里兆法律资讯

Leezhao Newsletters

中国上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层
29F, Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Shanghai, China
Tel (86-21) 68411098
Fax (86-21) 68411099
Postal Code 200120



《里兆法律资讯》由里兆律师事务所编制（请



「里兆法律情報」は里兆法律事務所が作成した
ものであり（中国語の内容が原文であり、日本語
訳は参考用とします）、書面での許可なしに、転
載、編集等してはなりません。
「里兆法律情報」の購読、著作権声明及び免責
声明等の内容は、里兆法律事務所ウェブサイト
の法律情報の受信をご覧ください。
「里兆法律情報」のこれまでの内容をご覧になり
たい場合は、里兆法律事務所ウェブサイトの「里
兆法律情報」の欄をご覧ください。
ご意見やご提案等ございましたら、或いは「里兆
法律情報」を受信できていない又は受信をご希
望されない場合には、私共にご連絡ください。
WeChat 公式アカウント「里兆法律情報」から
「里兆法律情報」の要旨を逸早くご覧いただけま
す（左の WeChat・QR コードを読み取っていただ
きますと、入力の手間が省けます）。

以中文内容为准，日本语译文仅供参考），未
经书面许可，不得转载、摘编等；



关于《里兆法律资讯》的订阅规则、版权声明
及免责声明等内容，详见里兆律师事务所网站



的订阅法律资讯；



如果您想阅读《里兆法律资讯》的以往内容，



请访问里兆律师事务所网站中的“里兆法律资
讯”栏目；



如果您有任何意见与建议或者您没有收到或希



望不再收到《里兆法律资讯》，请与我们联系；



您还可关注微信公众号“里兆



法律资讯”（微信二维码见右
侧），更便捷地阅读《里兆法
律资讯》的重点内容。

                                                

Issue 756·2021/12/28～2022/01/04
目录
（点击目录标题，可转至相应主文；点击主文标题，
可返回目录。
）

目次
（目次のタイトルをクリックすると該当する本文が表示されま
す。本文中のタイトルをクリックいただくと目次に戻ります。）

一、最新中国法令

一、最新中国法令



外商投资准入特别管理措施（负面清单）
（2021 年版）
自由贸易试验区外商投资准入特别管理措
施（负面清单）
（2021 年版）....................... 2
动产和权利担保统一登记办法.................... 3
商务部、生态环境部、海关总署关于发布综
合保税区维修产品增列目录的公告............ 4
海关总署关于执行 2022 年关税调整方案的
公告........................................................... 4
财政部关于 2022 年暂免征收加工贸易企业
内销税款缓税利息的公告........................... 4





国家市场监督管理总局等五部门关于发布
《企业注销指引（2021 年修订）
》的公告...... 5





两用物项和技术进出口许可证管理目录
进口许可证管理货物目录（2022 年）
出口许可证管理货物目录（2022 年）........
重大税收违法失信主体信息公布管理办法..
关于延续实施全年一次性奖金等个人所得
税优惠政策的公告
关于延续实施外籍个人津补贴等有关个人
所得税优惠政策的公告..............................
最高人民法院关于认真学习贯彻《全国人民
代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共
和国民事诉讼法〉的决定》的通知...............













Leezhao Law Office · All rights reserved.

5
5









5

6

外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）
（2021 年版）
自由貿易試験区外商投資参入特別管理措
置（ネガティブリスト）（2021 年版）....................
動産及び権利の担保化登記一元化弁法........
総合保税区保守製品追加リストの公布に関す
る商務部、生態環境部、税関総署による公告.
2022 年関税調整方案の実施に関する税関総
署による公告.................................................
2022 年に加工貿易企業国内販売税金納付
遅延利息の徴収を一時的に免除することに関
する財政部による公告...................................
「企業登録抹消ガイドライン（2021 年改正）」の
公布に関する国家市場監督管理総局等 5 部
門による公告................................................
両用物質及び技術輸出入許可証管理リスト
輸入許可証管理貨物リスト（2022 年）
輸出許可証管理貨物リスト（2022 年）............
重大税収違法信用失墜主体情報公表管理弁法
年度一括賞与等個人所得税優遇政策の継続
実施に関する公告
外国籍個人手当て等関連個人所得税優遇政
策の継続実施に関する公告...........................
「中華人民共和国民事訴訟法」の改正に関す
る全国人民代表大会常務委員会による決定」
を真摯に学習し、貫徹することに関する最高人
民法院による通知.........................................

