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国家統計局は 11 月 27 日、1～10 月の工業企業経営状況について発表した。それによると、一定規模
以上の工業企業経営利益の前年同期比は+0.7%となり、年初来のプラス転換を実現した。その要因に
ついて国家統計局工業司の朱虹高級統計師は、「経済活動の回復により、装備製造業と消費財製造
業に対する需要が著しく回復したこと、原材料価格の上昇により、原材料製造業の経営利益が改善し
たこと、私営企業と外資系企業の経営状況が回復・好転したこと、昨年のベースが低かったこと、並び
に 10 月単月の投資収益が増加したこと等の共同作用の結果」と説明した。一方で同氏は、「足許業績
の回復が進んでいるが、工業企業の売掛金の水準がある程度上昇し、キャッシュフロー圧力の増大は
企業の経営回復にとって不利である」とし、足許の業績回復の持続性に対して不安を漏らした。



6 月 9 日付の経済週報第 456 期に、「ポストコロナ期の企業経営業績～全体的には回復ムードだが、
所有制と業種で明暗も」を題に発刊した。本稿はその続編として、新たに地域別分析を取り入れ、経済
再開を半年以上継続してきた中国の工業企業経営における最新状況を分析する。
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前回に続き、2020 年 2 月 OECD から公表された金融取引にかかわる移転価格ガイダンス（Transfer
Pricing Guidance on Financial Transactions）の内容について解説していきたい。
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2020 年 11 月 11 日、第 13 回全国人民代表大会常務委員会第 23 回会議の採択を受け、2021 年 6
月 1 日から、改正後の「中華人民共和国著作権法」が施行されることとなった（以下、改正後の「中華人
民共和国著作権法」を「2020 年版著作権法」といい、改正前の「中華人民共和国著作権法」を「2010
年版著作権法」という）。以下では、「2020 年版著作権法」改正内容の主なポイントについて解説する。
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メイントピックス
工業企業経営利益が年初来のプラス成長～債務不履行と来年前半迄の流動性緊迫に要警戒
国家統計局は 11 月 27 日、1～10 月の工業企業経営状況について発表した。それによると、一定規模以上
の工業企業経営利益の前年同期比は+0.7%となり、年初来のプラス転換を実現した。その要因について国家
統計局工業司の朱虹高級統計師は、「経済活動の回復により、装備製造業と消費財製造業に対する需要が
著しく回復したこと、原材料価格の上昇により、原材料製造業の経営利益が改善したこと、私営企業と外資系
企業の経営状況が回復・好転したこと、昨年のベースが低かったこと、並びに 10 月単月の投資収益が増加し
たこと等の共同作用の結果」と説明した。一方で同氏は、「足許業績の回復が進んでいるが、工業企業の売
掛金の水準がある程度上昇し、キャッシュフロー圧力の増大は企業の経営回復にとって不利である」とし、足
許の業績回復の持続性に対して不安を漏らした。
6 月 9 日付の経済週報第 456 期に、「ポストコロナ期の企業経営業績～全体的には回復ムードだが、所有
制と業種で明暗も」を題に発刊した1。本稿はその続編として、新たに地域別分析を取り入れ、経済再開を半
年以上継続してきた中国の工業企業経営における最新状況を分析する。

Ⅰ．工業企業経営利益が年内初のプラス成長、いち早く操業再開したことがポイント

所有制別では図表 3 の通り、何れも改善し
ているが、国有企業の経営利益の前年同期比
の改善は比較的に緩やかであり、2 月以降常
に平均水準を 10 ポイント前後下回っている。
一方で、民営企業と外資系企業が著しく回復

図表 1

工業企業経営利益と営業収入の前年同期比（累計/%）
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国家統計局の発表（11 月 27 日）によると、1
～10 月の一定規模以上工業経営利益総額は
5 兆 124 億 2,000 万元、前年同期比は+0.7%
に達し、1～9 月の同▲2.4%より大きく改善し
た。10 月単月は 6,429 億 1,000 万元、前年同
期比は+28.2%に達し、これも 1～9 月の同
10.1%を大幅に上回った（図表 1）。3 月上旬
以降には中国各地で操業再開が推進され始
め、2 月を分け目に V 字型回復が明確に現れ
ている。その理由として、前述した国家統計局
朱虹氏が述べた通り、防疫対策が奏功した後
にいち早く操業再開を実現し、経済回復によ
り需要が拡大し、需要が供給を呼び、結果的
には工業企業の経営利益にポジティブな影
響を及ぼすという好循環ができていると言えよ
う。実際、工業企業の操業再開率を見ると、
2020 年 3 月時点で既に 96.6%の大中型企業と
98.7%の製造業企業が生産活動を再開してい
る（図表 2）。

