えない、従業員数が 人を超えな

遇目録》に規定する埠頭、飛行場、鉄道、道

らない。

は当該項目の減免税優遇を再度享受してはな

ば規定の減免税優遇を享受することができる。

路、都市公共交通、電力、水利等のプロジェ

ラストラクチャープロジェクトの企業所得税優
第八十五条 企業所得税法第二十六条第（四）
クトを指す。

目により取得した生産経営収入が帰属する初

営所得に従事して得る所得について、当該項

インフラストラクチャープロジェクトの投資経

とは、一つの納税年度内に居住者企業の技術

る所得について企業所得税を免除、軽減する

号に規定する、条件に合致する技術譲渡によ

第九十条 企業所得税法第二十七条第（四）

する企業を指す。

権を保有し、並びに同時に以下の条件に合致

るハイテク企業とは、核となる自主知的財産

に規定する国家が重点的に支援する必要のあ

第九十三条 企業所得税法第二十八条第二項

務主管部門が別途規定する場合を除く。

年度から起算して、第１年目から第３年目の

企業が前項規定の国家が重点的に支援する

第八十六条 企業所得税法第二十七条第（一）

援するハイテク領域』規定の範囲に属している

（一）製品（サービス）が『国家が重点的に支

得する収入は含まれないが、国務院財政、税

号に規定する、農、林、牧、漁業に従事して

企業所得税を免除し、500 万元を超過し

譲渡による所得が 500 万元以内の部分は

こと

企業所得税を免除し、第４年目から第６年目

（二）研究開発に用いる費用の売上高に占める

の企業所得税を半減して徴収する。

た部分は企業所得税を半減して徴収すること

得る所得は、企業所得税を免除、減額すると

を指す。

十七条第（五）号に規定する所得を取得する

第九十一条 非居住者企業が企業所得税法第二

総売上に占める比率が、規定の比率を下回ら

（三）ハイテク製品（サービス）の収入が企業

比率が、規定の比率を下回らないこと

第八十八条 企業所得税法第二十七条第（三）

得税の優遇を受けてはならない。

建設、自己使用する場合、本条規定の企業所

企業の請負経営、請負建設及び内部で自己

は、以下の事項を指すものとする ：
企業所得税を免除する ：

（一）企業が下記の項目を従事し得た所得は、
．野菜、穀類、薯類、油料、豆類、綿花、

．農作物の新種の選択育成

麻類、糖科、果物、堅果の栽培

場合、 ％の軽減税率により企業所得税を計

以下の所得は、企業所得税を免除することが

算する。

（五）ハイテク企業の認定管理方法が規定する

る比率が、規定の比率を下回らないこと

（四）研究開発部員の企業従業員総数に占め

ないこと

号に規定する、条件に合致する環境保護、省
エネルギー、節水プロジェクトは、公共汚水

できる。

その他の条件

．漢方薬材の栽培

処理、公共ごみ処理、メタンガス総合開発利

『国家が重点的に支援するハイテク領域』及び

．林木の育成及び植樹

用、省エネルギー・排出削減のための技術改造、

って取得した利子所得。

（一）外国政府が中国政府へ融資したことによ

．林産品の採集

．家畜、家禽の飼育

海水淡水化等を含む。プロジェクトの具体的

部門と共同で制定し、国務院の認可を経て公

な条件と範囲は、国務院財政、税務主管部門

．灌漑、農業品一次加工、獣医、農業技術

布し施行する。

の普及、農機作業及び補修等の、林業、牧畜業、

利子所得。

第九十四条 企業所得税法第二十九条に規定

学技術、財政、税務主管部門が国務院の関連
（三）国務院より許可されたその他の所得。

する民族自治地方とは、
『中華人民共和国民

ハイテク技術企業認定管理方法は、国務院科

第九十二条 企業所得税法第二十八条第一項に

族区域自治法』の規定に基づいて、民族の区

業へ優遇された融資したことによって取得した

規定する、条件に合致する小規模低利益企業

域自治を行う自治区、自治州、自治県を指す。

（二）国際金融組織が中国政府及び居住者企

経営収入が帰属する初年度から起算して、第

とは、国家の非制限及び非禁止事業に従事す

及び国務院関連部門が共同で制定し、国務院

１年目から第３年目の企業所得税を免除し、

ると同時に、以下の条件満たす企業を指す。

企業が前項規定の条件に合致する環境保

第４年目から第６年目の企業所得税を半減し

所得について、当該項目により取得した生産

護、省エネルギー、節水事業に従事して得る

て徴収する。

の認可を得た後公布施行される。

．遠洋捕獲

（二）企業が下記の項目を従事し得る所得は、
．草花、茶及びその他の飲料作物及び香料

企業所得税を半減して徴収する ：

．海水養殖、内陸養殖

作物の栽培。
企業が国家が制限と発展禁止項目に従事し
た場合、本条例規定の企業所得税収優遇を享

36

JC ECONOMIC JOURNAL 2008.2

30

号に規定する条件に合致する非営利組織の収

80

入には、非営利組織が営利活動に従事して取

30

漁業のサービス事業
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民族自治地方内の、国家が制限と禁止の業