1/9

2
3
4
4

4

5

5
5

5

6




上海市营商环境创新试点实施方案............ 6
北京市关于进一步加强稳外资工作的若干
措施........................................................... 7




上海市ビジネス環境革新試行実施方案.......... 6
北京市の外資安定化作業のさらなる強化に関
する若干措置............................................... 7

二、最新资讯

二、新着情報





全国人大常委会就《公司法（修订草案）》
等征求意见................................................ 7

三、近期热点话题........................................ 9

全国人民代表大会常務委員会が「会社法（改
正草案）」等についてパブリックコメントを募集して
いる.............................................................. 7

三、トピックス.................................................... 9

一、最新中国法令

一、最新中国法令





外商投资准入特别管理措施（负面清单）
（2021 年版）
自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施
（负面清单）
（2021 年版）

【发布单位】国家发展和改革委员会、商务部
【发布文号】国家发展和改革委员会、商务部令
2021 年第 47、48 号
【发布日期】2021-12-27
【实施日期】2022-01-01
【内容提要】与上一版本相比，本次负面清单将条
目进一步缩减至 31 条、27 条，压减
比例分别为 6.1%、10%。主要变化包
括：
进一步深化制造业开放

汽车制造领域，取消乘用车制造外资股比限
制以及同一家外商可在国内建立两家及两
家以下生产同类整车产品的合资企业的限
制；


广播电视设备制造领域，取消外商投资卫星
电视广播地面接收设施及关键件生产的限
制，按照内外资一致原则管理；



自贸试验区负面清单制造业条目清零。

自贸试验区探索放宽服务业准入

市场调查领域，除广播电视收听、收视调查
须由中方控股外，取消外资准入限制；


社会调查领域，允许外商投资社会调查，但
要求中方股比不低于 67%，法人代表应当具
有中国国籍。

提高外资准入负面清单精准度

从事外资准入负面清单禁止投资领域业务
的境内企业到境外发行股份并上市交易的，
应当经国家有关主管部门审核同意，境外投
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外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）
（2021 年版）
自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置
（ネガティブリスト）（2021 年版）

【発布機関】国家発展改革委員会、商務部
【発布番号】国家発展改革委員会、商務部令 2021
年第 47 号、第 48 号
【発 布 日】2021-12-27
【実 施 日】2022-01-01
【概
要】前のバージョンと比べ、今般のネガティブリス
トは項目を更にそれぞれ 31 条、27 条に削
減し、削減率はそれぞれ 6.1%、10%であ
る。主な変更は、以下の通りである。
製造業の開放をさらに推進した

自動車製造分野では、乗用車製造の外資持株
比率の制限、及び同一の外国投資者が国内で
設立することのできる同類の完成車製品を生産
する合弁企業は 2 社以下であるという制限を撤
廃した。

ラジオ・テレビ設備の製造分野では、外国投資者
による衛星・テレビ・ラジオの地上波受信施設及
び重要部品の生産に対する投資制限を廃止し、
国内資本と国外資本が一致するという原則に基
づいて管理される。

自由貿易試験区ネガティブリストに記載される製
造業の項目をゼロにした。
自由貿易試験区ではサービス業の参入緩和を模索する

市場調査分野では、ラジオ・テレビの聴取、視聴
率調査を中国側が支配株主でなければならない
とするほかは、外資の参入制限を撤廃した。

社会調査の分野では、外国投資者が社会調査
に投資することを認めているが、中国側の持株比
率が 67%を下回らないことを要求されており、法
人代表者は中国国籍を有していなければならな
い。
外資参入ネガティブリストの精度を引き上げる

