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■ 研究会開催報告 ■

「中国における M&A 最新事情  ～日系企業の再編・撤退関連実務を中心に～」

日 時：2018 年 9 月 21 日（金）15：00～17：00 

場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

【講演概要】 

 高度成長から安定成長への転換を目指す「新時代」に突入した中国では、対中投資規制の変革が次々と進めら

れています。これらを背景に、今後の事業拡大のため積極的に対中投資を行う日系企業が増える一方、様々な要

因により事業再編や撤退を迫られるケースも少なくありません。 

そこで、以下の構成で、中国において買収、再編、撤退を行うにあたっての注意点、展望などを具体的な事例を

交え実務的な観点から日本語で解説いたします。1.日系企業の再編・撤退の背景と最新動向 2.日系企業の買収と

再編・撤退の方法、問題所在とリスク回避  3.組織統合（持分譲渡、資産買収・譲渡、合併・分割）4.会社解

散・清算 5.再編・撤退に伴う人員の削減・調整  6.買収・再編における企業結合申告 

【講師紹介】 劉 新宇（りゅう しんう）氏： 

北京市金杜法律事務所(King & Wood Mallesons)パートナー弁護士 

[略歴］ 

北京市金杜法律事務所(King & Wood Mallesons)パートナー弁護士、中国政法大学大学院

特任教授。仲裁人等としても活躍。得意分野は、再編を含む企業 M&A、会社法務、労働

人事、国際貿易・商事仲裁で、最近では独占禁止法、反商業賄賂、税関・外貨管理及び

紛争解決にも注力。多くの日中団体、多国籍企業の法律顧問を務める。 

上海復旦大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科修士(民法)。卒業後、中華人民

共和国労働省に入省、同省直轄の国際経済合作公司に勤務(総務副部長、法務部長を歴

任)、1 995年北京莫少平法律事務所に入所、2001年から丸紅株式会社法務部にて中国法顧問を務め、2005年 2

月に金杜法律事務所に入所、現在、コーポレート業務担当のパートナー弁護士。金杜法律事務所理事会の責任

者（理事長）をも務める。 

中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)仲裁人、一般社団法人日本商事仲裁協会(JCA)仲裁人、中国政法大学大学

院特任教授、中国人民大学法学院税関・外為法研究所所長、中 日民商法研究会副会長、中国社会科学院法学研

究所私法研究センター研究員、中国太平洋経済合作全国委員会人力資源開発委員会委員、早稲田大学トランス

ナショナル HRM研究所招聘研究員、中 華全国弁護士協会国際業務委員、国家外貨管理局法律顧問。

2016年、世界的な法曹評価機関たる英国の「チェンバース・パートナーズ」により、｢中国－企業 M&A-日本業

務専門家｣及び「日本－企業 M&A-中国法専門家」（中国で唯一）に 選出された。
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講演録 

【開会】 

 これより JST 中国総合研究・さくらサイエンス

センター第 120 回の研究会を開催する。本日は金杜

法律事務所パートナー弁護士でいらっしゃる劉新宇先

生をお招きし、『中国における M&A 最新事情～日系

企業の再編・撤退関連実務を中心に～』と題し、ご講

演いただく。先生のご経歴の詳細は割愛させていただ

くが、中国において日系企業の再編・撤退を行うにあ

たっての注意点などを具体的な事例を交えてご講演い

ただく。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたし

ます。  

 

【講演】 

今日は中国の最新情報として政治ではなく、法律の

面からの企業の買収・再編・撤退に関するお話しをした

い。 

 