定に基づき、非居住者企業に対して関連代金

る支払者は、関連する法規あるいは契約の約

前項規定の企業所得税優遇を享受する企

年度にわたり繰越して控除することができる。

業は、実際に前項規定の専用設備を購入し、

第百五条 企業所得税法第三十七条に規定す

おいて控除しきれない部分は、以降の５納税

第九十八条 企業所得税法第三十二条に規定

自身で使用しなければならない、上記専用設

る支払とは、現金払い、相殺、振替払い、及

きる。

する減価償却年数の短縮、あるいは加速減価

備を購入後５年以内に譲渡、リースした場合、

種の企業について、企業所得税を軽減あるいは

償却の採用が可能である固定資産には、以下

企業所得税の優遇享受は停止となり、並びに

チェンジが比較的速い固定資産

ればならない。

既に控除した企業所得税額を追加納付しなけ

支払を含む。

び権益の交換支払等、貨幣及び非貨幣による

す。

を含むとする ：

の支払義務を直接負う単位あるいは個人を指

第九十五条 企業所得税法第三十条第（一）号
（一）技術の進歩、製品の更新により、モデル
（二）通年にわたり強震度にあり、高腐蝕状態

免除してはならない。

業の新技術、新製品、新工芸技術の開発にお

に規定する研究開発費用の追加控除とは、企

せず、当期の損益に計上される場合、規定に

いて生じる研究開発費用が、無形資産を形成

減価償却年数を短縮する方法を採用する

院財政、税務主管部門が国務院の関連部門と

条に規定する企業所得税の優遇目録は、国務

第百一条 本章第八十七条、第九十九条、第百

すべき未払代金を指す。

主義の原則に従い関連する原価、費用に計上

到来時に支払うべき金額とは、支払者が発生

企業所得税法第三十七条に規定する期限の

場合、減価償却年数は最短でも本条例第六十

にある固定資産

条に規定する減価償却年数の ％を下回って

従い実額発生額を控除した上で、研究開発費
用の ％を追加控除する。
無形資産を形成する場合、無形資産の原価

第九十九条 企業所得税法第三十三条に規定

二倍定率法あるいは級数法により計算する。

はならず、加速減価償却法を採用する場合は、

遇事業の所得は単独で計算し、企業の期間費

の適用を受ける事業に従事する場合、当該優

第百二条 企業が同時に異なる企業所得税待遇

し執行する。

共同で制定し、国務院の認可を得た後、公布

履行を表明できる証拠が存在する場合。

限が一納税年度を満たない、かつ納税義務の不

（一）見積もった工事作業あるいは労務提供期

の状況を含むとする。

の 150％を以って償却計算する。

する収入の減額とは、企業が『資源総合利用

用を合理的に配分しなければならない。単独

かつ国家及び業界の関連基準と合致する製品

享受してはならない。

で算定できない場合は、企業所得税収優遇も

行っていない、かつ中国国内の代理人に納税義

（二）税務登記あるいは臨時税務登記の手続を

る、源泉徴収義務者を指定する場合は、以下

第百六条 企業所得税法第三十八条に規定す

する給与の追加控除とは、企業が身体障害職

企業所得税優遇目録』に規定する資源を主た

第九十六条 企業所得税法第三十条第（二）

員を雇用する場合、障害者に支払う給与実額

る原材料として、国家が規制・禁止していない、
を生産して取得した収入を、 ％に減額して

号に規定する、企業が障害者を雇用して支給

与の 100％を追加控除することを指す。障

を控除した上で、身体障害従業員に支払う給
害者とは、
『中華人民共和国障害者保障法』

は、国務院が別途規定する。

企業が雇用し、支払う給与の追加控除の方法

額からの控除とは、企業が購入し、かつ実際

第百条 企業所得税第三十四条に規定する税

目録』に定める基準を下回ってはならない。

める割合は、
『資源総合利用企業所得税優遇

定に基づき、課税所得額を算定しなければな

を実行する場合、企業所得税法第十九条の規

企業が納付すべき企業所得税に対し源泉徴収

第百三条 企業所得税法に基づき、非居住者

い。

限及び源泉徴収方式を告知しなければならな

控除税額の算定根拠、算定方法、源泉徴収期

税務機関が指定し、同時に源泉徴収義務者に

（三）企業所得税の納税申告あるいは仮納付

第九十七条 企業所得税法第三十一条に規定す

らない。

前項に規定する原材料が生産製品材料に占

収入総額として計算することを指す。

務の履行を委託していない場合。

の関連規定に適用する従業員を指す。
企業所得税法第三十条第（二）号に規定

る課税所得額からの控除とは、ベンチャー投

遇目録』
、
『省エネルギー、節水専用設備企業

に使用する『環境保護専用設備企業所得税優

の ％を、持分保有期間の満２年目に当該ベ

する場合、当該中小ハイテク企業への投資額

エネルギー・節水、安全生産等の専用設備は、

業所得税優遇目録』に規定する環境保護、省

所得税優遇目録』及び『安全生産専用設備企

全ての代金及び価額外の費用を指す。

額とは、非居住者企業が支払者から受領する

企業所得税法第十九条に規定する総収入

る原則に従って確定した所得の発生場所を指

る所得の発生地とは、本条例第七条に規定す

第百七条 企業所得税法第三十九条に規定す

10

納付税額から控除できることを指す。当年に

場合、納税者はいずれか一つの地点を選定して

す。中国国内に複数の所得発生地が存在する

ンチャー投資企業の課税所得額額から控除す
以後の納税年度に繰越して控除することがで

第百四条 企業所得税法第三十七条に規定す

当該専用設備投資額の ％を企業の当年度の

前項規定の源泉徴収義務者は、県級以上の

申告を規定期限通りに行っていない場合。

資企業が持分投資形式で未上場の中小ハイテ

第五章 源泉徴収

ク企業に対し、２年以上の期間にわたり投資

する、国家が雇用を奨励するその他従業員に

90

ることを指す。当年度に控除しきれない場合、
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税務機関の認定を経た後、査定した課税所得