外資参入ネガティブリストで投資が禁止されている
分野の業務に従事する国内企業が、海外で株
式を発行し、上場取引を行う場合、国の関連主
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资者不得参与企业经营管理，其持股比例参
照境外投资者境内证券投资管理有关规定
执行。

境内外投资者统一适用《市场准入负面清
单》的有关规定。
【法令全文】请点击以下网址查看：
外商投资准入特别管理措施（负面清单）
（2021 年
版）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwgtz/202
112/20211203231965.shtml
自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面
清单）
（2021 年版）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwgtz/202
112/20211203231973.shtml

管部門の審査許可を得なければならず、外国投
資者は企業の経営管理に参加してはならず、そ
の持株比率は、外国投資者の国内証券投資管
理に関する規定を参照して実施する。
外資参入ネガティブリスト管理を最適化する

外商投資企業が中国国内で投資するには、ネガ
ティブリストの関連規定に合致していなければなら
ない。

国内外の投資家は「市場参入ネガティブリスト」の
関連規定を一律に適用する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2021
年版）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwgtz/202
112/20211203231965.shtml
自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置（ネガテ
ィブリスト）（2021 年版）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwgtz/202
112/20211203231973.shtml





优化外资准入负面清单管理

外商投资企业在中国境内投资，应符合负面
清单的有关规定；


动产和权利担保统一登记办法

【发布单位】中国人民银行
【发布文号】中国人民银行令〔2021〕第 7 号
【发布日期】2021-12-30
【实施日期】2022-02-01
【内容提要】该办法取代《应收账款质押登记办法》
（中国人民银行令[2019]第 4 号）
，其
主要变更点之一是拓展统一登记系统
的登记范围，具体包括：

（一）生产设备、原材料、半成品、
产品抵押；
（二）应收账款质押；
（三）存款单、仓单、提单质押；
（四）融资租赁；
（五）保理；
（六）所有权保留；
（七）其他可以登记的动产和权利担
保，但机动车抵押、船舶抵押、航空
器抵押、债券质押、基金份额质押、
股权质押、知识产权中的财产权质押
除外。
【法令全文】请点击以下网址查看：
动产和权利担保统一登记办法
http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/44
35867/index.html
官方答记者问
http://www.pbc.gov.cn/rmyh/3963412/3963426/44
35535/index.html
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動産及び権利の担保化登記一元化弁法

【発布機関】中国人民銀行
【発布番号】中国人民銀行令〔2021〕第 7 号
【発 布 日】2021-12-30
【実 施 日】2022-02-01
【概
要】本弁法は、「売上債権質権設定登記弁
法」（中国人民銀行令[2019]第 4 号公
布）に取って代わるものであり、その主な変
更点の一つは、統一登記システムの登記
範囲の拡大である。具体的には、以下の内
容が含まれる。
（一）生産設備、原材料、半製品、製品へ
の抵当権設定；
（二）売上債権質権設定。
（三）預金証書、倉庫証書、船荷証券の
質権設定。
（四）ファイナンスリース。
（五）ファクタリング。
（六）所有権の留保。
（七）その他登記可能な動産と権利担保。
但し、自動車への抵当権設定、船舶への
抵当権設定、航空機への抵当権設定、債
券への質権設定、基金シェアへの質権設
定、株式への質権設定、知的財産権のう
ちの財産権への質権設定は除く。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
動産及び権利の担保化登記一元化弁法
http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/44
35867/index.html
記者からの質問に対する公式回答
http://www.pbc.gov.cn/rmyh/3963412/3963426/44
35535/index.html
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商务部、生态环境部、海关总署关于发布综合
保税区维修产品增列目录的公告

