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� 中国共産党中央政府、中国国務院は 4 月 1 日、河北省雄安新区の設立を発表した。雄安新区は、河

北省の雄県、容城県、安新県の 3 県とその周辺地域が対象とされ、深セン経済特区、上海浦東新区と

同様に全国的な特別エリアの意味合いを持ち、歴史的意義のある新区と位置付けられている。 

� 雄安新区の先行きについて意見が分かれている。楽観的な見方としては、雄安新区の設立は長期的な

国家戦略であり、京津冀共同発展の新たな幕開けとなり、これを起点とした更なる経済成長期も期待で

きると見られる一方、改革開放以来設立した経済特区、国家新区は深センと浦東だけではなく、すべて

期待していたほど成功したとは言えない。深センと浦東と比べ、雄安新区が直面している経済発展段

階、外部環境などはかなり異なっているため、同じような成功を収めることは困難との見方も多い。 

� 雄安新区は近年最も位置づけの高い国家新区であり、「千年大計」と表現されるほどスケールが膨大

で、現時点でその全貌を把握することは難しく、過剰に楽観、または悲観的に見る必要はない。雄安新

区の影響は短期的にみて投資の拡大効果であり、街作りにせよ、北京の非首都機能の受入れにせよ、

いずれも巨大な投資需要を生出すことになる。一方、長期的に諸改革の試行を注目する必要はあり、

雄安新区で改革を試行しながら修正し、その経験を全国へ広げることができれば、中国の構造改革に

とっても大きなプラス要因となるのであろう。 

 

君合の中国法コラム ............................................................................................................. 8 
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� 2016年 12月 26日に工商総局が「工商総局による企業簡略登記抹消改革を全面的に推進する改革に

関する指導意見」（以下「本指導意見」という）を公布した。本指導意見は企業簡略登記抹消制度を全

国的に導入して企業の登記抹消手続きを簡略化し、企業の市場撤退における効率を高めることを目的

としており、中国政府が推し進める商事制度改革において重要な意義を有すると言える。本稿では、簡

略登記抹消制度の概要を紹介するとともに、その限定性につき分析し、現行の登記抹消制度と比較し

て 外商投資企業の解散清算作業への影響につき説明する。 
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メイントピックス 

雄安新区を設立へ～諸改革の試験区としても期待 

中国共産党中央委員会、中国国務院は 4月 1日、河北省雄安新区の設立を発表した。雄安新区は、河北省

の雄県、容城県、安新県の 3 県とその周辺地域が対象とされ、深セン経済特区、上海浦東新区と同様に全

国的な特別エリアの意味合いを持ち、歴史的意義のある新区と位置付けられている。雄安新区の初期開発

面積は 100平方キロメートル前後とされているが、長期的に新区のカバー範囲は 2,000平方キロメートルを上

回る見通しである。 

Ⅰ．雄安新区の基本状況 

� 雄安新区の位置 

雄安新区は河北省の雄県、容城県、安新県の3県に跨り、北京から約120キロメートル離れた、保定市と覇州

市の間に位置する。車で北京から大広（大連-広州）高速、栄烏（栄城-烏海）高速で向かえば、約 1時間 20

分で到着することができる。また雄安新区は天津からは約 100キロメートルの距離で、北京、天津と三角形を

描く形となり、今後、高速鉄道が開通すれば、約 30分で移動できる都市圏が形成すると見込まれている。 

また雄県、容城県、安新県の 3県は逆三角形で、華北平原最大の淡水湖である白洋淀を囲む形となってい

る。水資源が豊富な点から、雄安新区は、生態系が良く環境にやさしい街づくりに必要な自然資源を備えて

いるといえる。ただ深セン経済特区、上海浦東新区と比べ、港か、港につなぐ川がないのは欠点で、今後、渤

海までつなぐ運河を建設する可能性もあるといわれている。 

 