従って算定した課税所得額に対し異議がある

企業は、税務機関が前項に規定する方式に

後達した協議を指す。

額を調整する。

業間取引原則に基づき協議し、確認を行った

第百十四条 企業所得税法第四十三条に規定

第百十六条 企業所得税法第四十五条に規定

決権のある株式を単独で保有し、かつ当該外

第百十二条 企業は企業所得税法第四十一条第

用の設定基準、計算方法及び説明等の資料を

企業は関連者間取引と関連する価格、費

国居住者の持分比率は第（一）号に規定する

（二）居住者企業あるいは居住者企業及び中

する実際の税負担が企業所得税法第四条第一

する事前確認協議とは、企業が将来年度の関

第百十三条 企業所得税法第四十二条に規定

（四）その他、合理的な方法に基づき査定する

な割合に基づき査定する

（三）関連企業グループ全体の利益を合理的

加える方法に基づき査定する

（二）企業の原価に合理的な費用及び利益を

払利息的性質を有する方式により補償する必

返済及び利息の支払い、あるいはその他の支

間接的に関連者から得るものであり、元本の

する債権性投資とは、企業が直接的あるいは

第百十九条 企業所得税法第四十六条に規定
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（二）再販売価格基準法とは、関連者から仕
販売する価格から、同一あるいは類似する業