【发布单位】商务部、生态环境部、海关总署
【发布文号】商务部、生态环境部、海关总署公告
2021 年第 45 号
【发布日期】2021-12-30
【实施日期】2021-12-30
【内容提要】该公告内容包括：

综合保税区内企业可开展航空
器内燃引擎、飞机用起落架、无
人机、B 型超声波诊断仪等产品
的维修业务。



総合保税区保守製品追加リストの公布に関する
商務部、生態環境部、税関総署による公告

允许自贸试验区内的综合保税
区企业开展本集团国内自产产
品的维修，不受维修产品目录限
制。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcblgg/202
112/20211203233188.shtml

【発布機関】商務部、生態環境部、税関総署
【発布番号】 商 務 部 、 生 態 環 境 部 、 税 関 総 署 公 告
2021 年第 45 号
【発 布 日】2021-12-30
【実 施 日】2021-12-30
【概
要】本公告の内容は、以下の通りである。

総合保税区内における企業は、航空
機内燃エ ン ジン 、航 空機 用着 陸装
置、無人機、B 型超音波診断器等の
製品のメンテナンス業務を展開すること
ができる。

環境保護、安全生産の条件に合致す
る場合、区内の企業は保守製品リス
トに記載された、輸入が禁止される中
古機械電気製品の保税メンテナンス
業務を展開することができる。

総合保税区内の企業の自社用設備
及び保守リストにおける貨物は、保税
メンテナンス方式を参照して当区域又
はその他の総合保税区の修理企業に
送って修理を行うことができ、修理後は
元のルートを辿り戻される。

自由貿易試験区内の総合保税区企
業が本グループの国内自産製品のメン
テナンスを展開することを許可し、保守
製品リストの制限を受けない。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcblgg/202
112/20211203233188.shtml







在符合环境保护、安全生产的条
件下，区内企业可开展列入维修
产品目录的禁止进口旧机电产
品的保税维修业务。



综合保税区内企业自用设备和
维修目录内货物可参照保税维
修方式发至本区域或其他综合
保税区维修企业进行维修，维修
后按原路径返回。



海关总署关于执行 2022 年关税调整方案的公
告

2022 年関税調整方案の実施に関する税関総署
による公告

【发布单位】海关总署
【发布文号】海关总署公告 2021 年第 119 号
【发布日期】2021-12-27
【备
注】日前，国务院关税税则委员会发布了
《中华人民共和国进出口税则（2022）
》
，
自 2022 年 01 月 01 日起实施。
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4098665/index.html

【発布機関】税関総署
【発布番号】税関総署公告 2021 年第 119 号
【発 布 日】2021-12-27
【備
考】先頃、国務院関税税則委員会は、「中華
人民共和国輸出入税則（2022）」を公布
し、2022 年 1 月 1 日から実施する。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480
148/4098665/index.html





财政部关于 2022 年暂免征收加工贸易企业内
销税款缓税利息的公告

【发布单位】财政部
【发布文号】财政部公告 2021 年第 38 号
【发布日期】2021-12-30
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202112/t2
0211229_3779140.htm

Leezhao Law Office · All rights reserved.

2022 年に加工貿易企業国内販売税金納付遅
延利息の徴収を一時的に免除することに関する財
政部による公告

【発布機関】財政部
【発布番号】財政部公告 2021 年第 38 号
【発 布 日】2021-12-30
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202112/t2
0211229_3779140.htm
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国家市场监督管理总局等五部门关于发布《企
业注销指引（2021 年修订）
》的公告



「企業登録抹消ガイドライン（2021 年改正）」の公
布に関する国家市場監督管理総局等 5 部門に
よる公告

【发布单位】国家市场监督管理总局、人力资源社
会保障部、商务部、海关总署、国家
税务总局
【发布文号】国家市场监督管理总局、人力资源社
会保障部、商务部、海关总署、国家
税务总局公告 2021 年第 48 号
【发布日期】2021-12-29
【法令全文】请点击以下网址查看：
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202112/t20211
229_338620.html