� 雄安新区の産業 

Windによれば、雄県、容城県、安新県の 2011～2015年の GDP年平均成長率はそれぞれ 10.9％、4.0％、

3.1％と雄県以外は全国平均水準を下回り、河北省の中でも比較的経済成長が遅れている地域である。産業

別でみると、3県の第二次産業の割合はそれぞれ 70％、57％、50％と全国平均の 41％、河北省平均の 48％

を上回り、産業構造の転換も迫られている状況である。 

図表1　雄安新区の位置

出所：百度地図を基にBTMU(China)中国調査室作成
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県別では、安新県は白洋淀に近隣し、遊覧船の埠頭も県内にあるが、観光資源の開発は粗放的で、連休以

外のときにそれほど観光客は見られない。埠頭近辺では、5つ星ホテルは 1軒あるが、関連設備、サービスは

北京、天津の同レベルのホテルに大きく及ばないと言われている。また当地には「咸鴨蛋」（アヒル卵の塩漬

け）など特産品もあるが、有名ブランドがなく規模の効果が働かず、生産・販売効率が低い。総じてみると、安

新県は白洋淀に近く、観光資源が豊富であるが、まだまだ開発の余地があり、特に遊覧船埠頭を中心に観光、

生態系建設を進めていくことができれば、観光産業を中心とするサプライチェーンを形成することができると思

われる。 

容城県は「服装城」と呼ばれるように主要産業は衣類加工である。容城県政府によれば、容城県はすでに北

京服装学院と協力関係を締結しており、今後服装デザイン、服装加工、服装の卸売といった分野に注力する

という。長期的に北京服装学院のデザイン力、北京南部地域の物流産業といったそれぞれの強みを有効に

活用し、ファッションの街を目指していく考えもあるという。 

雄県には主要産業がなく、プラスチック製品加工、自動車修理といった規模が小さい、ローエンド企業が中心

であり、工場も各村に遍在しており、工業園区は形成されていない。消費についても当地最大のデパートであ

る雄州百貨がすでに営業停止しているなど低迷している模様である。このように雄県の経済・産業発展水準

は比較的低く、ハイテク産業の導入などで地元経済にテコ入れする必要性は 3県の中で最も高く、今後、中

関村や浜海新区などと連携し、関連企業との協力、企業誘致に取組む可能性が高いと見られている。 

� インフラと環境保護に課題 

雄安新区のインフラ施設は整備されているとはとても言えない状況である。例えば、県内基幹道路の多くは双

方向 2車線のみで道路沿いに柵もグリーンゾーンもないこと、新区に鉄道の駅や空港など大型交通ターミナ

ルがないこと、街灯照明システムはほとんどないこと、などが挙げられる。 

環境面においては、雄安新区は白洋淀を囲み水資源が豊富である一方、その水質は富栄養化や、一部流

域において汚染が見られている。特に農村部の汚水処理システムは整備されておらず、生活汚水が最大の

汚染源となっている。なお 3県ともに大気の質が悪く、スモッグは北京よりも深刻である。 

生態系建設は雄安新区が掲げる目標の一つであるが、インフラ、環境保護の 2分野からみると、目標の達成

にはまだほど遠い。ただ弱みであればあるほど、改善する余地が大きく投資機会も多いとも思われる。今後こ

の 2分野における財政投入と政策支援が強化されると考えられ、インフラ投資の拡大が短期的に先行し、環

境保護の関連投資は長期間にわたって行われる可能性が高いと見られている。 

Ⅱ．雄安新区設立の目的と今後の取組 

� 雄安新区設立の目的 

新華社の報道、河北省政府、国家発展改革委員会（発改委）のインタビューから、雄安新区設立の主要な目

的は、①北京の非首都機能移転の受入れ、②河北省の産業構造高度化の促進、③京津冀地域経済協力の

推進、の 3つにまとめることができる。 

習近平主席が何度も強調したように、北京の非首都機能移転は「京津冀一体化」を推進するための最重要ポ

イントであり、雄安新区はその一環として重要視されている。非首都機能移転の受入れにより、北京の大都市

病を効果的に緩和するほか、北京のサブ・センターである通州とともに北京の経済成長の両翼を担うことが可

能となる。 

なお、首都機能とは全国の政治の中心、文化の中心、国際交流の中心、科学技術イノベーションの中心とい

う 4つの機能と定められる。この基準に準じないものとして、北京市発展改革委員会は今後、①一般性製造

業、②地域性物流センター、卸売市場、③一部教育、医療など公共サービス機関、④一部行政サービス機

関を北京以外に移転させる方針を示した。 

また河北省の場合、「鉄鋼の都」として長年中国の経済成長に貢献してきたが、それゆえに鉄鋼業への依存

度が高く、新興産業の育成が遅れ、新たな経済成長のけん引力が欠如している。雄安新区の設立は河北省
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に経済・産業構造転換のプラットホームを提供するとともに、鉄鋼関連の過剰生産能力削減による失業の発