する関連資料には、以下の資料を含む。

企業所得税の申告納税を行う。

務の売上総利益を控除して価格を算定する方

する中国居住者とは、
『中華人民共和国個人

場合、関連する証拠を提供しなければならず、

第百八条 企業所得税法第三十九条に規定す
法を指す。

入れた商品を関連関係にない取引相手方に再

収入とは、当該納税者が中国国内で取得した

る、当該納税者の中国国内におけるその他の

所得税法』の規定に基づいて、中国国内及び

基準、計算方法及び説明等の同期資料

用権、労務等の再販売（譲渡）価格あるいは

（二）関連者間取引に関係する財産、財産使

（一）関連者取引に関係する価格、費用の設定

る方法を指す。

及び利益を加えることによって価格を算定す
（四）取引単位営業利益法とは、関連関係に

国外で取得した所得について、個人所得税を

（三）原価基準法とは、原価に合理的な費用

時、追徴課税の理由、追徴額、納付期間及び

最終販売（譲渡）価格の関連資料

税務機関は当該納税者の納税額を追徴する
納付方式等を当該納税者に告知しなければな
ない取引双方が同一あるいは類似する取引を

中国国内で納める個人を指す。

その他各種の源泉による収入を指す。

らない。

提供しなければならない、調査対象企業と比

第百十七条 企業所得税法第四十五条に規定

（三）関連者間取引調査にかかわる他の企業が

する支配とは、下記の関係を含むとする

行う時に取得する純利益水準に基づき、利益

準等の資料

較可能な製品価格、価格決定方式及び利益水

を算定する方法を指す。

第六章 特別納税調整

の合算利益あるいは欠損を当事者双方の間で

あるいは間接的に、外国企業の ％以上の議

国企業の ％以上の株式を共同で保有する場

企業所得税法第四十三条に規定する、関

（五）利益分割法とは、企業及びその関連者
合理的な基準を以って分配する方法を指す。

（一）居住者企業あるいは中国居住者が直接的

（六）その他、独立企業間取引原則に合致す

（四）その他関連者間取引に関する資料

第百九条 企業所得税法第四十一条に規定する

調査対象企業と生産経営内容及び方式が類似

連者間取引の調査に関係する他の企業とは、

二項の規定に基づき、独立企業間取引原則に

る方法。

関連者とは、企業と下記の関連関係のいずれ
か一つを有する企業、その他組織あるいは個人
（一）資金、経営、売買等の分野で、直接的あ

基づき関連者と共通発生原価を分担し、コス

合

るいは間接的な支配関係にある

する企業を指す。

（二）直接的あるいは間接的に同じ第三者によ

販売等の方面で、当該外国企業を実際に支配

を構成した場合

基準には達していないが、株式、資金、経営、

係する他の企業は、税務機関と約定した期限

税務機関が規定する期間内に提出しなければ

内に関連資料を提供しなければならない。

ならない。関連者及び関連者取引の調査に関
価と予測収益の対応原則に基づき配分計算を

企業が関連者と原価を負担する場合、原

（三）利益において関連関係を有するその他の
関係

項で定める税率の水準より明らかに低いとは、

第百十八条 企業所得税法第四十五条に規定

第百十五条 税務機関が企業所得税法第四十

企業所得税法第四条第一項に定める税率の

関の要求に従って関連資料を提出しなければ

四条の規定に従い企業の課税所得額を査定す

ならない。

る場合、以下の方法を用いることができる。

％を下回ることを指す。

連者間取引の価格決定原則及び算定方法につ

企業とその関連者が原価を負担する際本条
第一項、第二項の規定に違反した場合、自身

（一）同種あるいは類似する企業の利益水準を

第百十条 企業所得税法第四十一条に規定する

行う時に遵守すべき原則を指す。

が、公正取引価格及び経営上の習慣に則って

で分担する原価は課税所得額を算定する時に

参考に査定する

引双方が同一あるいは類似する業務取引を行

（一）独立価格比準法とは、関連関係にない取

いて、税務機関に申請し、税務機関と独立企

第百十一条 企業所得税法第四十一条に規定す

うときの対価に基づいて、価格を決定する方

50

法を指す。

る合理的な方法には以下を含むとする。

控除してはならない。

独立取引原則とは、関連関係にない取引双方

行い、税務機関が規定する期間内に、税務機

トシェアリング契約を締結することができる。

を指す。

10

り管理される

50
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査認可を指す。

額を算定しなければならない。年度終了後に

確定申告を行う場合、月次あるいは四半期に

企業は企業所得税法第四十三条及び本条
例の規定に従って関連資料を提供する場合、

非居住者企業が認可を得て企業所得税を一

企業が間接的に関連者から得る債権性投資

要がある融資を指す。

当該年度内で未納付の部分についてのみ、納税

年度最終日の人民元為替レートの仲値により

予納付した税額について再度換算は行わず、

付に責任を負う主要の機構、場所が事前に当

税務機関の検査により、企業の前項に規定

人民元に換算して課税所得額額を算定する。

閉鎖の必要がある場合、企業所得税の一括納

該所在地の税務機関に報告しなければならな

する所得を過少あるいは過大に計上していた

括納付した後、機構、場所の増設、合併、移転、

い。企業所得税の一括納付を行う主要の機構、

ことが確認された場合、検査により税金の追

前項に規定する人民元貸付基準利率利息のみ

第百二十三条 企業とその関連者間の取引にお

場所に変更が必要な場合、前項規定に基づい

に従い計算することができる。

いて、独立取引原則に合致しない、あるいは

て処理する。

は以下のものを含むものとする。

企業がその他合理的な事業目的を有さない手

（一）関連者が独立第三者を通じて提供する債

が担保し、かつ連帯責任を負う債権性投資

（二）無関係の第三者が提供するが、関連者

配を実施した場合、税務機関は当該取引が発

権性投資

質を有する債権性投資

第百二十八条 企業所得税を月ごとあるいは四

貨による所得を人民元に換算して課税所得額

るいは過大に計上した所得を人民元以外の通

日の人民元為替レートの仲値により、過少あ

徴あるいは還付が確認された時の前月の最終

的に査定する。

第百二十四条 企業所得税法第五十条に規定

らない。月次ごとあるいは四半期に実際の利

の実際の利益額に基づき予納付しなければな

所得税を予納付する際、月次あるいは四半期

納税年度の課税所得額額の月次あるいは四半

業とは、企業所得税法の公布前に登録登記を

に規定する本法公布前に設立を認可された企

第百三十一条 企業所得税法第五十七条第一項

第八章 附則

再度計算しなければならない。

額を算定し、追納あるいは還付すべき税額を

半期ごとに予納付について、税務機関が具体

企業が企業所得税法第五十四条の規定に

する企業の登録地とは、企業が国家の関連規

基づいて、月ごとあるいは四半期ごとに企業

定に従い登録した住所所在地を指す。

第七章 徴収管理

行う権限を有する。

生した納税年度から 年以内に、納税調整を

（三）その他間接的に関連者から取得する実
企業所得税法第四十六条に規定する権益
性投資とは、企業が受取った元本及び利息の
返済は必要なく、投資者が企業の純資産に対
し所有権を有する投資を指す。
企業所得税法第四十六条に規定する基準
する。