【発布機関】国家市場監督管理総局、人的資源社会
保障部、商務部、税関総署、国家税務総
局
【発布番号】国家市場監督管理総局、人的資源社会
保障部、商務部、税関総署、国家税務総
局公告 2021 年第 48 号
【発 布 日】2021-12-29
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202112/t20211
229_338620.html





两用物项和技术进出口许可证管理目录
进口许可证管理货物目录（2022 年）
出口许可证管理货物目录（2022 年）

両用物質及び技術輸出入許可証管理リスト
輸入許可証管理貨物リスト（2022 年）
輸出許可証管理貨物リスト（2022 年）

【发布单位】商务部、海关总署
【发布文号】商务部、
海关总署公告 2021 年第 48、
49、50 号
【发布日期】2021-12-31
【实施日期】2022-01-01
【法令全文】请点击以下网址查看：
两用物项和技术进出口许可证管理目录
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/20
2112/20211203233668.shtml
进口许可证管理货物目录（2022 年）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/20
2112/20211203233738.shtml
出口许可证管理货物目录（2022 年）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/20
2112/20211203233746.shtml

【発布機関】商務部、税関総署
【発布番号】商務部、税関総署公告 2021 年第 48
号、第 49 号、第 50 号
【発 布 日】2021-12-31
【実 施 日】2022-01-01
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
両用物質及び技術輸出入許可証管理リスト
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/20
2112/20211203233668.shtml
輸入許可証管理貨物リスト（2022 年）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/20
2112/20211203233738.shtml
輸出許可証管理貨物リスト（2022 年）
http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/20
2112/20211203233746.shtml





重大税收违法失信主体信息公布管理办法

重大税収違法信用失墜主体情報公表管理弁法

【发布单位】国家税务总局
【发布文号】国家税务总局令第 54 号
【发布日期】2021-12-31
【实施日期】2022-02-01
【法令全文】请点击以下网址查看：
重大税收违法失信主体信息公布管理办法
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0825/c101434/c5171862/content.html
官方解读
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0760/c5171864/content.html

【発布機関】国家税務総局
【発布番号】国家税務総局令第 54 号
【発 布 日】2021-12-31
【実 施 日】2022-02-01
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
重大税収違法信用失墜主体情報公表管理弁法
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0825/c101434/c5171862/content.html
公式解説
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81
0760/c5171864/content.html





关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税
优惠政策的公告
关于延续实施外籍个人津补贴等有关个人所
得税优惠政策的公告

【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

Leezhao Law Office · All rights reserved.

年度一括賞与等個人所得税優遇政策の継続
実施に関する公告
外国籍個人手当て等関連個人所得税優遇政
策の継続実施に関する公告

【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
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第 42、43 号
【发布日期】2021-12-31
【法令全文】请点击以下网址查看：
关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政
策的公告
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202112/t20211
231_3780362.htm
关于延续实施外籍个人津补贴等有关个人所得税优
惠政策的公告
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202112/t20211
231_3780374.htm

42 号、第 43 号
【発 布 日】2021-12-31
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
年度一括賞与等個人所得税優遇政策の継続実施に
関する公告
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202112/t20211
231_3780362.htm
外国籍個人手当て等関連個人所得税優遇政策の継
続実施に関する公告
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202112/t20211
231_3780374.htm





最高人民法院关于认真学习贯彻《全国人民代
表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国
民事诉讼法〉的决定》的通知

「中華人民共和国民事訴訟法」の改正に関する
全国人民代表大会常務委員会による決定」を真
摯に学習し、貫徹することに関する最高人民法院
による通知

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-339051.ht
ml

【発布機関】最高人民法院
【発布番号】法〔2021〕341 号
【発 布 日】2021-12-29
【概
要】本通知によると、以下の通りである。

2022 年 1 月 1 日以降に裁判所に受
理された民事事案は、改正後の民事
訴訟法を適用する。

2022 年 1 月 1 日までに、裁判所の審
理が完了していない事案で、まだ行わ
れていない訴訟行為には、改正後の
民事訴訟法が適用される。改正前の
関連規定に基づき既に完了した訴訟
行為は、依然として有効である。
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-339051.ht
ml