⒈ 日本企業の再編・撤退の背景 

【外商投資企業に対する管理制度】 

まず、中国の外国投資制度について簡単に復習した

い。日系企業を含む外国投資企業は 1979 年の改革開放

政策から数十年間、許認可をとってから設立をすると

いう流れだった。つまり、日本企業が中国で投資をしよ

うとすると、意向書などの文書を作り発展改革部門に

プロジェクトの申請をし（生産型企業の場合）、許可が

下りてから合弁契約書、定款などを商務部門（日本の経

済産業局に相当）に許認可を申請する。その後、工商行

政管理局（日本の法務局に相当）で登録をするという許

認可の時代であった。一方、今時代の流れの変化として、

徐々に緩和政策が打ち出され、2016 年に許認可制から

届出制へと変更された。2016 年からスタートし、2018

年の現時点では多くの分野で政府の許認可なしで会社

を設立できるという状況になっている。その中で、いわ

ゆるネガティブリストに掲載されているものは投資制

限の対象となるが、それ以外は工商行政管理局で登記

をすれば法人が設立される。これに関連する法令は講

演資料にリストアップしてある。 

 「外商投資産業指導目録」も大きく改正され、これま

では奨励産業、制限産業、禁止産業として分類されてい

たが、現在は奨励産業とネガティブリストに分けられ

ている。ネガティブリストに該当する場合、審査認可を

受けなければならず、それ以外は届出制が適用される。

このような緩和政策の拡大により企業の投資の拡大が

期待されるほか、今年は李克強総理の訪日もあり、日系

企業においては、何年振りかの投資拡大となりつつあ

る。私は弁護士であるが、最近の相談は前向きなものが

かなり増えていると感じる。金杜法律事務所は北京に

本部を設け、世界に 27 か所の拠点を持っている。弁護

士などの専門家が 2800 名。スタッフを入れて 4400 名

という体制で業務を行っている。いろいろな外国企業

の案件を通じて、外国企業の進出状況をある程度感じ

ている。政府の統計でもなく、新聞記事でもないが、弁

護士の一人として法律事務所での経験から日系企業の

みならず外国企業の投資全般における生の温度を感じ

ている。その感覚から一つの結論として、最近、新規投

資又はプロジェクトの拡大に関する相談が増えている。

金杜法律事務所で日本語を使用して仕事をしているス

タッフは弁護士を中心に 80 名である。事務所全体の中

では大きいチームではないが、年間数百件の案件を取

り扱っている中で、前向きな案件としては、2012 年か

ら減少する傾向にあり、少ないときは 20 件～30 件く

らいだった。昨年以来増加の傾向にあり、年間 100 件

には至らないが 60～70 件に上る。あくまで一つの法律

事務所が取り扱う分野に過ぎないが、十分に市場の環

境が反映できると自負している。許認可の緩和、日中関

係の変化、中国の経済力向上の変化に伴い、投資関係も

変化している。 

 外国企業による中国企業の買収は難しい分野だとい

われており、２年前の緩和政策においても買収は対象

外だった。買収に関しては許認可制が維持されてきた

が、今現在、企業の買収であってもネガティブリストに

載っていなければ、新規投資と同じように許認可を得

ずとも、届出を実施すればよい。 

 中国の買収のルールは 12 年前の 2006 年に初めて

出た話で、歴史は浅い。私も 2000 年頃、東京の丸紅（株）

に入社し、4 年半ほど丸紅本社法務部に中国法顧問とし

て在籍していた。当時は、買収という形の取扱いが出来

なかった時代である。丸紅はメーカーと一緒に中国に

行き、新規投資を行う。その後、私が中国に戻り、日本

関係の仕事を始めた頃、買収のルールが変わった。改革

前においては、企業の設立と変更にあたって様々な手

続きがあり、多くの資料が必要であったが、緩和政策の

結果として現在は、会社名称の仮登録をし、工商登記及

び商務部門への届出を行えば簡単に終わりとなる。 

 

【最新の外商投資企業管理制度の展望】 

 その中で更なる展望というのは、中外合弁企業、合作

企業と独資企業に関する３つのルールの一本化である。

合弁、合作、独資の 3 つのルールが異なる中で、2015

年に外国投資法（意見募集稿）として公布されている。

特に外国企業に対し優遇をさらに減らしていく事にな

るかという点に色々な意見が出ている。今までの外資

優遇という点から、中国の国内産業にマイナス面も出

るので、外国投資法の制定という動きが出ている。法案

の中身が、外国企業に対して更なる優遇を与えるか。そ

れとも優遇をさらに撤廃するのかに注目が集まる。多

くの外国投資家の声としては、実質的には優遇がほと

んどなくなっている中で、さらに優遇をなくすという

のであれば、ベトナムや東南アジアに投資した方がい
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いのではないかという考えがあるかもしれない。しか

し、実務において、一部の地方政府が外国企業を支援す

る態勢をとっているので、一般的な企業よりも参入し

やすいところもある点は優遇といえる。 

 今回の外国投資法はどのようなメッセージを外国企

業に与えているのか、優遇を更に与えるのか、なくすか

についての論争は続いている。今年の年末に開催され

る全人代（全国人民代表大会）で審議される予定だが、

どういう方向性なのかはまだ見えていない。外国投資

法の方向性については、今後見極めていきたいと考え

ている。 

 

【外資系企業の買収を誘発する環境の変化】 

 これらの状況の中で外資系企業の買収にどのような

環境の変化があるのかというと、規制緩和がある。また、

中国経済の発展については減速といわれているが、経

済の発展をどう見るかは難しい。冗談でもいえるが、法

律事務所の動きからも経済状態をある程度把握するこ

とができる。つまり事務所の中で訴訟部門が忙しくな

ると経済が良くない。訴訟専門の弁護士から買収専門

の弁護士に担当換えがなされるときは経済状況が比較

的良いといえよう。法律顧問として担当している顧問

先で聞くと、全体的には良いとの反応であるが、一部の

産業については大変苦しいというのが最近の状況だ。

特に原材料の値上げにより、原材料の仕入れにコスト

をかけている加工産業は厳しいといわれている。 

その中で市場ニーズの増加が目立っているのは、小

売りの拡大である。特に消費者のニーズが拡大してい

ることが新聞各社で報道されている。日本企業も新た

な視点から再投資をしている。一部、東南アジアに投資

するということもあるが、どうだろうか。6 年前の 2012

年 7 月に、私は日本で「中国進出企業再編・撤退の実

務」という 1 冊の本を出版した。その年、日中関係が悪

くなった時である。この本はすでに完売しているが、許

認可制のときに執筆したものであるため、内容は若干

古くなっている。日本企業を含む外国企業においては、

加工業をめぐる変化に伴い、結果的には撤退・再編が進

む、というニュアンスで書いてある。当時、多くの産業

は現地で生産し、日本又は欧米で販売するということ

だった。6 年後の現在は全体ではないが、多くの部分が

現地生産し現地販売を行うようになっていると新聞で

も報道されている。特にいわゆるサービス産業という

生産を伴わない、あるいは簡単な生産が伴う形態が増

えている。また、オフィスビルなのか工場なのかという

境界線の曖昧な投資が増えている。結果的にはサービ

スの提供と同時に一部の商品も提供するという時代の

中で、今後は、中国市場の変化に対応し、細かいサービ

ス精神を盛り込んだ商品が重要になってくる。また、日

本の新しい商品も中国のニーズに合わせて生産拡大を

するということが、将来を見据えた投資の変化ではな

いだろうか。 

 