とは、国務院財政、税務主管部門が別途規定

第百二十条 企業所得税法第四十七条に規定

期の平均額、または、税務機関の認可を受け

益額に基づく予納付が困難である場合は、前
第百二十五条 企業が企業所得税を合算しかつ

たその他の方法に基づいて予納することができ

する、合理的な商業目的を有さないとは、税
額の減少、免除、あるいは納税の遅延を主な

納税する場合は、課税所得額を統一して計算

第百二十六条 企業所得税法第五十一条に規定

かにかかわらず、企業所得税法第五十四条に

第百二十九条 企業は納税年度内の利益か損失

所得税法第二条第二項、第三項に適用する関

政区及び台湾地域に設立された企業は、企業

完了した企業を指す。

しなければならないが、具体的な方法は国務

る。予納付方法は一旦確定後、当該納税年度

する主な機構、場所とは、同時に下記の条件

連規定を参照し適用する。

内においてみだりに変更してはならない。

院財政、税務主管部門が別途規定する。

目的とすることを指す。
第百二十一条 企業所得税務機関が税収法律、
税調整を行う場合、追徴する税額に対し、税

に該当しなければならない。

定める期間内に、税務機関に企業所得税予納

行政法規の規定に基づき、企業に対し特別納
額帰属の納税年度の翌年６月１日から追加納

付納税申告表、年度企業所得税申告表、財務

会計報告表及び税務機関が提出を規定するそ

日より施行する。1991 年６月

第 百三十三条 本 条 例は 2008 年１ 月１

第百三十二条 香港特別行政区、マカオ特別行

税日までの期間について、日ごとに利息を加算

し、管理監督責任を負う。

（一）その他各機構、場所の生産経営活動に対

の他の関連資料を提出しなければならない。

前項に規定する利息は、課税所得額の計算

しなければならない。

各機構、場所の収入、原価、費用及び損益の

（二）完備された帳簿、証憑を揃えており、

日に国

において控除してはならない。

情況を正確に反映できる。

月次あるいは四半期の最終日の人民元為替レ

算定する場合、企業所得税の予納付する時、

時に廃止される。

華人民共和国所得税暫定条例実施細則』は同

1994 年２月４日に財務部の公布した『中

企業及び外国企業所得税法実施細則』及び

務院が公布した『中華人民共和国外商投資
第百二十七条 企業所得税法第五十一条に規定

ートの仲値により人民元に換算し課税所得額

第百三十条 企業の所得を人民元以外の通貨で

第百二十二条 企業所得税法第四十八条に規
る、中国人民銀行が公布する、税額追徴期間

する税務機関の審査認可とは、各機構、場所

定する利息とは、税額帰属の納税年度におけ

30
の税務機関に共通する上級税務機関による審

たて算定する。
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と同期間の人民元貸付基準利率に ％を加え
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2008 年より ％の税率により実施する。
いて「１年目から２年目の企業所得税を免税、

2008 年１月１日より、企業所得税につ

受してはならず、かつ一度選択した後は、変更

択して実施するものとし、これを重複して享

ある場合、企業は、最も優遇される政策を選

法及び実施条例の規定する優遇政策に重複が

経営収入の計上年度から起算した１年目から

取得した所得に対しては、取得した初回生産

が、経済特区並びに上海浦東新区内において

イテク企業（以下「新設ハイテク企業」と略称）

録を完了した国の重点的支援を必要とするハ

３年目から５年目の企業所得税を半減徴収」
、

企業所得税の過渡的優遇政策並びに新税

「１年目から５年目の企業所得税を免税、６

月 日国務院公布）

例」第 条の規定条件に合致し、かつ「ハイ

同時に「中華人民共和国企業所得税法実施条

とは、核となる自主知的財産権を保有すると

国の重点的支援を必要とするハイテク企業

減して徴収する。

５年目の企業所得税を ％の法定税率より半

２年目の企業所得税を免税とし、３年目から

してはならないものとする。

号

経済特区並びに
上海浦東新区に新設
されたハイテク企業への
過渡的税収優遇の
実施に関する通知

年目から 年目の企業所得税を半減徴収」等
の定期的税金減免優遇を享受している企業は、
関連文書の規定する優遇方法及び期間に基づ

新税法の施行後、旧税収法律、行政法規及び
き、期間満了まで継続してこれを享受するが、
未だ利益を得ていないことにより、なお税収
優遇を享受していない場合、その優遇期間は
上記の過渡的優遇政策を享受する企業と

