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一、最新中国法令

一、最新中国法令





国家发展和改革委员会关于推广借鉴上海浦
东新区有关创新举措和经验做法的通知

上海浦東新区における革新的な措置及び経験や
手法を普及させることに関する国家発展・改革委
員会による通知

试点持永久居留身份证外籍高层次人才创
办科技型企业改革。
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t202
10407_1271796.html

【発布機関】国家発展・改革委員会
【発布番号】発改地区〔2021〕345 号
【発 布 日】2021-04-07
【概
要】今般普及させる予定の革新的な措置及び
経験や手法はシステム・インテグレーション改
革、制度型開放、管理の効率化の 3 つの
方面に及び、計 25 項目、51 件の具体的
手法が含まれている。具体的には以下のも
のが含まれる。
システム・インテグレーション改革（13 項目 26 件）

「営業許可証交付後、不要な審査・許可手続
きの削減」制度を模索し、「ワンストップ化、ワンク
リックナビゲーション、業種の審査・許可条件の通
知を一枚の用紙に集約化、一枚の申請用紙に
集約化、審査・許可手続きの一本化」制度を実
施し、業種参入に係る複数の審査許可事項を
一枚の「業種総合許可証」に統合するための条
件を整える。

「一免許・多住所」（経営範囲が母体の経営範
囲を超えず、尚且つ行政許可事項にも関係しな
い分支機構を創設する場合、設立の登記手続
きを行う必要はなく、営業場所の届出を行うだけ
で済むことで、企業の分支機構設立の登記手続
きを簡素化できる）制度により、企業経営の利便
性を向上させる。
制度型開放分野（4 項目 8 件）

自由貿易口座体系を模索する。

渉外商事紛争ワンストップソリューション作業室を
設置する。

永住権を有する外国籍高度人材による科学技
術型企業創設に係る改革を試行する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t202
10407_1271796.html





【发布单位】国家发展和改革委员会
【发布文号】发改地区〔2021〕345 号
【发布日期】2021-04-07
【内容提要】本次拟推广的有关创新举措和经验做
法涉及改革系统集成、制度型开放、
高效能治理 3 个方面，共计 25 项、
51 条具体做法。其中包括：

改革系统集成（13 项 26 条）

探索“照后减证”，实行“一帽牵头、一键
导航、一单告知、一表申请、一标核准”，
为把行业准入涉及的多个审批事项整合为
一张“行业综合许可证”创造条件。



“一照多址”（开设经营范围不超出母体经
营范围、且不涉及行政许可的分支机构，无
需办理设立登记，只需办理营业场所备案，
简化企业分支机构设立登记程序），促进企
业经营便利化。

制度型开放领域（4 项 8 条）

探索自由贸易账户体系。

成立涉外商事纠纷一站式解决工作室。


财政部、国家税务总局关于进一步完善研发费
用税前加计扣除政策的公告

【发布单位】财政部、国家税务总局
【发布文号】财政部、国家税务总局公告 2021 年
第 13 号
【发布日期】2021-03-31
【实施日期】2021-01-01
【内容提要】制造业企业开展研发活动中实际发生
的研发费用，未形成无形资产计入当
期损益的，在按规定据实扣除的基础
上，自 2021 年 01 月 01 日起，再按
照实际发生额的 100%在税前加计扣
除；形成无形资产的，自 2021 年 01
月 01 日起，按照无形资产成本的
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研究開発費の税前加算控除政策を更に改善す
ることに関する財政部、国家税務総局による公告

【発布機関】財政部、国家税務総局
【発布番号】財政部、国家税務総局公告 2021 年第
13 号
【発 布 日】2021-03-31
【実 施 日】2021-01-01
【概
要】製造業企業が研究開発を展開する過程に
おいて実際に発生した研究開発費は、無
形資産を形成していないものについては、当
期の損益に計上し、規定に従い事実に基
づき控除したうえで、2021 年 1 月 1 日か
ら、実際に発生した金額の 100%にてさらに
税前加算控除を実施する。無形資産を形
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【法令全文】请点击以下网址查看：
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202104/t2021
0402_3680563.htm