生、および経済の下振れを緩和する効果も期待されている。 

その他、雄安新区は京津冀地域の資源配置を再調整し、地域発展、地域協力の最適化モデルを模索し、北

京、天津、河北を世界レベルの都市圏に築き上げるとともに、その経験を広げることができれば、目下中国各

地で推進されている新型都市化、都市圏建設のモデルになると思われる。 

� 雄安新区の重要任務 

習近平主席は雄安新区の設立に当たって 7 つの重要任務があると指摘した。 

①環境にやさしく、高水準、エコ、現代的なスマートシティを構築する。 

その方針に従い、今後環境保護、グリーン産業が雄安新区に優先的に導入される可能性が高いと思われる

ほか、都市インフラ整備において資源の循環利用や、モノのインターネット（IoT）といった先端技術・理念の

応用も期待されている。 

②青い空と緑が交わり、さわやかで明るく、水と街が融合した生態系都市を建設する。 

目下北京が直面している重要課題の 1つは水不足であり、2,300万人という人口抑制目標も水資源保有量に

基づき制定したものである。新区の立地が雄安に選定された重要な一因が白洋淀の水資源であり、今後、白

洋淀を中心に生態系都市の建設を推進することとなれば、それにかかわる水利、水処理関連投資も拡大する

と思われる。 

③ハイエンド・ハイテク産業を育成し、イノベーションで経済成長をけん引する。 

京津冀一体化計画では、ハイテク産業の発展について、北京が全体デザイン、天津が研究開発、河北省が

製造とそれぞれの役割を明確に示している。雄安新区の位置づけは大よそ天津と河北省の間とみられ、今後、

中関村や浜海新区などのハイテク企業と連携を取りながら、研究開発、製造の両方に携わることが予想され

ており、具体的に情報サービス、ビッグデータ、電子製品、ソフトウェアといった分野は最も有望とみられてい

る。 

④質の高い公共サービスを提供し、新たな都市管理スタイルを構築する。 

具体的な措置はまだ公表されていないが、北京からの一部教育、医療サービス機関の移転が予想され、そ

れらのノウハウを生かしながら、新区独自の管理方法を確立し、公共サービス水準の向上に取り組むことにな

ると思われる。 

⑤便利で効率が良く、環境にやさしい交通ネットワークを構築する。 

地理的には、雄安新区、北京、天津の 3地域は三角形を描く形となっており、高速鉄道が開通すれば、都市

間が約 30分で移動できるようになる。交通の利便化は地域経済の活性化に直接的な効果があることから、高

速鉄道をはじめとする交通分野には政府投資が先行されるが、その他のインフラ投資プロジェクトに比べて民

間投資の意欲が比較的に高い分野と思われることから、今後、財政、金融などの関連措置に伴う投資拡大が

期待されている。 

⑥行政体制改革を深化し、資源配置において市場に決定性役割を果たさせる。 

中央レベルでは今年の政府活動報告で示されたように行政手続きの簡素化、権限委譲といった改革が引続

き深化されるほか、河北省政府としても、関連措置を取り、規制緩和を行い、過度な行政介入を徐々になくし

ていくことが不可欠である。 

⑦対外開放を強化し、産業別の参入基準を緩和するとともに、対外交流のプラットホームを構築する。 

雄安新区は建設中の北京新空港から約 70キロメートル、車で約 1時間の距離である。北京新空港の年間利

用客は延べ 1億人を上回ると予想されるほか、空港の近くで新たに「航空新城」の建設も計画されている。雄

安新区は北京新空港の建設を機に河北省の対外開放の窓口となることが期待されている。 
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� 企業移転、不動産取引について 