2008 年度から起算するものとする。
は、2007 年３月 日以前に、工商等の登

2007 年

（国発〔2007〕

25

企業所得税
過渡的優遇政策の
実施に関する通知
号、

月 日国務院公布）

（国発〔2007〕
2007 年

「中華人民共和国企業所得税法」
（以下「新
得税法実施条例」
（以下「実施条例」とする）

記管理機関により設立された企業を指す。過

税法」とする）及び「中華人民共和国企業所
が 2008 年１月１日より施行される。新

企業が旧税収法律、行政法規及び行政法規

署が共同で公布した「西部大開発税収優遇政

精神に基づき、財政部、財務総局及び税関総

国務院による西部大開発実施の関連文書の

二、西部大開発税収優遇政策の継続的実施

された、国の重点的支援を必要とするハイテ

政策の実施について規定した地区に新たに設立

めの特定地区内並びに国務院が上述地区特別

置された対外経済協力及び技術交流発展のた

関連規定に基づき、国務院は、法に基づき設

たに設立されたハイテク企業が、本通知の規

四、経済特区並びに上海浦東新区内にて新

い。

い場合、企業所得税優遇を享受してはならな

り分けなければならない。単独計算していな

る。ここに、関連問題について、以下のとおり

ク企業に対し、過渡的税収優遇措置を実施す

に、再審査あるいは抜き打ち検査に不合格と

定に基づき過渡的税収優遇を享受する期間内

珠海・汕頭・厦門・海南経済特区を指す。国

び技術交流発展のための特定地区とは、深圳・

一、法に基づき設置された対外経済協力及

引続き享受してはならず、又は新たに享受し

ク企業に認定された場合、過渡的税収待遇を

享受を停止する。以後において、再びハイテ

なった年度から起算して、過渡的税収優遇の

た場合、ハイテク企業の資格を保有できなく

なり、ハイテク企業の資格を保有できなくなっ

企業所得税の過渡的優遇政策を享受する企

務院が上述地区特別政策の実施について規定

るその他規定

した地区とは、上海浦東新区を指す。

2008 年１月１日（を含む）以降に登記登

行する。

五、本通知は 2008 年１月１日より執

てはならない。

業は、新税法及び実施条例における収入及び

受する税収優遇を計算しなければならない。

し、かつ本通知第一部分の規定に基づき、享

二、経済特区並びに上海浦東新区において、

控除に関する規定に基づき課税所得額を計算

三、企業税収の過渡的優遇政策実施に関す

通知する。

関総署の通知」
（財税〔2001〕202 号）

旧低税率優遇政策を享受している企業につ

％の税 率により実

は、継続して実施するものとする。

の規定する西部大開発企業所得税優遇政策

の過渡的税収優遇弁法

策問題に関する財政部、国家税務総局、税

し、企業における期間毎の費用を合理的に振

東新区内において取得した所得を単独で計算

経営に従事する場合、経済特区並びに上海浦

特区並びに上海浦東新区以外の地域にて生産

イテク企業を新たに設立すると同時に、経済

三、経済特区並びに上海浦東新区内にてハ

イテク企業を指す。

テク企業認定管理弁法」により認定されたハ

93

業所得税優遇政策は、以下の弁法に基づき、

を参照）に基づき実施する。

業所得税の過渡的優遇政策実施表」
（附属表

16

移行を実施するものとする。

実施後 年以内に、法定税率まで段階的に移

いては、2008 年１ 月１ 日より、 新 税 法
行する。そのうち、 ％の企業所得税税率を
享受している企業は、2008 年は ％の税
率により実施し、2009 年は ％の税率に
実施し、2011 年は

より実施し、2010 年は ％の税率により
％の税 率により実施
する。 ％の税率により実施している企業は、

施し、2012 年は

24

22

20

18

15

25

40
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25

効力を有す文書規定に基づき享受している企

「中華人民共和国企業所得税法」第 条の
57

10

渡的優遇政策を実施する項目及び範囲は、
「企

策における過渡的問題につき、ここに、以下の
とおり通知する。

40

26

39

26

一、新税法公布前に設立を認可された企業

12

12

税法第 条規定に基づき、企業所得税優遇政
57

5
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附属表：企業所得税の過渡的優遇政策実施表
番号
1

文書名称

関連政策内容

経済特区に設立された外商投資企業、経済特区に機構、拠点を設立し、生産、
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法」第
経営に従事する外国企業及び経済技術開発区に設立された生産型外商投資
七条第一項
企業は、税率を 15％に軽減し企業所得税を徴収する。

沿海経済開放区、経済特区及び経済技術開発区の所在する都市の旧市街区
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法」第 又は国務院が定めるその他地区に設立された外商投資企業で、エネルギー、
2
七条第三項
交通、港湾、埠頭又は国が奨励するその他のプロジェクトに該当するものは、
税率を 15％に軽減し企業所得税を徴収できる。
沿海経済開放区及び経済特区及び経済技術開発区所在都市の旧市街区に設
立された下記プロジェクトに従事する生産型外資企業は、税率を 15％に軽減
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施
3
し企業所得税を徴収できる。技術集約、知識集約型プロジェクト、外商投
細則」第七十三条第一項第一号
資が 3,000 万米ドル以上で投資回収期間が長期に渡るプロジェクト、エネル
ギー・交通・港湾建設のプロジェクト。
4

「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施 港湾、埠頭建設に従事する中外合資経営企業は、税率を 15％に軽減し企業
細則」第七十三条第一項第二号
所得税を徴収できる。

5

上海浦東新区に設立された生産型外商投資企業及び空港、港湾、鉄道、道路、
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施
発電所等のエネルギー、交通建設プロジェクトに従事する外商投資企業は、
細則」第七十三条第一項第四号
税率を 15％に軽減して企業所得税を徴収できる。

上海外高橋、天津港、深圳福田、深圳沙頭角、大連、広州、
厦門象嶼、張家港、海口、青島、寧波、福州、汕頭、珠海、
深圳塩田保税区に関する国務院の回答（国函〔1991〕26 号、
6 国函〔1991〕32 号、国函〔1992〕43 号、国函〔1992〕44 号、 生産型外商投資企業は、税率を 15％に軽減し企業所得税を徴収できる。
国函〔1992〕148 号、国函〔1992〕150 号、国函〔1992〕
159 号、国函〔1992〕179 号、国函〔1992〕180 号、国函
〔1992〕181 号、国函〔1993〕3 号等）
厦門台商 ( 在中台湾企業家 ) 投資区内に設立された台商企業は、税率を 15
「福建省沿海地域に設立された台商 ( 在中台湾企業家 ) 投 ％に軽減し企業所得税を徴収する。福州台商投資区内に設立された生産型
7
資区に関する国務院の回答」
（国函〔1989〕35 号）
台商投資企業は、企業所得税の税率を 15％に軽減し徴収し、非生産型台
湾資本企業は、企業所得税の税率を 24％に軽減し徴収する。
8

9

南寧、重慶、黄石、長江三峡経済開放区、北京等の都市 省都（首府）都市及び長江沿岸開放都市にて下記プロジェクトに従事する生
の更なる対外開放に関する国務院の通知
（国函
〔1992〕62 号、 産型外資企業は、税率を 15％に軽減し企業所得税を徴収する。技術集約、
国函〔1992〕93 号、国函〔1993〕19 号、国函〔1994〕92 号、 知識集約型プロジェクト、外商投資が 3000 万米ドル以上で投資回収期間
国函〔1995〕16 号）
が長期に渡るプロジェクト、エネルギー・交通・港湾の建設プロジェクト。
「蘇州工業園区における開発建設関連問題に関する国務院 蘇州工業園区に設立された生産型外商投資企業は、税率を 15％に軽減し企
の回答」
（国函〔1994〕9 号）
業所得税を徴収する。

「外商投資企業によるエネルギー、交通、インフラ設備プロ
ジェクトへの従事にかかる税収優遇規定の適用範囲拡大に
10
関する国務院の通知」
（国発（1999）13 号）