【发布单位】最高人民法院
【发布文号】法〔2021〕341 号
【发布日期】2021-12-29
【内容提要】根据该通知：

2022 年 01 月 01 日之后法院受
理的民事案件，适用修改后的民
事诉讼法。

2022 年 01 月 01 日之前法院未
审结的案件，尚未进行的诉讼行
为适用修改后的民事诉讼法；依
照修改前的有关规定，已经完成
的诉讼行为，仍然有效。

上海市营商环境创新试点实施方案

【发布单位】上海市人民政府
【发布文号】沪府发〔2021〕24 号
【发布日期】2021-12-29
【内容提要】该方案从打造公平竞争的市场环境、
自主便利的投资环境、开放包容的涉
外营商环境等十方面提出若干重点任
务。其中包括：


深化“一照多址”“一证多址”
等改革；持续优化企业跨区迁移
政策。



在全市范围推行“一业一证”改
革，对所有涉企经营许可事项实
施“证照分离”改革，探索市场
准营承诺即入制。



放开会计审计、建筑设计、评级
服务等领域外资准入限制。

Leezhao Law Office · All rights reserved.

上海市ビジネス環境革新試行実施方案

【発布機関】上海市人民政府
【発布番号】滬府発〔2021〕24 号
【発 布 日】2021-12-29
【概
要】本方案では、公正競争の市場環境、自主
的で利便性の高い投資環境、開放的且つ
包容的な渉外ビジネス環境等の 10 方面か
ら幾つかの重点任務を打ち出した。それに
は、以下の内容が含まれる。

「一照多址」（一つの営業許可証で複
数の経営場所住所の登記を認める）、
「一証書・多住所」等の改革を推進
し、企業の地域間移転政策を持続的
に最適化する。

上海市全域内で、「一業一証」改革
を推進し、すべての企業に係る経営許
可事項に対して「証照分離」改革を実
施し、市場参入承諾即入制を模索す
る。

会計監査、建築設計、格付けサービ
ス等の分野における外資参入制限を
緩和する。
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【法令全文】请点击以下网址查看：
上海市营商环境创新试点实施方案
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20211229/
2bc614fa9ee444d9994b214e4153d8e7.html
官方图解
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20211229/
4c88b20f65ae4163b09866774ce3b375.html

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
上海市ビジネス環境革新試行実施方案
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20211229/
2bc614fa9ee444d9994b214e4153d8e7.html
公式図解
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20211229/
4c88b20f65ae4163b09866774ce3b375.html





北京市关于进一步加强稳外资工作的若干措
施

北京市の外資安定化作業のさらなる強化に関す
る若干措置

【发布单位】北京市商务局
【发布文号】京商资发字〔2021〕14 号
【发布日期】2021-12-29
【法令全文】请点击以下网址查看：
http://sw.beijing.gov.cn/tzgg/202112/t20211229_2
576227.html

【発布機関】北京市商務局
【発布番号】京商資発字〔2021〕14 号
【発 布 日】2021-12-29
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://sw.beijing.gov.cn/tzgg/202112/t20211229_2
576227.html

【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





全国人大常委会就《公司法（修订草案）》等
征求意见

全国人民代表大会常務委員会が「会社法（改正
草案）」等についてパブリックコメントを募集している

日前，第十三届全国人大常委会第三十二次会
议对《公司法（修订草案）》
、
《妇女权益保障法（修
订草案）》、《职业教育法（修订草案二次审议稿）》、
《突发事件应对管理法（草案）
》等八部法律进行了
审议，并公布全文，向社会征求意见（截止日期均
为 2022 年 01 月 22 日）
。