【外資系企業の再編・撤退を誘発する環境の変化】 

一方、投資の変化という中で、後ろ向きのものもある。

参考までに JETRO（日本貿易振興機構）による在中国

日系企業の経営上の問題点に関するデータがあるが、

トップは間違いなくコスト上昇である。特に従業員の

コスト。この割合が高い。ちなみに一例として、私が

1995 年、まだ中央政府の労働省の関係機構に勤めてい

た頃、広東省のあるライターの工場を視察した。そのラ

イターは当時プラスティック製のものだったが、販売 

 

金額が 1 元である。その生産工場の従業員の給与は 30

歳くらいで約 500 元。その後、昨年の 2017 年も、同じ

くライターの販売金額は 1 元。一方で従業員の給与は

約 4000 元～6000 元、当時と比較して約 9 倍～12 倍に

なった。22 年前にテレビを 1 台買う場合、良いブラン

ドだと約 5000 元。つまり、労働者の給与が 500 元だと

10 か月分の金額となる。現在、地方によって違うが、

中国国産の良いブランドのテレビだと、2000 元～3000

元なので、上記労働者の月給の半分以下で買える。そう

いう数字から見ると、中国で投資をして、商売をするに

はものすごい環境の変化があった。給与コストが明ら

かに上昇している。新聞でも報道されていたが、10 年

前に北京にある巨大な電子メーカーは、当時 3800 名の

従業員がいたが、撤退に伴って我々弁護士も入り、最終

的に数十名まで人員削減をした。10 年前と比較して人

件費が上がり、商品の将来性もなく、まさに撤退すると

いう案件だった。人件費の上昇と事業の経営不振に伴

う、経営戦略の見直しである。 

ライターの事例でいうと、この企業はどうやって生

き残っていくのだろうか。ライターを生産する会社は

今後も残るのか否か。原材料の価格も上昇している一

方で、販売金額は上がらない。給与が上がるとすると、

どう考えるか。将来性がないというのは、一部の業界で

は考えられる。法律事務所であっても AI（人工知能）

が普及してくると、弁護士の仕事がなくなるかもしれ
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ないという危機感がある。そういう中で、今後、どのよ

うに再編していくのかは企業の考え方にかかっている

と思う。 

 

1-1．日系企業の買収、再編・撤退の最新動向 

【近年の再編・撤退、投資の方向性】 

中国から撤退した現地法人数に関する経済産業省の

データがある。あくまでも一部企業を調査対象とした

データだと思われるが、撤退の実態として製造業が多

いということは変わっていない。2012 年に本を出版し

た時に東京でセミナーを何回か開催した際に話した撤

退に関する内容と、現在話す内容も大きく変わらない。

ただ、珠江デルタ地域の撤退案件が最近急増している。

上海、長江デルタ地域の再編は割と一服して、安定的な

状況である。広東省には労働集約型企業が脱出を望む

事情があり、広東省より上海が安定しているといえる

かもしれない。 

江蘇省のある工業町の例だが、一部の製造業者が撤

退したり、リストラしたりする動きが多くなっている。

当該都市には日系企業が多く、パナソニックなどの新

規投資は日経新聞でも報道された。それ以外に新聞で

報道されたものを、社名を外し資料として用意した。当

該都市は一つの工業地域にすぎないのに、解雇人数が

大人数になっているのは、なぜだろうか。中国社会の将

来の姿を先取りしたものと考えている。経済はある意

味安定している。新規投資もあれば、再編もあり、撤退

もある。これは市場の正常な姿である。2006 年に中国

内陸部のある日系企業の撤退をしようとするときに、

現地政府の理解・承諾を得るのに苦労したこともあり、

10 数年前は日本企業が中国から撤退するのは大変、と

いう時代だった。今は日本企業から相談があるが、よほ

どの事情がない限り、政府関係者はノーとは言わない。

新規投資もあれば撤退もある。これは正常な市場にな

りつつある。中国は WTO（世界貿易機関）に加盟して

以来からの良い変化だと思っている。 

次は参考データだが、中国国家外貨管理局の対中直

接投資と対外直接投資額の経年変化を表すグラフだ。

今後の事業展開の方向性について、JETRO の調査デー

タによれば、投資関係では現状維持の割合が多いが、拡

大の割合がぽつぽつと増えている。ここから私が思い

出すのが、2012 年に江蘇省の数千人の従業員を有する

日系企業の事例だ。産業の調整により従業員を半分に

し、生産規模を半減したいと考えた。我々弁護士も入り、

準備を整えていたところに例の島の問題が発生してし

まった。本来は正常なビジネス判断で行うべきところ

が当時の日中関係の影響を受けて、市場に誤解を与え

ないように、企業は縮小を延期せざるをえなくなり、数

年後、ようやく残っている一部の人員を一気に削減し

た。今年以降、政治的な影響、経済的な影響があるとは

言いながら、本来の市場経済の正常な姿で再編とか撤

退を行える状況になりつつある。これは重要な変換期

だとみている。 

 