1999 年 1 月 1 日より、外資税法実施細則第七十三条第一項第
（一）号第 3 の、
エネルギー、交通、インフラ施設建設プロジェクトに従事する生産型外商投
資企業には、税率を 15％に軽減し企業所得税を徴収できる規定を全国に拡
大する。

11

「広東省経済特区条例」
（1980 年 8 月 26 日第五回全国人
広東省深圳、珠海、汕頭経済特区における企業所得税を 15％とする。
民代表大会常務委員会第十五回会議にて認可・施行）

12

「厦門経済特区の設置に関する福建省に対する回答」
（〔80〕
国函字 88 号）
厦門経済特区の企業所得税を 15％として実施する。
   

13

海南島に新たに設立された企業（国家銀行並びに保険会社を除く）で、生産、
「海 南島の投 資開発 奨 励に関する国務 院の規 定」
（国発
経営への従事にかかる所得税及びその他所得は、いずれも 15％の税率によ
〔1988〕26 号）
り企業所得税を徴収する。

14

沿海経済開発区、経済特区及び経済技術開発区の所在する都市の旧市街区
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法」第
に設立された生産型外商投資企業は、税率を 24％に軽減し企業所得税を
七条第二項
徴収する。

15

「国家リゾート地区の試行関連問題に関する国務院の通知」 国家リゾート区内の外商投資企業は、税率を 24％に軽減し企業所得税を徴
（国発〔1992〕46 号）
収する。

16

黒河、伊寧、凭祥、二連浩特市等国境都市の更なる対外開
沿辺開放都市の生産型外商投資企業は、税率を 24％に軽減し企業所得税
放に関する国務院の通知（国函〔1992〕21 号、国函〔1992〕
を徴収する。
61 号、国函〔1992〕62 号、国函〔1992〕94 号）  

凭祥、東興、畹町、瑞麗、河口の五市（県、鎮）における条件を具備する市
南寧、昆明市及及び凭祥等五つの国境都市・鎮の更なる対
（県、鎮）に国境経済合作区を設けることを許可し、国境経済合作区におけ
17 外開放に関する国務院の通知
る輸出を主要とする生産型内地連合企業は、税率を 24％に軽減し企業所得
（国函〔1992〕62 号）
税を徴収する。
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番号 文書名称

関連政策内容

18

南寧、重慶、黄石、長江三峡経済開発区、北京等の都市
省都（首府）都市及び長江沿岸開放都市の生産型外資企業は、税率を 24％
の更なる対外 開 放に関する国 務 院 の 通 知（ 国 函〔1992〕
に軽減し企業所得税を徴収する。
62 号、国函〔1992〕93 号、国函〔1993〕19 号、国函〔1994〕
92 号、国函〔1995〕16 号）

19

生産型外商投資企業で、経営期間が 10 年以上である場合、利益計上を開
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法」第
始した年度より起算し、1 年目と 2 年目の企業所得税を免除し、3 年目から
八条第一項
5 年目までの企業所得税を半減する。

港湾、埠頭建設に従事する中外合資経営企業で、経営期間が 15 年以上で
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施 ある場合、企業の申請により、所在地の省、自治区、直轄市税務機関が認
20
細則」第七十五条第一項第一号
可した場合、利益計上を開始した年度より起算し、１年目から 5 年目の企業
所得税を免除し、6 年目から 10 年目の企業所得税を半減して徴収する。
海南経済特区に設立された空港、港湾、埠頭、鉄道、道路、発電所、炭
鉱、水利施設等のインフラ施設プロジェクトに従事する外商投資企業及び
農業開発経営に従事する外商投資企業で、経営期間が15 年以上である場合、
21 「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施
企業の申請により海南省税務機関が認可した場合、利益計上を開始した年
細則」第七十五条第一項第二号
度より起算した１年目から 5 年目の企業所得税を免除し、6 年目から 10 年
目の企業所得税を半減し徴収する。
上海浦東新区に設立された空港、港湾、鉄道、道路、発電所等のエネルギー、
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施 交通建設プロジェクトに従事する外商投資企業で、経営期間が 15 年以上で
22 細則」第七十五条第一項の第三号
ある場合、企業の申請により上海市税務機関が認可した場合、利益計上を
開始した年度より起算した１年目から 5 年目の企業所得税を免除し、6 年目
から 10 年目の企業所得税を半減し徴収する。
経済特区に設立されたサービス型業種に従事する外商投資企業で、外商投
資が 500 万ドルを超え、経営期間が 10 年以上である場合、企業の申請に
23 「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施 より、経済特区税務機関が認可した場合、利益計上を開始した年度より起算
細則」第七十五条第一項第四号
した１年目の企業所得税を免除し、2 年目及び 3 年目の企業所得税を半減
し徴収する。
国務院が確定した国家ハイテク産業開発区に設立されたハイテク企業に認
定された中外合資経営企業で、経営期間が 10 年以上である場合、企業の
24 「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施
申請により、経済特区税務機関が認可した場合、利益計上を開始した年度
細則」第七十五条第一項の第六号
より起算し１年目及び 2 年目は企業所得税を免除する。
北 京 市 新 規 技 術 産 業 開 発 試 験 区 に 設 立 され た 外 商 投 資 企 業 は、 北
「中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法実施
京 市 新 規 技 術 産 業 開 発 試 験 区の 税 収 優 遇 規 定に 基づ いて実 施 する。
細則」第七十五条第一項の第六号
25
試験区のハイテク企業には、開設された日より起算した 3 年以内は所得税を
「国務院の『北京市新規技術産業開発試験区暫定施行条例』
免除する。北京市人民政府制定部門が認可した場合、4 年目から 6 年目は
に関する回答」
（国函〔1988〕74 号）
15％又は 10％の税率により、所得税を半減して徴収する。
民族自治地方の企業で、配慮又は奨励を必要とするものは、省級人民政府
26 「中華人民共和国企業所得税暫定施行条例」第八条第一項 の認可を得て定期的減税又は免除を実施する場合、過渡的優遇の実施期間
は 5 年を超えてはならない。