雄安新区の設立を受け、多くの国有企業が投資意向を表明している。主だったところでは、インフラ投資を手

掛ける国家開発投資や、通信キャリアの中国聯通、建設大手の中国鉄建、中国石油化工集団、中国冶金科

工集団、中国華電集団、中国交通建設、中国建築工程総公司などが新区参画に名乗りを上げている。 

また雄安新区の設立発表により、株式市場における関連銘柄への投資熱も急に高まっている。河北省のセメ

ントメーカーである唐山冀東水泥、開発区の開発管理や運営を行う華夏幸福基業、セメントを中心とした建材

メーカーの北京金隅HD、鉄鋼大手の河北鋼鉄、重機メーカーの河北宣化工程機械などの関連銘柄は数日

連続のストップ高となるなど急上昇している。 

不動産については、雄県、容城県、安新県政府は全ての不動産取引を凍結しており、周辺地域では、廊坊

の覇州市、文安県、滄州の任丘市、保定市の満城区、清苑区、白溝新城、定興県など一部投機の対象とな

っている地域も購入制限を実施しており、投機抑制の動きは一層強まっている。 

� 当局の今後の取組 

発改委の何立峰主任は人民日報のインタビューに対し、雄安新区の建設に当たって、世界的視点、国際基

準、中国の特色、高い位置づけといった方針を堅持し、全国から優秀な人材を集め、世界の経験を十分に活

かし、河北省、および各関係側とコミュニケーションをとりながら、初期エリアの詳細計画、白洋淀の生態環境

保護計画などを制定し、確実に実現するように努めていくと強調した。 

また何立峰主任は、諸々の改革要素を雄安新区へ誘導し、イノベーション、企業運営に良好な外部環境を創

出するとともに、行政システム、投融資体制の改革を深化し、新区発展を制度面でバックアップする方針を示

した。 

Ⅲ．雄安新区の先行き 

雄安新区の先行きについて市場の意見が分かれている。楽観的な見方としては、雄安新区の設立は長

期的な国家戦略であり、京津冀共同発展の新たな幕開けとなり、これを起点とした更なる経済成長期も期待

できるというものである。その理由は主に以下の 3点である。 

①雄安新区は近年位置づけが最も高い国家新区 

1992 年の上海浦東新区から今回の雄安新区まで、中国は計 19 の国家新区を設立した。中には、「一帯一

路」の拠点となる福州新区、雲南滇中新区、「長江経済ベルト」に沿った贛江新区、湘江新区、江北新区、

「西部大開発」を推進するための蘭州新区、西咸新区、貴安新区、天府新区などがある。雄安新区は「京津

冀一体化」の一環であるが、新華社は「千年大計、国家大事」（長年にわたる計画、国の一大事）との表現を

用い、その位置づけを前述した新区を上回る、深セン経済特区、浦東新区と同レベルまでに持上げている。

同時に新区が建設される前から、不動産市場の過熱を防ぐために取引をすべて凍結したことからも政府の新

区建設への決意が見て取れる。 

②雄安新区の建設は投資拡大をもたらす 

2017 年は京津冀共同発展計画の短期目標の最終年であり、計画では、2017 年までに北京の非首都機能の

移転に一定の成果を上げるとしたほか、条件を備えた地域で交通一体化、生態系建設、環境保護、産業構

造高度化といった重点分野にも取り組むとの目標も掲げられてきた。 

非首都機能を受入れるための街作りにせよ、交通状況の改善、生態系建設にせよ、大規模なインフラ投資は

不可欠である。同時に非首都機能の受入れに伴う国有企業、大学、科学研究機関、および公共サービス機

関の移転も予想され、これらに伴う固定資産投資も相当なものになると思われる。雄安新区の計画面積は短

期的に 100平方キロメートル、長期的に 2,000平方キロメートルと広大であり、これによりもたらされた投資は京

津冀、ならびに華北地域の経済成長に積極的な影響をもたらすと期待されている。 
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③雄安新区は諸改革の試験区にもなる 