出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成

図表 2

操業再開率の推移（%）
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出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成
注：3 月以降の操業再開率のデータ発表はなかった
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し、5 月以降、何れも平均水準を上回っており、 図表 3 所有制別工業企業経営利益の前年同期比（累計/%）
全体の改善を牽引している。中央政府主導で 10
年初来大幅な減税策（年間減税額は 2 兆
0
5,000 億以上）を実施してきており、また社会
-10
経営利益
保険料と失業保険金の減免、並びに一部地
-20
うち国有企業
域では法人向け電気料金の引き下げも実施さ
うち民営企業
れた結果、コストダウンにより経営利益が伸び -30
うち外資系企業
た。外資系企業については、上記減税（一部） -40
うちその他企業
や各種費用減免の他、第 2 四半期以降の株 -50
式市場等での投資収益増、並びに 6 月以降 -60
継続している輸出入の改善もポジティブ要因
とみられる（図表 4）2。
出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成

図表 44 輸出入の前年同期比（累計/%）
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国有企業の経営利益の改善は足許ではな
お平均水準を下回っているものの、最近、工
業製品とりわけエネルギー、化学、金属（鉄鉱
石等）関連の原料価格の上昇が著しく、これら
の業種の需要が継続的に拡大すると、資源エ
ネルギー産業のシェアが高い国有企業の業
績は大きく改善される見通しである。実際、国
際原油価格や鉄鉱石、石炭価格の上昇を受
け、PPI（Producer Price Index＝生産者物価
指数）と PPIRM（Purchasing Price Index of
Raw Material,Fuel and Power＝原材料・燃
料・エネルギー仕入れ価格指数）は 5 月以降
回復基調が続いており、足許は横ばいではあ
るものの、上記資源・エネルギー関連の国際
価格の上昇が継続する限り、PPI と PPIRM は
更に上昇することが予想される（図表 5）。

出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成

図表 5

PPI と PPIPM の前年同期比（%）
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出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成

2

一部中国メディアは、輸出増により輸出向け民営企業の業績改善にも繋がるとしているが、筆者が独自にインタビューした結果、元高による為替差
損、国際市場での原材料価格の高騰、国際海運価格の上昇と輸送能力不足による遅延等により、輸出向け民営企業は輸出増による大幅な業績改
善は未だに明確に現れていない。
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Ⅱ．経営利益の改善は業種と地域で明暗も
経営利益は総じて改善している（前年同期比+0.7%）が、業種別と地域別でみると、その改善の度合いに
大きな差がある。業種別では、農産品加工業、食品製造業、たばこ製造業、紡績業、紙製造業、化学原料製
造業、ゴム・プラスチック製造業、通用設備製造業、専用設備製造業、自動車製造業、コンピューター・通信
設備製造業、精密機械・計器製造業といった業種が加速し、それ以外は全て減速し、とりわけ服装製造業、
革・靴製造業、木材製造業、家具製造業といった「労働集約型」業種の減速幅が大きい（図表 6）。
一方、地域別では、北京、遼寧、江蘇、浙江、江西、山東、湖南、広西、重慶、チベット、甘粛といった地域
が加速し、それ以外は殆ど全てが減速した。天津、内モンゴル、黒竜江、海南は何れも国有企業が集中して
いる地域であり、また産業構造が比較的に単一であることもあり、コロナショックといった外的ネガティブ要因に
対応する能力は限定的であり、工業企業経営利益の回復は道半ばと言える（図表 7）。
図表 6

業種別工業企業経営利益前年同期比の 2 期間比較（累計/%）
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出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成

