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要旨 

2020年 6月 23日、国家発展改革委員会と商務部は合同で「外商投資参入特別管理措置」（「全国ネガティブリ

スト」）及び「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置」（「自由貿易区ネガティブリスト」）を発表しました。こ

の二つのネガティブリスト（以下、「2020 版ネガティブリスト」）は 2019 年版ネガティブリストに代わり、2020年 7

月 23日に効力を生じます。

2019年版に比べ、2020年版ネガティブリストは外資参入制限を 20%縮小させ、自由貿易区と全国その他地区

の制限・禁止事項はそれぞれ 37項目と 40項目から 30項目と 33項目に減少し、一部分野の外資持分制限を

徹底的に撤廃しました。本号の「中国税務ニュースフラッシュ」では、2020 年版ネガティブリストの主要規定を紹

介し、企業にもたらす法律及び税務面の主要影響を検討します。 

詳細 

2020年版ネガティブリスト主要規定 

外商直接投資ネガティブリスト 

• 金融

証券会社、証券投資ファンド管理会社、先物会社及び生命保険会社の外商投資制限を全面的に撤廃しまし
た。従来、2019 年版ネガティブリストでは、外商投資者がこれらの分野での持分は 49%を超えてはならない
と規定されていました。

• インフラ

人口 50万以上の都市の下水道管渠の建設及び経営面の外資所有権制限を撤廃しました。

• 自動車

商用車製造の外資持分比率制限を緩和しました。

• 農業

小麦新品種選定・育成及び種生産につき、外商投資の最大持分比率を 2019 年版の 50%から 66%まで引
き上げました。

• 空中交通規制

2019年版で禁止されていた空中交通規制分野の外商投資制限を撤廃しました。

• 採鉱

放射性鉱物の製錬、加工及び核燃料の生産を禁止する規定を撤廃しました。
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自由貿易区ネガティブリスト 

中国大陸の自由貿易区に設立された外商投資企業は、全国ネガティブリストで規定された内容のほかに、追加の優遇待遇を享受

できます。具体的には、以下の面が考えられます。  

• 教育分野 

外国投資者の外商独資学制類職業教育機構と非学制類専門研修機構の設立を許可します。  

• 医薬  

外商投資が禁止されていた漢方薬飲片（煎じ薬用の薬剤）の各種加工処理技術応用への制限を撤廃すると同時に、外国

投資者による漢方薬剤の処方製品生産も許可しました。  

 

留意点 

2020 年版ネガティブリストは、一部の産業における外資参入制限を再度撤廃または緩和し、外資参入分野をさらに拡大させ

る重要な措置となりました。外国投資者は、グリーンフィールド投資、M&A（資産買収、持分買収など）投資等の方式で上述し

た分野へ投資できます。外国投資者には、税務上の取引コストを有効に低減できるように、異なる投資方式が中国の所得税、

流通税及び財産・行為税の税務影響（このうち複数の税目は、条件を満たした場合、免税または繰延納付を享受できる）を十

分に検討することをお薦めします。  

また、外国投資者の対中投資を奨励するため、外国投資者が中国大陸居住者企業から分配された利益の非禁止外商投資

プロジェクト・分野への投資について、中国政府は配当金予納所得税に対し、繰延納付の優遇処理を与えました。これは、外

国投資者が中国で企業を設立する際、ネガティブリストに外国投資者が投資予定の業界につき明確な制限がない場合、政

府の事前承認が不要になったことを意味しています。 

中国政府はここ数年、複数の外商投資参入ネガティブリストを打ち出しており、2020年版ネガティブリストではさらに金融、自

動車、インフラ、空中交通規制など敏感または戦略的分野における外商投資制限を大幅または完全に撤廃しました。例えば、

外国投資者が生命保険、証券、ファンド管理投資及び先物分野での外商独資企業を設立し、サービスを提供することを許可

しました。これは、豊富な業界知識及び先端技術を持つ外国投資者に巨大な中国金融市場に進出する大きなビジネスチャン

スを提供しています。 

自由貿易区は中国改革開放のパイロットプログラムとして更なる強化が期待されます。2019 年版自由貿易区ネガティブリス

トでは、自由貿易区内に設立された外商投資企業が電信、出版、芸術演出分野に従事する経営活動は、一定の柔軟対応を

享受できると規定されていましたが、2020 年版では、外国投資者に開放された業界はさらに拡充されました。医薬分野では、

自由貿易区ネガティブリストでは、国際投資者の漢方薬飲片への投資を許可すると同時に、外国投資者による外商独資学

制類職業教育機構及び非学制類専門研修機構の設立制限も撤廃しました。 

新型コロナウイルスの蔓延は、中国及び世界経済に大きな打撃を与えています。中国政府は強力な措置を取り、新型肺炎の蔓延

を有効にコントロールし、中国経済を回復・成長の軌道に乗せました。2020 年版ネガティブリストの発表は中国政府が中国市場を

さらに開放し、グローバル化を促進する意思を表しています。外国投資者におかれては、法規制の変更を密接に注目し、自らの中

国ビジネス戦略の見直しと調整を行い、規制緩和による利点を十分に利用することをお薦めします。 
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お問い合わせ 

