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Ⅰ. 全人代レベル 

Ⅱ. 国務院レベル 

Ⅲ. 中央行政部門レベル 

1.「証券会社持分管理規則」 

Ⅳ. 司法解釈 

Ⅴ. 地方レベル 

Ⅵ. その他（意見募集稿等） 

1.「固体廃棄物環境汚染防止改善法（改正草案意見募集稿）」 

 

 

 

Ⅰ.  全人代レベル 

該当なし 

 

Ⅱ.  国務院レベル 

該当なし 

 

Ⅲ.  中央行政部門レベル 

 

1. 「証券会社持分管理規則」 

（原文「证券公司股权管理规定」） 

証券監督管理委員会 2019 年 7 月 5 日公布、2019 年 7 月 5 日施行 

 

2019 年 7 月 5 日、中国証券監督管理委員会は「証券会社持分管理規則」（以下「本

規則」という。）を公布した。本規則の目的は、証券会社持分の監督管理を強化し、

証券会社株主、顧客及びその他利害関係者の適法な権益を保護することにある（1 条）。 

本規則の主な内容は以下のとおりである。 

 

（1） 株主の資格要件 

本規則が施行される以前は、証券会社の 5％以上の持分を保有する株主について

一定の要件を満たす必要があるとされていた（「証券会社監督管理条例」10 条1）。本

規則は、証券会社の株主を四種類に分類したうえで（5 条）、それぞれについて改め

て詳細な資格要件を定めた（7～10 条）。主な資格要件は下表のとおりである。 

                               
1
 以下に該当する場合、証券会社の 5％以上の持分を保有することができない。 

①故意による犯罪で刑罰に処され、刑罰の執行完了から 3 年が経過していない場合 

②純資産が払込資本の 50％を下回り、又は偶発負債が純資産の 50％に達した場合 

③期限到来債務を弁済できない場合 

④国務院証券監督管理機構が認定するその他の事由 
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株主分類 

（5 条） 
主な資格要件 

証券会社の 5％以

下の持分を保有

する株主 

①当該株主及び当該株主が支配している機構に信用があり、かつ直近 3 年

において重大な違法、規則違反又は重大な信用不良記録がないこと。故意

による犯罪で刑罰に処され、刑罰の執行完了から 3 年が経過していない者

ではないこと。重大な違法、規則違反の疑いによる監督管理機構の調査を

受けていないこと。 

②長期的に業務を展開していること、ガバナンス不備等株主の権利及び義

務の履行に影響を及ぼす状況が存在しないこと。事業の継続に深刻な影響

を及ぼす状況が存在しないこと。 

③持分構造が明確で、かつ最終の持分所有者まで遡ることができること。 

④中国証監会の原則規定に基づくその他の条件を満たしていること。 

但し、証券取引所を通じて持分を取得する場合は、本条の規定を適用しな

い（7 条）。 

証券会社の 5％以

上の持分を保有

する株主 

①証券会社の 5％以下の持分を保有する株主の資格要件を満たすこと。 

②純資産が実際に払い込まれた資本の 50％を下回らないこと。 

③負債が純資産の 50％に達しないこと。 

④期限到来債務を弁済できない状況がないこと。 

⑤純資産が 5,000 万元を下回らないこと（8 条）。 

主要株主（証券会

社の 25％以上の

持分を保有する

株主又は 5％以上

の持分を保有す

る筆頭株主） 

①証券会社の 5％以上の持分を保有する株主の資格要件を満たすこと。 

②純資産が 2 億元を下回らず、財務状況が良好であり、継続的に利益を獲

得できる能力を備えており、証券会社の経営に相応しい継続的な資本能力

を備えていること。 

③ガバナンス体制を備え、良好なリスク管理ができていること（9 条）。 

支配株主（証券会

社の 50％以上の

持分を保有する

又は 50％以上の

持分を保有して

いないが、証券会

社の株主決議に

重大な影響を及

ぼす議決権を保

有する株主） 

①主要株主の資格要件を満たすこと。 

②証券会社の株主となることが長期的な戦略と合致し、その主要業務の発

展に資すること。 

③証券会社のガバナンス体制の改善、長期的な発展について実行可能な計

画を有すること。 

④証券会社の経営管理の独立性の保持、リスク移転の防止及び不正な利益

の移転に対し、明確なガバナンスの仕組みを備えていること（10 条）。 
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また、証券会社の営む業務がリスクを伴い、かつ複数業務に重なりがある場合、

主要株主及び支配株主は、上記に加えて以下の要件を満たす必要がある（11 条）。 

 

株主分類 資格要件 

主要株主 ①直近 3 年間連続で利益を計上し、未補填損失が存在しないこと。 

②直近 3 年間の信用が高水準に維持されており、直近 3 年の規模、収入、

利益及び市場占用率等の指標が業界の上位に入り続けていること（11 条）。 

支配株主 上記①②に加えて、③総資産が 500 億元を下回らず、純資産が 200 億元を

下回らないこと。 

④主要業務において直近 5 年間連続で利益を計上していること（11 条）。 

 

上記の他、本規則は、有限パートナーシップ企業、会社型ファンド及び非金融企

業が証券会社の株主となる場合の資格要件も規定している（14～16 条）。 

 