図表 7

地域別工業企業経営利益前年同期比の 2 期間比較（累計/%）
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出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成
注：山西の 2020/10 のデータは未発表、青海の同データは
▲695%となるため、異常値扱いとした
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上記業種別/地域別経営利益の増減を象限毎にマッピングすることにより、各業種と地域の工業企業経営
利益の改善パフォーマンスが読み取れる（図表 8、図表 9）。具体的には、横軸は当該業種/地域の工業企業
経営利益前年同期比の平均値（1～10 月は+0.7%）との比較を示し、その数値が大きい程伸び全体への貢献
が大きいと意味し、縦軸は 2020 年 1～10 月期利益伸び率の対前年同期比変動幅を示し、その数値が大きい
程今年の伸び幅が大きいことを意味する。そのため、第Ⅰ象限は前年同期比が平均以上、かつ昨年同期間
より加速した業種/地域である一方、第Ⅲ象限は前年同期比が平均以下、かつ昨年同期間より減速した業種
/地域である。
図表 8 と図表 9 のマッピング結果を文字化したものは図表 10 である。それによると、第Ⅰ象限の業種として、
農産品加工業や食品製造業、紙製造業等、いわば「ディフェンシブ業種（景気の変動の影響を受けにくく、業
績が安定している業種）」のほか、国内経済再開により需要が増加した自動車製造業、専用設備製造業、通
用設備製造業、海外防疫特需の代表品目であるコンピューター・通信設備製造業、原料価格の上昇に敏感
するゴム・プラスチック製造業、化学原料製造業、紡績業があった。一方では、第Ⅲ象限の業種としては、服
装製造業、革・靴製造業、
図表 8 業種別工業企業経営利益前年同期比の 2 期間比較
（マッピング）
スポーツ・娯楽用品製造
第
第
業 、家具製 造業等、 い
Ⅱ
Ⅰ
わば「オフェンシブ業種
象
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限
限
（ 景 気の 変動 の 影響 を
前年同期比
受け安く、業績が不安定
が昨年以上
している業種）」が挙げら
れ、また先述した通り、こ
れ らの多くは労働集約
型業種でもあるため、年
前年同期比
初来一時期継続してい
が昨年以下
た出勤自粛による労働
者数減少よりネガティブ
第
第
な影響を受けやすいこと
Ⅲ
Ⅳ
象
象
も経営利益が伸び悩む
前年同期比が平均以下
前年同期比が平均以上
限
限
理由とみられる。
地域別では、第Ⅰ象
限の地域として、北京、
遼寧、江蘇、浙江、江西、
山東、湖南、広西、重慶、
チベットの 10 地域が挙
げられ、一方第Ⅲ象限
の地域として、先述した
天津、内モンゴル、黒竜
江、海南を始めとする諸
地域のほか、福建と広東
といった輸出志向型経
済の典型的な地域もあり、
コロナショックによる輸出
産業へのダメージの大き
さを反映したものとみら
れる。
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出所：MUFG バンク（中国）作成

図表 9

地域別工業企業経営利益前年同期比の 2 期間比較
（マッピング）
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出所：MUFG バンク（中国）作成
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図表 10

工業企業経営利益前年同期比の 2 期間マッピングの結果

業種
地域
リーディング×加速【第Ⅰ象限】
農産品加工業、紡績業、紙製造業、ゴム・プ 北京、重慶、江蘇、
・YoY（業種/地域2020）＞YoY（平均2020）
ラスチック製造業、たばこ製造業、コンピュ 浙江、山東、江西、
・YoY（業種/地域2020）＞YoY（業種/地域2019） ータ・携帯電話製造業、専用設備製造業、自 湖南、遼寧、広西、
動車製造業、精密機械・計器製造業、食品製 チベット
造業、通用設備製造業、化学原料製造業
リーディング×減速【第Ⅱ象限】
鉄鋼業
上海、甘粛、河北、
・YoY（業種/地域2020）＞YoY（平均2020）
吉林
・YoY（業種/地域2020）＜YoY（業種/地域2019）
バックワード×減速【第Ⅲ象限】
石油石炭製造業、化学繊維製造業、服装製造 広東、福建、安徽、
・YoY（業種/地域2020）＜YoY（平均2020）
業、スポーツ・娯楽用品製造業、家具製造業 寧夏、湖北、天津、
・YoY（業種/地域2020）＜YoY（業種/地域2019） 、機械類修理業、革・靴製造業、印刷業、リ 黒竜江、内モンゴル
サイクル製造業、その他製造業
、海南、陜西、新疆
バックワード×加速【第Ⅳ象限】
医薬品製造業、有色金属製造業、鉄道・船舶 四川、貴州、雲南、
・YoY（業種/地域2020）＜YoY（平均2020）
・航空機製造業、金属製造業、非金属製造業 河南
・YoY（業種/地域2020）＞YoY（業種/地域2019） 、電子機器製造業、酒・飲料・お茶製造業
出所：MUFG バンク（中国）作成