成したものについては、2021 年 1 月 1 日か
ら、無形資産コストの 200％にて償却し損
金算入する。
【備
考】製造業企業とは、製造業業務を主力業務
とし、当年度における主力業務収入の収入
総額に占める割合が 50％以上に達した場
合に優遇措置が適用される企業を指す。
製造業の範囲は「国民経済業種分類」
（GB/T 4574-2017）により確定する。収入
総額は企業所得税法第六条規定に従い
取り扱う。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202104/t2021
0402_3680563.htm





200%在税前摊销。

【备

注】制造业企业，是指以制造业业务为主
营业务，享受优惠当年主营业务收入
占收入总额的比例达到 50%以上的
企业。制造业的范围按照《国民经济
行业分类》
（GB/T 4574-2017）确定。
收入总额按照企业所得税法第六条规
定执行。

自然资源部关于做好不动产抵押权登记工作
的通知

【发布单位】自然资源部
【发布文号】自然资发〔2021〕54 号
【发布日期】2021-04-06
【内容提要】该通知从依法确定不动产抵押范围、
明确记载抵押担保范围、保障抵押不
动产依法转让、完善不动产登记簿、
更新不动产权证书和不动产登记证
明，以及调整不动产登记系统、数据
库及申请书等六方面作出部署。其中：

依法确定不动产抵押范围

学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等为公
益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗
卫生设施、养老设施和其他公益设施，以及
法律、行政法规规定不得抵押的其他不动
产，不得办理不动产抵押登记。

明确记载抵押担保范围

当事人对一般抵押或者最高额抵押的主债
权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现抵
押权费用等抵押担保范围有明确约定的，不
动产登记机构应当根据申请在不动产登记
簿“担保范围”栏记载；没有提出申请的，
填写“/”
。

保障抵押不动产依法转让

当事人申请办理不动产抵押权首次登记或
抵押预告登记的，不动产登记机构应当根据
申请在不动产登记簿“是否存在禁止或限制
转让抵押不动产的约定”栏记载转让抵押不
动产的约定情况。



有约定的填写“是”
，抵押期间依法转让的，
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不動産抵当権登記作業の貫徹に関する自然資
源部による通知

【発布機関】自然資源部
【発布番号】自然資発〔2021〕54 号
【発 布 日】2021-04-06
【概
要】本通知は不動産の抵当権設定範囲を法
に依拠し確定すること、抵当権の被担保債
権の範囲を明確に記載すること、抵当権が
設定されている不動産が法に依拠し譲渡さ
れるようにすること、不動産登記簿を整備す
ること、不動産権利証書及び不動産登記
証明を更新すること、並びに不動産登記シ
ステム、データベース及び申請書を調整する
こと等の 6 つの方面について方針を示してい
る。具体的には以下の通りである。
不動産の抵当権設定範囲を法に依拠し確定すること

学校、幼稚園、医療機関、高齢者介護施設等
の公共の利益を目的として設立された非営利法
人の教育施設、医療衛生施設、高齢者介護施
設及びその他公益施設、並びに法律、行政法規
の規定により抵当権を設定してはならないことにな
っているその他不動産について、抵当権設定の登
記を行ってはならない。
抵当権の被担保債権の範囲を明確に記載すること

一般的な抵当権又は根抵当権に係る主債権及
びその利息、違約金、損害賠償金並びに抵当権
実現のための費用等の抵当権の被担保債権の
範囲について、当事者に明確な取り決めがある場
合、不動産登記機関は申請により不動産登記
簿の「担保の範囲」欄に記載しなければならな
い。申請していない場合、「/」を記入しなければな
らない。
不動産が法に依拠し譲渡されるようにすること

当事者が不動産の抵当権設定について初回登
記又は抵当権設定の予告登記を申請した場
合、不動産登記機関は申請に基づき、不動産
登記簿における「抵当権が設定されている不動
産の譲渡を禁止又は制限する旨の取り決めがあ
るか否か」の欄に譲渡する抵当権が設定されてい
る不動産に係る取り決めの情況を記載しなけれ
ばならない。

取り決めがある場合は「有り」と記入し、抵当権設
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应当由受让人、抵押人（转让人）和抵押权
人共同申请转移登记；没有约定的填写
“否”，抵押期间依法转让的，应当由受让
人、抵押人（转让人）共同申请转移登记。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gi.mnr.gov.cn/202104/t20210406_2619406.
html