本稿で取り上げられた問題が貴社の業務にもたらす影響をより深く理解するため、ご意見をいただけますよう、お願い申し上げます。 

PwC中国 

馬龍   

パートナー 
+86 10 6533 3103 
long.ma@cn.pwc.com 
 

瑞栢弁護士事務所*  

李暁蓓 

会社法主管 

技術・メディア・電信及び金融技術業務主管  

+86 10 8540 4686 
barbara.xb.li@ruibailaw.com 

  

 
 
*瑞栢弁護士事務所は独立した弁護士事務所で、PwCグローバルネットワークのメンバーファームです。 
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本稿では、中国または中国大陸は中華人民共和国を指しますが、香港特別行政区、マカオ特別行政区、及び台湾はこれに含まれません。 

 
本稿は一般事項に関する記述であり、関連する全ての事項について完全に網羅しているわけではありません。法律の適否とその影響は、具体的・個別な状況に

より大きく異なります。本稿の内容に関連して実際に具体的な対応をとられる前に、PwCクライアントサービスチームに御社の状況に応じたアドバイスをお求めに

なれますようお願い申し上げます。本稿の内容は 2020年 7月 17日現在の情報にもとづき編集されたものであり、その時点の関連法規に準じています。なお日

本語版は中国語版をもとにした翻訳であり、翻訳には正確を期しておりますが、中国語版と解釈の相違がある場合は、中国語版に依拠してください。 

 
本稿は中国及び香港の PwC ナショナル・タックス・ポリシー・サービスにより作成されたものです。当チームは専門家により構成されるプロフェッショナル集団であ

り、現行または検討中の中国、香港、シンガポール及び台湾の税制およびその他ビジネスに影響する政策を随時フォローアップし、分析・研究に専念しています。

当チームは良質のプロフェッショナルサービスを提供することで PwCの専門家をサポートし、また思考的リーダーシップを堅持し、関連税務機関、その他政府機

関、研究機関、ビジネス団体、及び専門家、並びに PwCに関心をお持ちの方々とノウハウを共有いたします。 

お問い合わせは、以下の担当パートナーまでお気軽にご連絡ください。 

 
馬龍 

+86 (10) 6533 3028 
long.ma@cn.pwc.com 

既存または新たに発生する問題に対する実務に即した見識とソリューションは、中国のウェブサイト 

http://www.pwccn.com または香港のウェブサイト http://www.pwchk.com にてご覧いただけます。
 

www.pwccn.com 
 

© 2020年 普華永道著作権所有。普華永道（PwC）の許可なく配布することを禁じます。普華永道（PwC）とは、PwCネットワーク内の中国メンバーファームを指

し、場合によっては PwCネットワークを指します。詳細はこちらの URLをご参照ください：www.pwc.com/structure。 

各メンバーファームは別個の独立した法的事業体であり、ほかのメンバーファームの作為又は不作為について責任を負いません。 
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中国发布新的外商投资负面清单、扩大市场

开放 

 

二零二零年七月 

第十七期 

摘要 

2020 年 6 月 23 日，国家发展改革委员会和商务部联合发布了《外商投资准入特别管理措施》（“全国负

面清单”）和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施》（“自贸区负面清单”）。两份负面清单

（统称为“2020 版负面清单”）将取代 2019 版负面清单，于 2020 年 7 月 23 日生效。 

与 2019 版相比，2020 版负面清单将外资准入限制缩减约 20%，自贸区和全国其他地区的限制和禁止事

项分别由 37 条和 40 条缩减至 30 条和 33 条，并且彻底取消了某些领域的外资股权限制。本期《中国

税务/商务新知》简要介绍 2020 版负面清单的主要规定，并讨论由此给企业带来的法律和税务方面的

主要影响。 

详细内容 

2020版负面清单主要规定 

外商直接投资负面清单 

• 金融 

全面取消了证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司和寿险公司的外商投资限制，在 2019 版负面

清单中，外国投资者在这些领域仅可持有不超过 49%的股权。 

• 公共设施 

取消城市人口 50万以上的城市供排水管网的建设和经营方面外资所有权的限制。 

• 汽车 

放开商用车制造外资股比限制。 

• 农业  

小麦新品种选育和种子生产方面，外商投资的最大持股比例由 2019版的 50%增加至 66%。 

• 空中交通管制 

将不再限制空中交通管制领域的外商投资，而 2019版禁止外商投资该领域。 

• 矿业 

取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工和核燃料生产的规定。 
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自贸区负面清单 