先頃、第 13 回全国人民代表大会常務委員会第三
十二回会議では、「会社法（改正草案）」、「女性権益
保障法（改正草案）」、「職業教育法（改正草案二次
審議案）」、「突発事件対応管理法（草案）」等の 8 つの
法律を審議し、且つ全文を公表し、パブリックコメントを
募集している（締切日はいずれも 2022 年 1 月 22 日で
ある）。

《公司法（修订草案）
》在现行《公司法》的基
础上，实质新增和修改 70 条左右。主要修改内容
包括：
完善公司设立、退出制度

新设公司登记一章，明确公司设立登记、变
更登记、注销登记的事项和程序；同时要求
公司登记机关优化登记流程，提高登记效率
和便利化水平。

「会社法（改正草案）」は、現行の「会社法」をベース
に、実質的に約 70 条が新規追加・改正された。主な改
正内容は以下の通りである。
会社の設立・撤退制度の整備

会社登録の章を新規追加し、会社設立登記、
変更登記、抹消登記の事項及び手順を明確に
する。同時に、会社登記機関に登記プロセスを最
適化し、登記効率及び便利化水準の引き上げ
を求める。

電子営業許可証、統一的な企業情報公示シス
テムを通じて公告を行い、電子通信方式で決議
を行うことの法的効力を明確にする。

出資に利用できる財産の範囲を拡大し、持分、
債権が評価のうえ出資できることを明確にする。
一人有限責任会社の設立等の制限を緩和し、





明确电子营业执照、通过统一的企业信息公
示系统发布公告、采用电子通讯方式作出决
议的法律效力。
扩大可用作出资的财产范围，明确股权、债
权可以作价出资；放宽一人有限责任公司设
立等限制，并允许设立一人股份有限公司。

Leezhao Law Office · All rights reserved.
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完善公司清算制度，强化清算义务人和清算
组成员的义务和责任；经全体股东对债务履
行作出承诺，可以通过简易程序注销登记。

优化公司组织机构设置

明确董事会是公司的执行机构。

允许公司选择单层制治理模式（即只设董事
会、不设监事会）
。公司选择只设董事会的，
应当在董事会中设置由董事组成的审计委
员会负责对公司的财务、会计等进行监督。



规模较小的公司，可以不设董事会，股份有
限公司设一至二名董事，有限责任公司设一
名董事或者经理；规模较小的公司还可以不
设监事会，设一至二名监事。



扩大设置职工董事的公司范围。职工人数三
百人以上的公司，董事会成员中应当有职工
代表；其他公司董事会成员中可以有职工代
表。

完善公司资本制度

在股份有限公司中引入授权资本制。

对已有较多实践的类别股作出规定，包括优
先股和劣后股、特殊表决权股、转让受限股
等；允许公司根据章程择一采用面额股或者
无面额股；取消无记名股。


增加简易减资制度，即：公司按照规定弥补
亏损后仍有亏损的，可以进行简易减资，但
不得向股东进行分配。



加强对股东出资和股权交易行为的规范：


股东未按期足额缴纳出资，经公司催缴
后在规定期限内仍未缴纳出资的，该股
东丧失其未缴纳出资的股权；



公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清
偿能力的，公司或者债权人有权要求已
认缴出资但未届缴资期限的股东提前
缴纳出资。

强化控股股东和经营管理人员的责任

完善董事、监事、高级管理人员忠实义务和
勤勉义务的具体内容；加强对关联交易的规
范，扩大关联人的范围，增加关联交易报告
义务和回避表决规则。


强化董事、监事、高级管理人员维护公司资
本充实的责任，包括：股东欠缴出资和抽逃
出资，违反规定分配利润和减少注册资本，
以及违反规定为他人取得本公司股份提供
财务资助时，上述人员的赔偿责任。

Leezhao Law Office · All rights reserved.