1-2．日系企業の買収、再編・撤退の最新動向 

日本企業も中国企業との提携が別な視点もあり、日

本企業の方針とは別として、中国企業の対日投資も増

えている。当事務所の東京事務所が代理する案件もあ

る。当事務所の仕事量からみても成長力のあるクライ

アントは中国企業だと証明されている。 

 

1-3．日系企業の再編・撤退に関する理解の重要性 

再編・撤退は非常に重要である。なぜ重要か。10 年

前に総合商社から解散案件の相談があった。日本だと

会社の解散は簡単だからすぐにできるが、中国では容

易ではない。結局、この処理には 3 年間かかった。なぜ

かというと、撤退の際に、税関監督管理の下にある貨物

を全部チェックし、免税で輸入した車があったとする

と、税関で抹消手続きをするために、現物を確認するこ

とが求められる。対象の車が一台、行方不明になり、そ

の車を見つけるために色々な手段を使い、ようやく別

の地方で見つけ出した。結局、これだけで 1 年半かか

った。これが当時の時代である。 

中国の撤退は複雑な手続きがあり、税関に関連する

手続きは一つに過ぎないが、時間がかかる。案件ごとに

それぞれの特殊性があるので、再編・撤退を検討するの

は極めて重要である。各地方、各担当者の異なる対応も

あり、特に許認可制の時代は異なる部分が多分にあっ

た。今は許認可制の時代ではなくなり、調整しやすくな

っている。しかし、そのため、地方によってはやり方が

違っている。たとえば、減資というのは資本金を減らす

ことである。「減資は中国ではできないと聞いているが、

どうか」という質問をよく受ける。法令上 1995 年に明

確に「減資はできる」と定められている。減資は主に、

労働者の処理をうまくできること、債権債務の処理に

大きな支障がないこと、そのように許認可通りにいけ

ばよいが、先ほど申し上げたとおり、外国投資企業の許

認可の緩和によって、2016 年以降、減資は政府の許認

可はいらなくなった。しかし、事例はまだ乏しいのであ

る。原因として、許認可の時代は減資を商務部門が審査

するので、同部門には経験もルールもあり、書類が整っ

ていれば減資はできる。今は許認可がいらないので、商

務部門のチェックはなく、直接、工商行政管理局に出す。

こうした規制緩和は素晴らしい。しかし、経験がないの

で一部の地方では担当レベルの能力が十分とはいえな

い。とはいえ、担当者を責めるべきではない。今は過渡

期というか変換期なので、徐々に緩和政策が浸透して

いく。撤退・再編に対する対応はうまくなりつつある一

方、まだ不透明（やり方がわからない）という状況が残

っている。外国投資企業の減資の実例は徐々に増えて

いるが、まだ十分ではない。 
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労働問題についてだが、労働者関係は非常に重要で

ある。特に人員配置、人員削減。それは再編・撤退だか

ら簡単にできるわけではない。このことについては、後

ほどまた説明したい。 

 

2．外資系企業の進出と再編・撤退の方法、問題所在と

リスク回避 

2-1.外資系企業の進出と再編・撤退の方法 

組織統合ということは、前向きな意味もあれば後ろ

向きな意味もあり得る。日本企業の再編の在り方は出

資持分譲渡という伝統的なやり方である。最近、増えて

きたのは資産譲渡である。そして割合が少ないのが合

併分割である。さらに少ないのが、持株会社である外商

投資性公司の活用である。 

 

2-2．各種方法のメリット・デメリット 

そして、会社の解散・清算のほか、破産がある。どの

方法がいいかを示した表が講演資料にある。参考まで

に見ていただきたい。これはあくまでも一般論である。

ケースバイケースで、あるケースではメリットがある

が、別なケースではデメリットになることもある。あく

までも参考だが、出資持分譲渡だと手続きが簡単だし、

早いので最も利用しやすい方法だといわれている。し

かし、我々が担当した案件に出資持分譲渡で 6 年かか

ったケースがある。本来は２か月でできるが、なぜ遅れ

たのかというと、まずは譲渡先があるか否か。次に、譲

渡先が見つかった場合、金額で揉めることがある。その 

 

次に条件で揉める場合がある。一つ一つ解決していく

と、結果的に長時間を要することとなる。例えば、以前、

持分譲渡後における日本企業の商号使用をめぐって交

渉に時間を要したケースがあった。出資持分譲渡は一

番簡単なものの、場合によっては非常に複雑である。 

 