在中国境内自由贸易区设立的外商投资企业，除了全国负面清单中规定的之外，还能够享受额外的优惠待遇，具体包括如下

方面： 

• 教育领域 

允许外国投资者设立外商独资学制类职业教育机构和非学制类专业培训机构。 

• 医药  

取消禁止外商投资中药饮片炮制技术应用的限制，并且还允许外国投资者生产中成药处方产品。 

 

注意要点 

2020 版负面清单再度取消或放宽部分行业对外资准入的限制，是进一步拓宽外资领域的重要举措。外国投资者可以采

取绿地投资、并购投资（如资产收购、股权收购）等方式在上述领域进行投资。建议外国投资者充分考虑不同的投资

形式对中国的所得税、流转税、以及财产行为税的税务影响（其中很多税种在符合特定条件下可以享受免税或递延纳

税），以有效降低税务交易成本。 

此外，为鼓励外国投资者在华投资，中国对外国投资者从中国境内居民企业分配的利润直接投资于非禁止外商投资的

项目和领域，给予了股息预提所得税递延纳税的优惠处理。随着 2020 版负面清单进一步缩减，外国投资者使用其在中

国境内的投资利润收购或再投资于非限制领域时，可以享受这一递延纳税的优惠处理。 

自 2020 年 1 月 1 日实施《外商投资法》以来，中国政府在全国范围内采取准入前国民待遇加负面清单管理制度对外商投资

实施监管。这表明外国投资者在中国设立企业时，如果负面清单中对外国投资者投资的行业没有明确限制的，则无须事先获

得政府批准。 

中国政府在最近几年已经出台数个版本的外商投资准入负面清单，2020 版负面清单进一步大量或者完全取消了例如金融、

汽车、公共设施和空中交通管制等某些敏感或战略性领域对外商投资的限制。例如，允许外国投资者在人寿保险、证券、基

金管理投资和期货领域设立外商独资企业提供金融服务。这为具有强大行业专业知识和先进技术水平的外国投资者进入庞大

的中国金融市场提供了巨大的商机。 

自贸区作为中国改革开放的先锋作用将得到进一步加强。2019 版自贸区负面清单规定，在自贸区内设立的外商投资企业从

事电信、出版和艺术表演领域的经营活动可以享有某些灵活性，而 2020 版自贸区负面清单对外国投资者开放的行业更广。

在医药领域，自贸区负面清单现在允许国际投资者投资中药饮片，同时还取消了对外国投资者设立外商独资学制类职业

教育机构和非学制类专业培训机构的限制。 

新冠肺炎的爆发对中国和全球经济造成了极大的冲击。中国政府采取了强有力的措施，有效控制了新冠肺炎的传播，带动中

国经济进入复苏并恢复增长势头。2020 版负面清单的发布显示了中国政府进一步开放中国市场、促进全球化的坚定承诺。

建议外国投资者密切关注监管法规的变更，审视和调整其中国商业策略，充分利用监管放松释放的红利。 
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与我们谈谈 

为了更深入讨论本刊物所提及的问题对您业务可带来的影响, 请联系: 

普华永道中国 

马龙   

合伙人 
+86 10 6533 3103 
long.ma@cn.pwc.com 
 

瑞栢律师事务所*  

李晓蓓 

公司法主管 

科技、媒体和电信及金融科技业务主管 

+86 10 8540 4686 
barbara.xb.li@ruibailaw.com 

  

 
 
*瑞栢律师事务所是一家独立律师事务所，亦为普华永道全球网络的成员机构。 
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文中所称的中国指中国内地，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 

本刊物中的信息仅供一般参考之用，而不可视为详尽的说明。相关法律的适用和影响可能因个案所涉的具体事实而有所不同。在有所举措前，请确保向您

的普华永道客户服务团队或其他税务顾问获取针对您具体情况的专业意见。本刊物中的内容是根据当日有效的法律及可获得的资料于 2020 年 7 月 17 日编

制而成的。 

这份中国税务/商务新知由普华永道中国税收政策服务编制。普华永道中国税收政策服务是由富经验的税务专家所组成的团队。团队致力搜集、研究并分析

中国内地、香港地区和新加坡现有和演变中的税务及相关商务政策，目的是协助普华永道税务部专业人员提供更优质的服务，并通过与有关的税务和其它

政策机关、学院、工商业界、专业团体、及对我们的专业知识感兴趣的人士分享交流，以保持我们在税务专业知识领域的领导地位。 

如欲了解更多信息请联系： 

马龙 

电话: +86 (10) 6533 3103 

long.ma@cn.pwc.com 

 

有关最新商业问题的解决方案，欢迎浏览普华永道／罗兵咸永道之网页：http://www.pwccn.com 或 http://www.pwchk.com
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