定期間中に法に依拠し譲渡した場合、譲受人、
抵当権設定者（譲渡人）と抵当権者が共同で移
転登記を申請しなければならない。取り決めがな
い場合は「無し」と記入し、抵当権設定期間中に
法に依拠し譲渡する場合、譲受人、抵当権設
定者（譲渡人）が共同で移転登記を申請しなけ
ればならない。

取り決めに係る情況に変更が生じた場合、不動
産登記機関は申請により変更の登記手続きを行
わなければならない。

「民法典」施行前に抵当権設定登記手続きをす
でに行っている不動産を抵当権設定期間中に譲
渡し、抵当権者の同意を得ていない場合、移転
登記を受け付けないものとする。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://gi.mnr.gov.cn/202104/t20210406_2619406.
html







约定情况发生变化的，不动产登记机构应当
根据申请办理变更登记。



《民法典》施行前已经办理抵押登记的不动
产，抵押期间转让的，未经抵押权人同意，
不予办理转移登记。

国家发展和改革委员会、商务部关于支持海南
自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施
的意见

海南自由貿易港建設を支持し市場参入規制を
緩和するための若干の特別措置に関する国家発
展・改革委員会、商務部による意見

注】中国人民银行等四部门发布了《关于
金融支持海南全面深化改革开放的意
见》
。
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t202
10408_1271896.html

【発布機関】国家発展・改革委員会、商務部
【発布番号】発改体改〔2021〕479 号
【発 布 日】2021-04-07
【概
要】本意見には、以下のものが含まれる。

医薬衛生分野における市場参入方
式を革新する。

金融分野における市場参入及び発展
環境を最適化する。

文化分野における市場参入規制の緩
和及び繁栄発展を促進する。

教育分野における市場参入規制の緩
和及び資源集約化を推進する。

宇宙産業、民間航空産業、新エネ車
等のその他重点分野における市場参
入規制を緩和する。
【備
考】中国人民銀行等の 4 つの部門が、「海南にお
ける改革開放の全面的な推進を金融面から
サポートすることに関する意見」を公布した。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t202
10408_1271896.html





【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部
【发布文号】发改体改〔2021〕479 号
【发布日期】2021-04-07
【内容提要】该意见内容包括：

创新医药卫生领域市场准入方
式。

优化金融领域市场准入和发展
环境。

促进文化领域准入放宽和繁荣
发展。

推动教育领域准入放宽和资源
汇聚。

放宽航天、民用航空业、新能源
汽车等其他重点领域市场准入。
【备

应急管理部办公厅关于印发《“工业互联网+
危化安全生产”试点建设方案》的通知

【发布单位】应急管理部办公厅
【发布文号】应急厅〔2021〕27 号
【发布日期】2021-04-07
【内容提要】该方案提出在危险化学品领域推动工
业互联网、大数据、人工智能（AI）
等新一代信息技术与安全管理深度融
合。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mem.gov.cn/...
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「『インダストリアルインターネット+危険化学品安全
生産』構築の試行方案」公布に関する応急管理
部弁公庁による通知

【発布機関】応急管理部弁公庁
【発布番号】応急庁〔2021〕27 号
【発 布 日】2021-04-07
【概
要】本方案は、危険化学品分野においてインダ
ストリアルインターネット、ビッグデータ、人工
知能（AI）等の次世代情報技術と安全管
理を高度に融合させることを提言している。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mem.gov.cn/...
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【注】

如果需要了解法律、法规或政策的全文内容或
需要相关日文翻译服务，请与我们联系；

本栏目所公布的网址通常为官方网址，如果无
法访问，您可以通过搜索引擎查阅或与我们联
系。

【注】

法令・政策の全文の内容や相応の日本語訳のサ
ービスが必要な場合には、私共にご連絡ください。

ご案内する URL は政府筋の公式サイトですが、リ
ンクできない場合は、検索エンジンで検索いただく
か、私共にご連絡いただければと思います。

二、最新资讯

二、新着情報





中华全国总工会印发《工会劳动法律监督办
法》 重点监督违法超时加班等问题

中華全国総工会が「工会労働法律監督弁法」を
公布し、違法な時間外労働等の問題を重点的に
監督するとしている

日前，中华全国总工会办公厅印发了《工会劳
动法律监督办法》
，进一步规范和加强工会劳动法律
监督工作。工会重点监督用人单位恶意欠薪、违法
超时加班、违法裁员、未缴纳或未足额缴纳社会保
险费等问题。对发现的有关问题线索，应当调查核
实，督促整改，并及时向上级工会报告；对职工申
请仲裁、提起诉讼的，工会应当依法给予支持和帮
助。