2-3．各方法の総合利用 

日本企業はどのような方法を利用するか。ケースバ

イケースと申し上げたが、例えば、本社が中国企業を買

収するとした場合は、株の買収、資産の買収と両方ある。

株の買収だと、相手方に売却益があれば、源泉徴収税が

発生する。資産の買収だと土地増値税という税金がか

かる。どのようなケースの場合の税金が有利か。後は持

分を買った後、何を流用するか。ある例だが、日本企業

が資産譲渡した後に企業を解散する場合、重要な資産

は土地建物である。昔だと主に郊外だが、どんどん都市

化が進み中心部に出てきている。そうすると不動産開

発業者は興味があり、買い取りたいと考える。契約交渉

をしているところで、値段の評価を確認していくと、い

わゆる土地増値税が膨大だということが分かった。買

い手は売り手の販売代金から減額してほしいと希望す

るが、日本企業は、そのような膨大な税金は買い手が負

担すべきものだと主張する。それで揉めることになる。 

事業譲渡という形で実施しようとしたが、日本企業

は、事業譲渡をやめて会社の従業員を解雇し、生産設備

の売却や色々な債権債務を処理して、最後に会社には

土地建物以外ほとんど何もないという時点で出資持分

を中国の業者に譲渡した。中国の会社が買い取るのは

出資持分である。そうすると、この会社を自社の子会社

にして後で自分が他の方法を利用してこの土地の開発

を考える。今後、工業用地をどのように商業の開発に転

用するか。結局、税金の節約である。これが脱税かどう

かということは、会計士、税理士の判断になるが、一応

売買方法の一つである。どの方法が良いか、それはケー

スバイケースで判断するというのが買収のスキームで

ある。 

再編のスキームの選択もそうだが、数年前のある案

件では、A 事業と B 事業を分けて、A 事業は売却する

ことになった。会社を分割するのか、事業譲渡するのか

ということが検討事項になった。土地、従業員、税金、

債権債務、及び契約関係などの面を比較したうえで最

終的に判断することとなる。最近我々が代理をしたあ

る案件で、会社を分割したケースがあった。昔は、会社

分割は法令が不透明なので時間がかかり、あまり採用

したくない方法であったが、それを選んだ理由は、従業

員の問題で会社分割の方が良かったからだ。会社分割

の場合、従業員の配属を決定するにあたり法令上、明確

にしやすい。一方、事業譲渡だと、従業員の全員の同意

を得ないといけない。法令で配属を決めることはでき

ない。こういうことで、会社分割はややこしいが、労働

者の問題を重視し、分割スキームの使用を決断した。 

撤退のスキームの事例も紹介する。もともとは中国

の国有企業の合弁会社であった機械関係の日系企業の

例だが、経営状況が悪化した。本来、持分を中国側に譲

渡したうえで、中国側の力で会社を再生してほしいと

いうのが日本企業の希望。しかし、会社の生産設備は日

本企業から輸入したもので、担保は日本企業が持って

いる。日本企業はノウハウを盛り込んだ設備をできれ

ば他の企業に使わせたくない。廃棄したとしても日本
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に持ち帰りたい。そこで設備の売却にかかる国有資産

評価について揉め事になった。そうなると中国側の出

資持分を買い取って、日本企業の 100％の独資企業にな

ってから自ら解散した方がよいということにもなる。 

 

３．組織統合（持分譲渡、資産買収、譲渡、合併・分割） 

3-1. 持分譲渡 

 ここからはかなり法律色の濃い部分でもあるので、

簡単に説明を行う。持分譲渡という分野だと、手続きに

ついては講演資料に書いてある通りである。日本企業

にとって一番関心があるのは、既存株主の優先購入権

である。ある日系企業の合弁会社の事例を紹介する。中

国側は撤退を考え、日本企業がその持分を買収したい

と希望した場合、中国側は公開入札で参加してほしい

となる。国有資産管理関連法令と中外合弁企業関連法

令のどちらを優先するのかと問われると、合弁の各当

事者の私権が異なるから難しくなるが、法律上の議論

として、国有企業の株の売却だと、財産権取引所で公開

取引をしないといけない。日本企業はそこに参加し、そ

こで交渉することはできるので、そういう意味では、優

先購入権の行使も財産権取引所での公開取引を通じて

行わなければならない。 

 あとは出資持分譲渡だが、前金の支払いを日本企業

はよく要請するが、中国の外貨管理規制では出資持分

譲渡が終わらないと、中国企業からお金が払えない。モ

ノの売買とは違い、株の売買では出資持分譲渡が完了

し、法人登記が終わってからしかできないのである。優

先購入権と出資持分譲渡の代金回収のリスクとの兼ね

合いの問題ということになる。 

 

3-2. 資産買収・資産譲渡 

 この 2 つは概念が異なる。資産買収というのは、日

本企業が中国のある企業の資産を買い取ってから中国

で新たに企業を設立するということである。資産譲渡

というのは、通常、中国の現地にある企業が資産を売る

ことを指している。例えば現地の日系企業 A 社から中

国の企業 B 社が資産を購入する。この 2 つの方法の違

いの詳細については省略するが、講演資料に記載して

ある。特に資産譲渡については、日本ではいわゆる営業

権譲渡である。18 年前 2000 年に私が日本で勤務して

いた時、営業譲渡という言葉が初耳だった。弁護士の経

験はあるのに、そういう単語は知らなかった。中国には

営業譲渡という概念がなかったためである。いつ頃ス

タートしたかは明確ではないが、2008 年広東省にある

日系企業間の譲渡として初めて資産譲渡を私が担当し、

割と簡単にできたのである。政府にも許認可を確認し

たが、許認可なしで日系企業間の事業譲渡として新聞

にも掲載された。それは初めての資産譲渡とは言えな

いが、2008 年頃、中国では初めて資産譲渡が実務上で

きるようになったと理解している。資産譲渡だと先ほ

ど申し上げたとおり、労働者をいかに処理するのかと

いうのが一番ネックになる。労働者に強制することは

できないという状況である。 

 