中国共産党第十八回三中全会の決定以来、政府は国有企業改革、財政・税制改革、金融改革などに取組

み、一定の成果を上げているが、より踏み込んだ改革は諸々の要因から思いのほか難航している。そのため、

北京の非首都機能の受入れ以外、利益集団、固定化しつつある階級、環境汚染など問題が山積する大都市

から離れ、諸改革を試験しながら修正していくことも雄安新区に課された重要な役割と思われる。 

具体的には、習近平主席は雄安新区の建設に対し、最新の理念と国際一流の基準で設計し、新たな都市建

設、都市管理方式を模索するよう求めた。現段階では、大都市は少ながらず大都市病に悩まされており、そ

の中で、雄安新区はゼロから都市の建設、管理に取組み、大都市病の効果的な解決方法を探ることが期待

されている。 

また住宅改革が始まってから不動産業は徐々に中国の主要産業となっているが、高騰した不動産価格はイノ

ベーションを阻害し実体経済の弱体化をもたらしたほか、マクロ政策の有効性にも支障を与えている。当局は

昨年から、住宅が住むためのものであることを何度も強調しており、今後、雄安新区は公租房（公共賃貸住

宅）、廉租房（低価格賃貸住宅）など新たな居住方式を拡大導入する可能性もあるといわれている。 

その他、習近平主席は雄安新区のイノベーションと対外開放を強調しており、深セン経済特区、浦東新区は

当時それぞれにイノベーション、対外開放の先陣を切っただけに、雄安新区も今後、関連促進政策の実施で

京津冀地域の経済成長に何らかの変化をもたらすとの期待が高まっている。 

 

一方、これに対し、改革開放以来設立した経済特区、国家新区は深センと浦東だけではなく、南部沿海地域

に厦門、珠海、華北地域に天津浜海新区、曹妃甸があるが、いずれも期待していたほど成功したとは言えな

い。深センや浦東と比べ、雄安新区が直面している経済発展段階、外部環境などはかなり異なっており、同じ

ような成功を収めることは困難との見方も多い。その主要な理由として以下の 4つがある。 

①経済発展段階の違い 

深セン経済特区が設立された時期は中国経済の高度成長期にあたり、当時は資本が急速に蓄積しただけで

なく、企業の中国経済に対する見通しが明るく、新規建設、生産拡大において積極的であった。しかし現在

では、中国経済が「新常態」に入ったことに加え、中国政府、企業の債務比率が高騰し、投資に対するスタン

スはより慎重となっている。 

②外資導入面の違い 

深セン経済特区の成長において、政府は政策面の規制緩和を実施した以外、それほど資源を投入しておら

ず、投資資金の多くは香港から導入したもの、すなわち、開放によりもたらされた外部資金の最大限の活用が

深センの成功の重要な一因となった。一方、現在も政策面では依然として外資を歓迎しているが、実際には

各地で資本バブルが膨らんでおり、海外の資金・技術に対するスタンスは昔と比べ大きく変わっていると思わ

れる。 

③産業構造の違い 

深セン経済特区は、実業で経済をけん引し、経済で街作りをけん引するという発展ルートを辿ってきた。これ

により、深センの産業と都市発展は融合しており、実体経済が深センの強い支えとなっている。それに対し、

河北省は今まで鉄鋼業に過度に依存し、新興産業の育成が遅れた一方、不動産価格だけは急騰しており、

この経済・産業構造の歪みを是正しない限り、持続可能な経済成長の実現も困難であるとみられる。 

④世界経済構図の変化 

深セン特区と浦東新区の成功は世界経済グローバル化の波に乗ることができたことも重要な一因である。特

に WTO 加盟により、中国はより深いレベルでグローバルサプライチェーンに参加することができ、国内の経

済成長、構造転換に大きな役割をもたらした。しかし今では、世界各国で貿易保護主義が台頭しつつあること

や、労働集約産業が東南アジア諸国へ移転するなど外部環境が大きく変わり、雄安新区は既存の枠組みか
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ら更に進んだ、新たな国際経済協力体制を模索していく必要がある。 

 

以上をまとめれば、中国共産党中央、中国国務院が雄安新区を高い位置づけに置いたのは、経済成長に対

する新たなけん引力を創出する狙いと思われるが、しかし時代の変化もあり、近年新区の設立による経済促

進効果はますます薄まり、過去のように、新区を設立し促進政策を打出せば、資本が集まり、産業が高度化し、

政府財政が改善し、街が変貌するというシナリオはすでに成り立たなくなっているため、新たな発展方式を探

っていくことが不可欠である。 

 