27

海南島に設立された企業（国家銀行並びに保険会社を除く）、港湾、埠頭、
空港、道路、鉄道、発電所、炭鉱、水利等のインフラ施設プロジェクトに
従事する外商投資企業及び農業開発に従事する外商投資企業で、経営期間
が 15 年以上である場合、利益計上を開始した年度より起算した１年目から
5 年目の企業所得税を免除し、6 年目から 10 年目の企業所得税を半減し徴
収する。

海南島に設立された企業（国家銀行並びに保険会社を除く）で、工業、交
「海 南島の投 資開発 奨 励に関する国務 院の規 定」
（国発
通運輸業等の生産型の業種に従事し、企業経営期間が 10 年以上である場
28 〔1988〕26 号）
合、利益計上を開始した年度より起算した１年目及び 2 年目の企業所得税を
免除し、3 年目から 5 年目の企業所得税を半減し徴収する。

29

海南島に設立された企業（国家銀行並びに保険会社を除く）、サービス性業
種に従事する企業で、投資総額が 500 万米ドル若しくは 2000 万人民元を
超え、経営期間が 10 年以上である場合、利益計上を開始した年度より起算
した１年目の企業所得税を免除し、2 年目及び 3 年目の企業所得税を半減
し徴収する。

30

「『国家中長期科学技術発展計画綱要（2006 － 2020 年）』 国家ハイテク産業開発区内にて新たに設立したハイテク新規企業は、厳格
の若干の関連政 策の実施に関する国務院の通知」
（国発 な認可を経た後、利益計上を開始した年度より起算した 2 年目以内まで企
〔2006〕6 号）
業所得税を免除する。

注）本表は前記２つの通知に関連する従来からの企業所得税優遇政策のリストである。
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2008 年 3月号は・・・
■ SPECIAL REPORT

一体化する両岸経済の実態
編集後記
最近、数人の方から日中間の貿易統計について問い合わせを受
けた。日中それぞれが発表する統計が両国とも貿易赤字となってい
て矛盾があるとのことだ。数字の上では確かにそうである。実は、
両国とも輸入は原産地主義をとっており、香港等の第三国・地域経
由で入る品物も輸入統計に反映されることから、直接的な輸出額と
は数字が異なるのだ。そう見ると、日中間の輸出入額はほぼバラン
スしていると言えるだろう。
（T）
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「日中経協ジャーナル」2 月号アンケート

該当する記号または数字に○をつけてください。
4．「日中経協ジャーナル」
をどのようにお仕事に活用していらっしゃいますか。

１．「日中経協ジャーナル」をお読みになっていますか。
Ａ 毎月必ず読む Ｂ 必要に応じて読む Ｃ ほとんど読まない D 初めて読む
2．今月号で良かった記事に○をつけてください。
（複数回答可）
1 SPECIAL REPORT：北東アジア経済圏と地域間協力
2 東北コーナー：北東アジア経済開発の展望
3 CHINA TREND CHECK：西部大開発の現状と四川の発展戦略
4 情報クリップ：
「中国大学生《走近日企・感受日本》訪日団の第 2 陣訪日」など
5 中国ビジネス最前線：拡大する中国の建機需要、IT 活用で競争に勝つ！
6 TOPICS：省エネ・環境保護へ、進む税制面での裏付け

5．今後取り上げてほしいテーマや情報について伺います。
1
3
5
7
9
11

マクロ経済の分析と展望
各地方の投資環境
中国社会一般
政治・時事
流通・物流
人事・組織

2
4
6
8
10
12

法規・制度
産業・プロジェクト・個別商品
財政・金融
個別企業情報
統計資料
その他（下欄に具体的にお書きください）

7 中国ビジネス Q&A：2008 年の外資法制ー 6 大注目点
8 制度情報：上海市で公布された地方法規及び政府通達の最新情況

6．その他、
「日中経協ジャーナル」、日中経済協会についてご意見、
ご要望をお聞かせください。

9 現地便り：知られざる 2007 年スペシャルオリンピック夏季世界大会・上海
10 中国投資関連資料：中華人民共和国企業所得税法実施条例
11 DATA ROOM: 中国・日中の主要経済指標、07 年 11 月の日中貿易統計
12 07 年 11 月の主な出来事

ご氏名

3．体裁についてお聞かせください。
《ページ数》

《文字》

A

多い

B

ちょうどよい B

C

少ない

《図表・写真》

A もっと大きくしてほしい A もっと多い方がよい
現状でよい

C もっと小さくてよい

B

7．お忙しいところご協力いただきありがとうございました。
回答者のご連絡先をお知らせください。粗品をお送りします。

現状でよい

C もっと少なくてよい

《デザイン・レイアウト》
A 見やすい
B

現状でよい

C 要改善

ご勤務先
勤務先住所
電

話

メールアドレス
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