Ⅲ．経営利益の改善は投資増に繋ぎ、PMI の上昇が期待される
図表 11
20
製造業投資前年同期比

工業企業経営利益の改善に伴い、製造業設備投資が
拡大し、PMI（製造業）の見通しが改善することが考えられ
る。前者に関しては、2016 年 2 月～2020 年 10 月の工業
企業経営利益と製造業投資の前年同期比（何れも累計）
をプロットした図表 11 に示した通り、両者の相関関係は概
ね正であり、すなわち工業企業の利益の回復に因み、今
後は製造業の設備投資の回復の加速が予想される。

工業企業経営利益と製造業設備
投資の関係
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工業企業経営利益前年同期比
る 50 を上回っており、また PMI（製造業）の主要細分指標
出所：MUFG バンク（中国）作成
を 2019 年 10 月と比べて何れも改善されており、また原材
料材工と雇用者指数を除き何れも 50 を超えていることから、景気が上向いていることがわかる。工業企業経
営利益の改善は設備投資を増加させ、また経済再開につれて需要も含めて経済循環が加速され、その結果
工業企業の新規生産や新規注文を増やせ、PMI の更なる上昇に繋ぐと期待される。
図表 12

図表 13
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出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成

Ⅳ．債務不履行がネガティブ要因、来年前半迄の流動性緊迫に要警戒
工業企業経営利益は回復しているものの、足許工業企業を中心に社債の債務不履行が多発している。デ
ータサイドの WIND の集計によると、2020 年に償還期限が到達する社債総額は延べ 7 兆元以上となり、今年
末や来年前半にかけて債務不履行のリスクが高く、またそれに伴う銀行サイドの貸し倒れの発生も要注意で
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また、中国人民銀行が 2 月から 4 月にかけて積極的に
市場に流動性を供給し、金融緩和を展開したが、今年半
ばごろに一部地域で不動産価格の急騰等を受け、同政
策スタンスを引き締め方向に転換しているように思われる。
最優遇貸出金利（LPR）は 2 月から 4 月にかけて段階的
に引き下げを実施したが、その後据え置きが継続し（1 年
物 3.85%、5 年物 4.65%）、11 月 23 日現在既に 7 カ月連
続となり、今後も暫く据え置きの見通しである。一方、企
業にとっては、金融緩和の縮小は資金調達を困難させ、
結果的には企業の流動性逼迫をもたらし、新型コロナウ
イルスの直撃による景気悪化から完全に脱却していない
こともあり、中短期的には流動性緊迫に要警戒である。

2020/09

2019

2018

2017

2016

2015

2014

ある。実際、2020 年 9 月時点での債務不履行総額は既に 1,108 億元に達し、2019 年総額の 1,494 億の 74.2%
まで到達している。また件数当たり債務不履行の金額は 11.9 億元となり、2014 年以来最高水準である（図表
14）。また年初来債務不履行が発生した企業のうち、国有企業が増えており、とりわけ国立大学系国有企業
の北大方正（北京大学/IT）や清華紫光（清華大学/半
図表 14 足許の債権不履行の状況（件/億元）
導体）、並びに地方国有企業の華晨集団（遼寧省/自動 200
14
11.9
車）や永城煤電（河南省/発電）が相次いでデフォルトし
12
150
ている。また、産業別債務不履行をみると、製造業/建
10
8
築業が最も多く全体の 34%、その次に情報技術サービ
件数
100
6
ス、素材型産業、選択可能消費財小売卸売、公共事業
1件当たり金
4
となっている（図表 15）。緊張ムードが深まる中、国家発 50
額（右軸）
2
展改革員会は関連各部署にリスク調査を要請し、また国
0
務院金融安定委員会が 11 月 21 日に開催した会議では、 0
習近平国家主席の経済ブレーンとも言える劉鶴副首相
は、「システミックリスクを起こさせてはならない」と改めて
出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成
強調し、社債市場の安定を保つためには、企業による返
済資金の流用や、故意な不返済を厳しく処罰する方針
図表 15 産業別債務不履行の内訳（件）
を示し、今後の債務不履行とその対応策に注目を集める 生活必須
医療保健,
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だろう。
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出所：WIND より MUFG バンク（中国）作成