雄安新区は近年最も位置づけの高い国家新区であり、「千年大計」と表現されるほどスケールが巨大で、現

時点ではその全貌を把握することは難しいため、過剰に楽観、または悲観的に見る必要はないと思われる。

雄安新区の経済への影響は短期的にみて投資の拡大効果があり、街作りにせよ、北京の非首都機能の受入

れにせよ、いずれも巨大な投資需要を生出すことになる。一方、長期的には諸改革の試行に注目する必要

はあり、雄安新区で改革を試行しながら修正し、その経験を全国へ広げることができれば、中国の構造改革

にとっても大きなプラスとなるのであろう。 

 

 

 

 

三菱東京 UFJ 銀行（中国） 中国投資銀行部 

中国調査室 佘 兴 
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君合の中国法コラム 

企業の簡略登記抹消制度は本当に「簡略化」されたものとなるのか 

2016年 12月 26日に工商総局が「工商総局による企業簡略登記抹消改革を全面的に推進する改革に関す

る指導意見」（以下「本指導意見」という）を公布した。本指導意見は企業簡略登記抹消制度を全国的に導入

して企業の登記抹消手続きを簡略化し、企業の市場撤退における効率を高めることを目的としており、中国

政府が推し進める商事制度改革において重要な意義を有すると言える。本稿では、簡略登記抹消制度の概

要を紹介するとともに、その限定性につき分析し、現行の登記抹消制度と比較して外商投資企業の解散清算

作業への影響につき説明する。 

Ⅰ．企業簡略登記抹消制度の概要 

� 適用対象 

本指導意見の二（一）によれば、以下のいずれかの状況に該当する場合、同制度を利用することが可能であ

る。 

①営業許可書を取得した後に経営活動を行っていない会社（以下「未開業企業」という） 

②登記抹消を申請する前に債権債務が発生していないか、債権債務はあるがその処理を完了している企業

（以下「無債権債務企業」という） 

例外：上記のいずれかに該当するが、外資参入特別措置が適用される外商投資企業、経営異常リストや重

大違法信用喪失企業リストに入っている企業、立件され司法手続きが終了していない企業、持分・動産に抵

当権が設定されている企業、分公司の抹消登記を完了していない企業等に該当する場合は、同制度を利用

できない。 

� 何を簡略化できるか 

①提出書類の簡略化 

現行の工商登記抹消では、申請資料として①「抹消登記申請書」、②「清算組登録通知書」、③「企業の内部

決議」、④「清算報告書」、⑤「税務局発行の納税完了証明」、⑥「税関発行の税関登記抹消証明」、⑦「債権

申告に関する新聞公告のサンプル」などが必要であった。それに対して、簡略抹消の場合、上記②、③、④、

⑤、⑥、⑦の提出が不要となり、その代わりに「出資者全員が署名した承諾書」の提出が必要となったが、現

行の登記抹消の手続きに比べかなり簡略化された。 

②プロセスの簡略化 

上記（１）の通り、現行の工商登記抹消では申請前に税務抹消登記、税関抹消登記、新聞公告（上記書類⑤

⑥⑦）を済ませてはじめて工商登記抹消を申請できるのに対し、簡略手続きの場合は、企業が税務登記、税

関登記の抹消完了証明を待たずに国家企業信用情報開示システムに公告し、公告期間（公告期間は 45日）

において、工商局がかかる情報を税務局、労働局、商務部門などの部門と共用し、関連部門、利害関係者

（例えば債権者、従業員等第三者）からの異議申し立てがなければ、工商局が 3営業日以内企業に対し簡略

登記抹消を許可する。 

Ⅱ．簡略登記抹消制度の限定性 

以下に分析の通り、本指導意見の内容が現行の解散清算抹消の制度と比べて必ずしも簡略化されたもので

あるとは限らないと考える。 
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� 簡略登記抹消制度のプロセスは本当に簡略化されたと言えるのか 