先頃、中華全国総工会弁公庁が「工会労働法律監
督弁法」を公布し、工会による労働法律に対する監督
作業をさらに規範化し強化すること、工会は雇用者によ
る悪意のある賃金未払い、違法な時間外労働、違法な
人員削減、社会保険料の未納又は過少納付等の問
題を重点的に監督すること、発見された問題の手がかり
について、調査して事実確認を行い、是正を促すととも
に、上級の工会へ速やかに報告しなければならないこと、
従業員が仲裁を申し立てた又は訴訟を提起した場合、
工会はこれを法に依拠し支援しなければならないことを
定めている。

（里兆律师事务所 2021 年 04 月 10 日编写）

（里兆法律事務所が 2021 年 4 月 10 日付で作成）



某网络平台滥用市场支配地位 被处罚 182.28
亿元



某インターネットプラットフォームが市場支配的地位
を濫用したとして、182.28 億元の課徴金納付命
令を受けた

日前，国家市场监督管理总局就某网络零售平
台的控股公司在中国境内网络零售平台服务市场垄
断案发布了《行政处罚决定书》和《行政指导书》
，
责令当事人停止违法行为，并处以其 2019 年度中
国境内销售额 4557.12 亿元 4%的罚款，计 182.28
亿元。

先頃、国家市場監督管理総局が、某インターネット
小売プラットフォームの持株会社による中国国内のインタ
ーネット小売プラットフォームサービス市場における独占事
案に対して、「行政処罰決定書」及び「行政指導書」を
発し、違法行為の差止めを当事者に命じ、2019 年度
の中国国内における売上高 4557.12 億元の 4%にあた
る課徴金（計 182.28 億元）の納付を命じた。

2015 年以来，当事人为限制其他竞争性平台发
展，维持、巩固自身市场地位，滥用其在中国境内
网络零售平台服务市场的支配地位，实施“二选一”
行为，通过禁止平台内经营者在其他竞争性平台开
店和参加其他竞争性平台促销活动等方式，限定平
台内经营者只能与当事人进行交易，并以多种奖惩
措施保障行为实施，违反《反垄断法》第十七条第
一款第（四）项关于“没有正当理由，限定交易相
对人只能与其进行交易”的规定，构成滥用市场支
配地位行为。

2015 年以降、当事者が他の競合プラットフォームの
発展を制限し、自己の市場における地位を維持し強化
するために、中国国内のインターネット小売プラットフォー
ムサービス市場における自己の支配的地位を濫用し、
「二者択一」の独占的行為を実施し、プラットフォーム内
の事業者に他の競合プラットフォームで店舗を開設するこ
とや、他の競合プラットフォームの販促キャンペーンへの参
加等を禁止することにより、プラットフォーム内の事業者が
自己とでなければ取引を行うことができないよう限定し、
また様々なインセンティブ、ペナルティを設けて確実に実
施できるようにしたことは、「独占禁止法」第十七条第一
項第（四）号の「正当な理由なくして、取引相手が自己
とでなければ取引を行うことができないよう限定した」との
規定に違反しており、その行為は市場支配的地位の濫
用にあたると認定している。

（里兆律师事务所 2021 年 04 月 10 日编写）
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（里兆法律事務所が 2021 年 4 月 10 日付で作成）
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三、近期热点话题

三、トピックス

※企业近期的关注话题（=律师近期的关注话题）

※企業が最近注目している話題（=弁護士が最近注目
している話題）





《民法典》背景下的职务代理与企业风险防范

Leezhao Law Office · All rights reserved.

「民法典」を背景にした職務代理と企業のリスク対
策
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