3-3. 合併・分割 

 合併・分割だと労働問題は若干対処しやすい。しかし、

合併だと、昔は債権者からの抵抗があった。特に A 社

は優れた会社であり、B 社がほどほどの会社の場合、A

社と合併することは B 社の債権者は喜ぶが、A 社の債

権者は今後経営能力が落ち込んでいくことが心配であ

る。だから合併だと債権者の同意がないといけない。日

本企業の債権者が多い場合、合併は難しいという状況

であった。分割であると、債権者の同意がいらないので

分割した後の会社は連帯責任を負うことになる。もち

ろん例外として、債権者の同意を得れば、別途約束でき

るが、それ以外は分割した後、債権債務関係は連帯責任

が発生するものと日本企業はみているので、今まで合

併・分割ということは、事例としては少なかった。特に

許認可のところで複雑であったが、届出制となった今

は許認可がいらなくなったので、合併や分割がかなり

の割合として増えてきている。特に会社を分割してか

ら、出資持分を譲渡するというパターンが多い。実務上

の問題点が色々あるが、詳細部分は省略する。例えば、

会社の分割の際に資産の確認はどのようにするのか。

また、会社の合併の際に、合併した後、会社の登録資本

金をどうのように決めるのかについて、企業は専門家

の協力を得て政府と調整していくことが必要である。 

 

４．会社解散・清算 

4-1．会社解散・清算に関する法制度 

 数年前まで、解散は難しいと言われたが、その法律上

の理由は講演資料に記載してある。解散には理由が必

要だ。経営期間の満了や営業許可の取消しとは異なり、

解散はその理由が明確でない場合がある。しかし例え

ば「経営の目的を達成できないと同時に発展の見込み

がない場合」となると、言葉の意味は曖昧である。政府

に説明しても、納得を得られない。「どうして将来の見

込みがないと判断できるのか。もう少し頑張ってほし

い」と難色を示されるというのが当時の時代である。近

年は、たまに難色を示されたということはあるものの、

基本的には政府商務部門に申請すれば、許認可がおり

る。今は許認可制も廃止されているから会社の解散に

あたり、ネガティブリストに載っていなければ政府商

務部門の許認可がいらなくなり、工商局に清算組の届

出をすればできるのである。 

しかし、中外合弁企業の場合は相手の同意がなけれ

ばならない。例えば、日本企業は 6 割、中国企業が 4 割

出資の合弁企業で相互の同意がない場合、政府商務部

門に相談に行き、日本企業がエビデンスを出して、発展

の見込みがなく経営目的が達成できないので解散すべ
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きであると主張する。昔の政府は、中国企業に解散命令

を出して解散を命ずるなど、外国企業に有利なやり方

もあった。しかし、その後は政府もトラブルに巻き込ま

れたくないので、「もし株主の同意、合意がない場合は、

あなたが裁判でもやってください。政府は判断しない」

ということになった。日本企業が解散したい場合、全て

の株主の同意がないと、いけないというのが現状であ

る。一方、同意を得られれば手続きは法令どおりに進め

られることが期待できる。 

 

4-2．外資系企業の解散・清算手続 

 順番としてどのような手続きがあるのか。解散、清算

の留意点というと、間違いなく解散プランの作成であ

る。解散ということは同じでも、その方法はまちまちで

ある。例えば、事前に一部の資産を売却してから解散し

たほうが良いのか、解散をスタートしてから売却した

ほうが良いのか。解散してから売却すると価格の交渉

で有利にならない。事前に一部をばら売りしておけば、

まだ良い値がつく。後は資産を若干売却しないと、変な

応対をされることもあるということで、早めに資産を

売却する。でも資産を売却すると周辺に撤退活動がバ

レてしまい、従業員に停止されてしまうこともある。そ

ういった色々な側面があり、状況に一番ふさわしいア

クションプランを考える必要がある。 

 某日系電子企業の解散作業をスタートしたところで、

会社で残業代の未払いがあり、従業員による抗議デモ

を起こされて、労働局から行政処分を受けた。撤退する

際に、昔の健全化されていない問題点が一気に噴火す

ることがある。会社を解散するにあたり、色々な問題が

出た際に対応できる勇気があるかどうかということで、

リスクの洗い出し、事前点検が重要だ。法律関係と労務

関係の専門家の協力が必要である。 

次に最近、簡易抹消登記制度ができた。一定の条件の

下で簡単に登記の抹消ができるようになる。 

 

4-3．債権債務の処理、資産処分及び剰余財産の分配 

以前、ある日系企業の解散清算案件で、株主から当時

の配当金が未払いということで訴訟を起こされたケー

スがあった。実際は事実に基づかない訴訟であり、相殺

という形で支払いはされていたのだが、相殺を認めな

いという言い分で悪意をもって裁判をおこした。日本

企業は当然、支払いたくないので、頑張って一審も二審

も勝った。ただ、解散の時期はかなり遅れた。訴訟期間

の駐在員のコストと弁護士費用もかかったのである。 

合弁パートナーとの関係をうまく構築し、維持でき

るかどうかということも重要である。 

 