且つ一人株式会社の設立を認める。
会社清算制度を整備し、清算義務者及び清算
組のメンバーの義務と責任を強化する。全株主が
債務履行について承諾した後、簡易手順を通じ
て登記を抹消することができる。
会社の組織機構の最適化

董事会が会社の執行機構であることを明確にする。

会社が単層制の管理モードを選択することを認め
る（即ち、董事会だけを設置し、監事会を設置し
ない）。会社が董事会のみを設置することを選択
した場合、董事会において董事から構成される監
査委員会を設置し、会社の財務、会計等を監
督しなければならない。

規模の小さい会社は、董事会を設置しなくともよ
く、株式会社であれば 1 名〜2 名の董事を設置
し、有限責任会社であれば 1 名の董事又はマネ
ージャーを設置するだけでよい。規模の小さい会
社は、さらに監事会も設置することなく、1 名〜2
名の監事を設置するだけでよい。

従業員董事を設置する会社の範囲を拡大する。
従業員数が 300 人以上の会社は、董事会メン
バーの中に従業員代表がいなければならない。そ
の他の会社の董事会メンバーの中に従業員代表
がいてもよい
会社の資本制度の整備

株式会社に授権資本制を導入する。

優先株式及び劣後株式、特別議決権株式、譲
渡制限株式等、すでに多くの実践がある種類の
株式について規定を行い、会社が定款に基づき
額面株式又は無額面株式のいずれかを採用す
ることを認め、無記名株式を廃止する。

簡易減資制度を追加する。即ち、会社が規定に
従って損失を補填した後も損失がある場合は、
簡易減資を行うことができるが、株主に分配して
はならない。

株主の出資と持分取引行為に対する規範を強
化する。
 株主が期限通りに出資を全額納付していな
い場合、会社の督促を経ても所定の期限
内に出資を納付していない場合、当該株主
は、その未納出資の持分を失う。
 会社が期限切れの債務を返済できず、且つ
返済能力が明らかに不足している場合、会
社又は債権者は、出資を引き受けたが払
込期限が到来していない株主に対し、出資
の早期払込を求めることができる。
支配株主及び経営管理者の責任強化

董事、監事、高級管理職の忠実義務と勤勉義
務の具体的な内容を整備する。関連取引に対す
る規範を強化し、関連者の範囲を拡大し、関連
取引の報告義務及び決議回避規則を追加す
る。

董事、監事、高級管理職が会社の資本の充実
を維持する責任を強化する。その責任には、株主
が出資を滞納したり、出資を持ち逃げしたり、規
定に違反して利益を分配したり、登録資本を減ら
したり、規定に違反して他人が当社の株式を取
得するために財務援助を提供したりした場合の上
述した人員の賠償責任が含まれる。
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董事、高级管理人员执行职务，因故意或者
重大过失给他人造成损害的，应当与公司承
担连带责任。
公司的控股股东、实际控制人利用其对公司
的影响，指使董事、高级管理人员从事损害
公司利益或者股东利益的行为，给公司或者
股东造成损失的，与该董事、高级管理人员
承担连带责任。
（里兆律师事务所 2021 年 12 月 31 日编写）





董事、高級管理職が職務を執行し、故意又は
重大な過失により他人に損害を与えた場合、会
社と連帯責任を負わなければならない。
会社の支配株主、実際の支配者が会社に対す
る影響力を利用して、董事、高級管理職に会社
の利益又は株主の利益を損なう行為を行わせ、
会社又は株主に損失をもたらした場合、当該董
事、高級管理職と連帯責任を負う。

（里兆法律事務所が 2021 年 12 月 31 日付で作成）

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）







国家安全审查常态化视角下出海企业的数据
合规
《个人信息保护法》要求下，企业急需补充、
完善的规章制度、协议书、同意书等

Leezhao Law Office · All rights reserved.



国家セキュリティ審査常態化の視点から見た中国
進出企業のデータコンプライアンス
「個人情報保護法」の要求により、企業が急ぎ補
充、整備する必要のある規則制度、協議書、同
意書など
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