外商投資企業の現行の解散清算プロセスは、①解散清算の届出（商務部門）、②清算組の設立と工商局登

録、③債権者への通知と新聞公告、④債権債務の処理と剰余資産の処分、⑥税務、外貨、税関、工商等に

おける登記抹消である。「公司法」では、企業は解散・清算手続きにおいて、債権債務等の処理作業及び清

算組の設立などの義務を負う必要があると規定されている。本指導意見に定める簡略手続きは、工商局の登

記抹消手続きを簡略化するのみであり、「公司法」における企業の清算に関する義務を免除し、または他部

門の手続き（例えば商務部門の届出手続き、税務抹消登記、税関抹消登記）を省略できるものではない。こ

れは、簡略手続きに必要な「投資者全体による承諾書」の文言にある「本企業は登記抹消の申請前に、債権

債務が発生しておらず、または既存の債権債務の処理を完了している。清算費用、従業員の給与、社会保

険費用、法定補償金や納付すべき税金の未払い及びその他の未完結事項が存在せず、清算作業がすべて

完了したこと…承諾する」からも伺える。 

即ち、未開業企業または無債権債務企業は簡略手続きを適用する場合に、工商登記抹消と並行して税務登

記、税関登記の抹消を行える余地があると考えられるが、依然として清算組を設立し、税務登記、税関登記の

抹消を行わなければならない。 

� 登記抹消の所要時間を本当に短縮できるのか 

上記のとおり、簡略手続きの場合でも「公司法」に定める清算組設立等の清算作業及びその他管轄部門に

おける登記抹消手続きを行う必要があるため、全体的に解散清算に要する時間を短縮できるかはやや疑問

である。例えば工商局登記抹消の申請にあたり、企業が簡略手続きを選択した場合に、国家企業信用情報

開示システムで 45日の公告期間が必要であるが、仮にほかの当局部門または第三者から異議を申し立てら

れた場合、申請企業による弁明手続きが設けられていないため、基本的に工商局より簡易手続きを却下され、

その結果、通常の登記抹消に切り替えざるを得なくなる。その場合に、簡易手続きの公告期間が無駄になる

だけでなく、通常の登記抹消手続きをやり直することになるため、むしろ最初から現行の登記抹消手続きを選

択したほうが、所要時間をコントロールでき、手続きもより明確であると言える。 

Ⅲ．外商投資企業の解散清算作業への影響 

簡略登記抹消制度の適用対象は未開業企業と無債権債務企業に限定されているが、日系等外商投資企業

において、弊職らの経験では実務においてそのような条件に該当する企業が解散清算する例はそれほど多

くない。債務債権関係が比較的簡単かつ明確な外商投資企業にとって、債務債権の処理は一般的に容易

であるため、登記抹消前に税金等を含む債権債務を処理できていれば、工商局の登記抹消手続きにあたり

簡易手続きを選択することによって手続きを簡略化できる可能性はあるが、簡略登記抹消制度の適用対象が

未開業企業と無債権債務企業に限定されている以上、債権債務が多い企業またはその他の複雑な問題（例

えば従業員問題、土地建物の売却等）を抱えている外商投資企業にとっては、簡略登記抹消制度の恩恵は

あまりないと考える。また、上記の通り、簡易手続きは、「公司法」における企業の清算義務または他部門の手

続きを免除するわけではないため、簡易手続きのメリットは限定的であると言わざるを得ない。 

なお、本指導意見が工商総局の部門規定に過ぎないため、今後商務部門、税関、税務局等関係部門とどの

ように連携して清算抹消手続きを取り扱うかにつき引き続き見守っていく必要がある。 
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BTMU の中国調査レポート（2017 年 3 月） 

� 経済情報 

中国：2017年 1-3月期 GDP成長率は前年比+6.9%と小幅加速 

https://reports.btmuc.com/File/pdf_file/info005/info005_20170419_001.pdf 

経済調査室 

� BTMU中国月報第 135号（2017年 4月） 

http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/117040101.pdf 

国際業務部 

� BTMU CHINA WEEKLY  2017/4/19 

https://count.bk.mufg.jp/c/Ccl0j1pz6bpqchHb6446392Iid0j1pz8bctrt 

国際業務部 
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