5．再編・撤退に伴う人員の削減・整理 

 前向きの場合はあまり問題がないが、後ろ向きの再

編・撤退の場合は考えなければならないのが、人員削減

である。中国の事情として現在の就職状況がどうかと

いう疑問があるが、実は難しい質問である。例えば、大

学卒業生だと、就職が難しいという声がある。当弁護士

事務所では毎年約 800 名の大学卒業生からの応募があ

ったが、実際採用されるのは北京だけでも毎年約 40 名

くらいである。これに対し、日系企業が広東省で新工場

を立ち上げると、600 人の採用枠に応募者は 200 人く

らい。就職希望者が見つからない状況である。地域性な

のか、業界の違いによるものか、中国では一部の地域、

一部の業界ではなかなか良い人材が確保できない。一

部の地域、一部の産業だと良い雇用先を確保できない

という状況である。日本企業が再編・撤退の際に、労働

問題を解決しやすいかどうかに関係してくる。 

例えば、江蘇省は仕事が探しやすい。江蘇省の経済状

況はまだ良いが、江蘇省の労働争議が最近多い。最近、

日本の某電機メーカーの件で従業員の反発があった。

経済補償金いわゆる退職金などの条件は割と良いが、

なぜそういうことをするのかというと、人員解雇の場

では「権利闘争」から「利益闘争」にシフトしてきてい

るからだ。昔は、会社都合による退職の場合は経済補償

金（退職金）が上がる。法律がお金を与えなさいと守っ

てくれていた。今の時代、企業は法律上支払えるものだ

けを支払いたい。2 倍、3 倍などの経済補償金はとんで

もないと考える。しかし、とにかく企業には労働者から

の根拠のない要求が殺到するという時代である。今の

時代は、法律に関係なくとにかく自分の利益を求める

ことになっている。全員がそうとは言わないが、そうい

う社会現象が出ている。例えば、ある米国企業が、出資

持分を台湾系企業に売却したところ、労働争議に発展

した。出資持分譲渡は親会社の株主の譲渡なので従業

員には関係ない。つまり従業員とは関係なく、米国の法

人の株を台湾系企業に売却したという事例だ。しかし、

中国現地の従業員は、現地の中国企業に会社が変わる

のだから、将来の仕事の安定性などを心配して退職金

を払え、と要求する。そういう気持ちになるのもわから

なくはないが、結局企業は従業員に退職金を支払い、従

来通りに新規で再雇用となった。企業における人事管

理の難しさがある。 

以前、私の本に書いたが、従業員の問題を避けるため

には、以前の許認可制のもとで、政府から会社解散の許

可を取得してから従業員に公開して、一斉解雇とした

ほうが楽である。そうでないと、事前に従業員を削減す

ることに反対意見が出ると、騒動にまで発展し、結局政

府の解散の許可が時間どおりに下りないケースがある。

そういうことで許認可制のもとで、その順番の方が良

いと私は思っている。しかし、最近、広東省のある企業

が大きな波紋を呼んだ事例がある。労働法上の批判を

受けたのだが、従来は公開の前に労働組合の意見を聴

取するなどのアクションがあるのに、何もしないまま、

政府の許可を取り解散宣言を行うことに問題があるの
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か否かが問われた。法律では問題がないとしても、労働

上はおかしいということで、日本の新聞でも報道され

た案件である。確かに時代が変わった。全て準備万端で

スタートするということが良い面である一方、そうい

うことで批判を受けて大きなトラブルになるケースも

ある。どちらの方が良いかというと、ケースバイケース

で判断することになる。 

 

5-1．人員削減・調整の主要手法 

会社解散・清算に伴う従業員の解雇について、理論上

政府の許認可はいらないので、管理職に対して、ある程

度説明を行い、所在地の政府に状況を説明し、翌日、ま

たは翌週から従業員に宣言を行う。また、解散・清算手

続きに控えた人員削減の手法の中で、日本でいう希望

退職、中国では協商一致解除（合意解除）がよく提案さ

れる。従業員が合意解除に応じてくれれば、本来の経済

補償金が 100 元のところを例えば 120 元支払うなどの

対応をしている。 

 

5-2．人員削減・調整の紛争事例 

参考として、講演資料に色々記載したが、最近集団紛

争が増えている。集団紛争の要因は残業代、給与が多い

が、大型争議の最新の傾向というのは、言うまでもなく

再編・撤退関係である。たくさんのお金をもらいたいと

いう従業員の気持ちの問題である。先日、ある繊維の合

弁メーカーであったが、撤退のため希望退職を募った

ところ、女性従業員 380 名の 8 割くらいが反発して日

本人の総経理と会計士、弁護士を軟禁状態にし、激しい

騒動を起こした案件もあった。 

地元政府の協力、適切な対応方法で臨機応変に従業

員のリーダーを説得方法がどこにあるのかということ

を総合的に考えた上で、順調に解散を行った事例もあ

る。 

 