（2） 持分譲渡時の義務 

本規則は、証券会社の持分を譲渡する際の証券会社及び持分の譲渡人の義務を規

定した。主な義務は以下のとおりである。 

①証券会社は持分を譲渡する場合、業務案と株主選別基準を作成しなければならな

い。 

②証券会社及び譲渡人は、譲受人に対して、証券会社の株主の条件、履行すべき手

続、証券会社の経営状況及び潜在的なリスク等情報を告知しなければならない（18

条 1 項）。 

③証券会社及び譲渡人は、譲受人のデューデリジェンスを行わなければならない

（18 条 2 項）。 

④証券会社及び譲受人は、持分譲渡において生じ得る規定違反等につき、事前に対

応を合意しなければならない（19 条）。 

 

（全 45 条） 

 

Ⅳ.  司法解釈 

該当なし 

 

Ⅴ.  地方レベル 

該当なし 
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Ⅵ.  その他（意見募集稿等） 

 

1．「固体廃棄物環境汚染防止改善法（改正草案意見募集稿）」 

（原文「固体废物污染环境防治法（修订草案）征求意见」） 

全人代常務委員会、2019 年 7 月 5 日公布、意見募集期限 2019 年 8 月 13 日 

 

全人代常務委員会は、2019 年 7 月 5 日、「固体廃棄物環境汚染防止改善法（改正草

案意見募集稿）」（以下「本意見募集稿」という。）を公布した。本意見募集稿におけ

る主な改正内容は以下のとおりである。 

なお、本意見募集稿は、現時点でまだ意見募集稿であるため、内容は修正される可

能性があり、正式に公布・施行されるまでは法的拘束力を有しない。 

 

（1） 監督管理制度の整備 

固体廃棄物環境汚染防止改善信用記録制度を確立し、関連する違法行為の情報を全

国信用情報共有プラットフォーム2に組み入れる旨規定された（16 条）。証拠が滅失、

隠蔽、不法移転、又は重大な環境汚染を生じる恐れがある場合、監督管理部門は、違

法収集、貯蔵、運輸、利用又は処置される嫌疑のある固体廃棄物及び設備、場所、工

具、物品を封印し、差し押さえることができる旨明記された（17 条）。 

 

（2） 工業固体廃棄物環境汚染防止改善制度の強化 

工業固体廃棄物を発生させる単位は、環境汚染防止改善責任制度を確立し、固体

廃棄物管理台帳に関連情報を記録し、固体廃棄物による環境汚染防止改善措置を講

じなければならない旨規定された（31 条）。また、従前、危険廃棄物の処理につい

て資格を有する業者に委託しなければならない旨の規定（旧法 57 条）があったが、

一般の工業固体廃棄物の処理委託について規定がなかった。本意見募集稿にて、工

業固体廃棄物を発生させる単位は、第三者に工業固体廃棄物の運輸、利用又は処置

を委託する場合、受託者の主体資格及び技術能力を確認し、書面契約にて汚染防止

改善に関する要求を約定しなければならず、環境汚染と生態破壊について連帯責任

を負う旨規定された（32 条）。 

 

（3） 生活ごみ汚染環境防止改善制度の整備 

生活ごみを分類して投棄・収集・運輸・処理する制度を実施し、県級以上の人民

政府は、生活ごみ分類に関する処理システムを確立する3旨規定された（38 条）。 

 

                               
2 「信用遵守共同奨励及び信用失墜共同懲戒制度の確立改善による社会信義誠実建設の推進加速に関す

る指導意見」に基づいて設立されたプラットフォームである。各政府部門は、当該プラットフォームに

よって信用情報を共有して、公表する。 
3
 例えば、現在、上海市、広州市はそれぞれ「上海市生活ごみ管理条例」、「広州市生活ごみ管理条例」

を施行し、生活ごみ分類制度を実施している。 
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（4） 法律責任の強化 

本意見募集稿に違反して、工業固体廃棄物を無断で投棄、堆積、廃棄又は遺棄し

た場合、もしくは適切な措置を講じなかったために、工業固体廃棄物の拡散、流失、

浸出、又はその他の環境汚染をもたらした場合等の法律責任が厳格化されている（79

条乃至 105 条）。 

 

（全 109 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

中国プラクティスグループ 

射手矢好雄、石本茂彦、江口拓哉、小野寺良文、康石、本間隆浩、森規光、原潔、 

山口健次郎、鈴木幹太、宇賀神崇、青山慎一、井上諒一、柿元將希、加藤瑛子、 

富永裕貴、保坂泰貴、水本真矢、福島翔平、岩佐勇希、牧野則子、真下敬太、 

李珉、姚珊、吉佳宜、崔俊、解高潔、李維佳、胡勤芳、高玉婷、柴巍、戴楽天、 

呉馳、楊天翼、孟立恵 

 

提携事務所 北京市中諮律師事務所 

張継文 

 
TOKYO 

〒100-8222 東京都千代田区丸の内 2-6-1 

丸の内パークビルディング 

TEL ： 03-5223-7713 

FAX ： 03-5223-7613 

 tokyo-sec@mhm-global.com 
 
SHANGHAI 

上海市浦東新区陸家嘴環路 1000 号 

恒生銀行大厦 6 階 200120 

TEL ： ＋86-21-6841-2500 

FAX ： ＋86-21-6841-2811 

 shanghai@mhm-global.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEIJING 

北京市朝陽区東三環北路 5 号 

北京発展大厦 316 号室 100004 

TEL ： ＋86-10-6590-9292 

FAX ： ＋86-10-6590-9290 

 beijing@mhm-global.com 
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