6．買収・再編における企業結合申告 

6-1．申告が必要となる買収・再編 

 出資持分や資産を買い取ったり、合弁企業を設立す

る場合は、競争当局に企業の結合申告の必要がある。中

国に日本でいう公正取引委員会がある。申告基準は売

上だが、前期の売上についてはすべてが対象である。一

番重要なことは、他の国との違いとして中国は集団（グ

ループ全体）の売上が対象となる。例えば、大手商社 A

社の孫会社だとすると売上規模は小さいが、もしかす

ると合弁事業だと申告しなければならない。なぜかと

いうと、親会社の親会社である A 社の中国における売

上げは大きく、A 社を一つの集団（グループ）としてみ

なすと申告の必要があるとされるわけだ。多くの日本

企業は合弁企業の設立、株の売買にあたり申告しない

といけない場合がある。詳細な説明は省略するが、国務

院の組織再編によって、商務部，国家発展改革委員会お

よび国家工商行政管理総局の 3 機関の関係局がドッキ

ングして、国家市場監督管理総局独占禁止局が発足し

た。そこが日本の公正取引委員会と同じように審査す

る。 

 

6-2．企業結合の審査手続 

審査の手続きの順番は講演資料をご参照いただきたい。 

 

6-3．簡易事案制度の導入 

 日本企業は、簡易審査を適用できれば都合がよい。例

えば、A 社が南アメリカのチリで鉱物関係の合弁会社

を設立するとする。それを中国の独禁法で申請すれば

簡易審査が適用されるかもしれない。なぜなら A 社の

親会社の売上が大きい。チリの相手企業の親会社の売

上も大きい。ということは中国とは無関係の事業なの

に中国政府に届け出を行う必要があるが、この場合、簡

易審査が適用されるということである。 

 日本企業の買収についても、中国、韓国、アメリカ、

EU（欧州連合）などの複数国において届け出をすると

いうことはよくある。この関係の詳細は省略する。 

 

6-4．申告義務懈怠の効果および処罰事例 

 申告懈怠の場合、処罰がある。日系企業でも買収案件

で申告の懈怠として中国政府に処罰された事例があっ

た。処罰の際、名誉損失がもたらされる一方、課徴金も

発生するので、注意が必要である。 

本日は、主に中国の買収、とりわけ再編・撤退につい

ての最新事情を説明させていただいた。我々事務所も

その関係のデータを継続的に収集しており、この分野

も含めて毎月発刊する日本語版のニュースレターで最

新情報を発信している。ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

 

【質疑・応答】 

（司会） 

 先生ありがとうございました。会場から質問を受け

付ける。 

 

（フロア 1） 

 色々なトラブル例を聞かせていただき、ありがとう

ございました。資料の各種方法のメリット・デメリット

の中で、出資持分譲渡のデメリットの中に書かれてい

る、優遇減免税返納の可能性というのは、会社の解散と

か破産清算の際に、減免税の返却というのは優先され

るのでしょうか。日本の場合は、税金を納めることが第

一であり、その次に労働者の未払い給与、退職金を支払

ったうえで債権者の債務返済に充てていくという順番

が決まっている。中国では減免税返納というのは、会社

を清算した場合には、優先順位としてはどの辺にあた
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るものなのか。 

 

（劉新宇先生） 

会社を清算する場合は、破産とは違い、あくまで全て

の債権債務をきれいに処理できる段階であるから、税

金も全額納める。結果的には、従業員費用とか税金とか、

全ての債権債務を処理できる。一部弁済できないとい

う状況になると破産になる。相当前、出資持分譲渡だと、

出資持分譲渡により中国企業に売却し内資企業となっ

た場合、当局は企業に免除された税金や財政優遇分の

返納を求めるケースがあった。今は非常に少なくなっ

たが、昔、特別税金の免除を受けたケースがあり、一定

の期間中に返還が求められる義務は法律上書いてある。

いろいろな場面があるので、今はあくまで総合的なイ

メージであるが、一部特別優遇の返納を要求されるこ

とがあり得るというのが説明の趣旨である。 

 

（フロア 2） 

今の中国では、企業の中に共産党支部を作るように指

令が出ているように伺っているが、もし共産党支部が

できると、共産党の意向に沿わないような買収・解散と

いうのは難しくなるのか。もう 1 点、昨年ドイツで共

産党支部を強要するなら、中国から撤退するという話

が出ていると聞いているが、日本の場合は、どのような

対応をしようとしているのか。 

 

（劉新宇先生） 

これについては、日経新聞の報道にもあるとおり中国

の一部の企業には共産党の支部を作るということが増

えている。特に上場会社の中で増えていると新聞での

報道があり、私も拝読したが、ちょうどそのころ日本経

済団体連合会のセミナー講師を務めていた頃で、その

説明をした。主に２つ。１つは共産党の公式記者会見が

あるように、当然、一定の党員がいる企業では党員によ

る共産党の支部設立が提唱される。これについては党

員が集まる義務がある。ある意味で党員が集まるとい

うことを企業としてダメだと言ってはいけない。企業

に対して企業経営陣による設立の義務として要求して

いないと共産党は説明している。2 点目の後ろ向きな再

編・撤退ということだと、理論的には共産党支部は経営

に対してタッチしないから、コメントする立場はない

が、労働組合と同じように従業員とトラブルがあった

場合は、党員又は組合の幹部が社会の安定のために企

業を支援して従業員を説得して割と支援してくれる場

面もあると聞いている。 

 

 

（司会） 

質問も尽きないと思うが、時間が迫っているので締め

切らせていただく。本日は劉新宇先生より、『中国にお

ける M&A 最新事情~日系企業の再編・撤退関連実務を

中心に～』と題してお話しいただいた。先生、どうもあ

りがとうございました。 
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2.講演資料 
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