MUFG バンク（中国） リサーチ＆アドバイザリー部
中国調査室 李 博
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プロフェッショナル解説（税務会計）MAZARS/望月会計士
金融取引にかかわる移転価格ガイダンス～BEPS 包括的フレームワーク 行動計画 4、8-10
前回に続き、2020 年 2 月 OECD から公表された金融取引にかかわる移転価格ガイダンス（Transfer
Pricing Guidance on Financial Transactions）の内容について解説していきたい。
金融取引にかかわる移転価格ガイダンス
内容 更新箇所
A.イントロダクション ガイダンス第 X 章を構成（前回）
B.ガイダンス第 I 章 D.1 との相互作用 ガイダンス第 X 章を構成（前回）
C.トレジャリー機能

ガイダンス第 X 章を構成（今回以降）

D.財務保証 ガイダンス第 X 章を構成
E.キャプティブ保険 ガイダンス第 X 章を構成
F.リスクフリー及びリスク調整後の収益率 ガイダンス第 I 章 D.1.2.1 に追記

前回は、一般の取引にかかわる移転価格ガイダンスと金融取引にかかわる相違を認識するとともに、移転
価格の観点からの金融取引の描写方法について解説した。

今回からは、グループ内のトレジェリー機能及びその代表的取引であるグループ内貸付について、より具
体的にみていきたい。

C.1. グループ内貸付
C.1.1 一般的考慮事項
C.1.1.1 貸手と借手の視点
C.1.1.2 信用格付けの使用
C.1.1.2.1 多国籍企業または多国籍企業グループの信用格付け
C.1.1.2.2 特定の債券発行の信用格付け
C.1.1.2.3 信用格付け
C.1.1.2.4 信用格付け概算のための公に利用可能な金融ツールまたは方法論の使用
C.1.1.3 グループメンバーシップの効果
C.1.1.4 多国籍企業グループの信用格付けの使用
C.1.1.5 コベナンツ
C.1.1.6 保証
C.1.2 グループ内貸付にかかわる独立企業間金利の決定
C.1.2.1 独立企業間価格法（CUP 法）
MUFG Bank (China)
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C.1.2.2 ローンフィー及び手数料
C.1.2.3 資金コスト
C.1.2.4 クレジット・デフォルト・スワップ
C.1.2.5 経済モデリング
C.1.2.6 バンクオピニオン

グループ内貸付については、以上のような章立てで、金融取引にかかわる移転価格ガイダンスの中で最も
多くのページを割かれ、それぞれの内容について、次のような解説がなされている。

C トレジャリー機能
企業トレジャリー機能の内容は、多国籍企業グループ全体の流動性を最適化し、事業に資金を確保し、必
要な際に適切な場所に適切な通貨で配分できるようにすることである。 一般に、多国籍企業グループの流動
性の効率的な管理は、個々の事業体のレベルを超えて進められ、多くの事業体にわたるリスクの軽減に役立
つものとされる。
トレジャリー機能はグループレベルでの課題を考慮に入れ、グループの管理層により設定されたビジョン、
戦略、政策に従うことになる。したがって、トレジャリーに対するアプローチは、ときに特定の目的、例えば、投
資収益率のレベル、キャッシュフローのボラティリティの低下、または目標となる貸借対照表の比率の影響を
受けることになり、他方でフィナンシャルリスクマネジメント、起債、資本政策、外部銀行及び格付け評価機関
との関係管理等に対して影響を与えることになる。

C.1.1 一般的考慮事項
C.1.1.1 貸手と借手の視点
ここでは、貸手と借手の双方の立場の理解が必要となることが強調されている。

C.1.1.2 信用格付けの使用
ここでは、借手の信用力が、独立企業間取引における金利決定の重要な要素であることが示されている。
信用力の格付けは、多国籍企業または多国籍企業グループの全体的な信用力、特定の債権の発行の信
用力等において決定することができる。ここでは、グループメンバーシップが影響する可能性があると同時に、
財務情報、多国籍企業または多国籍企業グループが事業を行っている業界および国等の定量的な考慮が
必要とされている。

C.1.1.2.1 多国籍企業または多国籍企業グループの信用格付け
多国籍企業または多国籍企業グループの信用格付けとは、総合的信用力にかかわる意見を指す。このよ
うな意見は通常、他の借手との比較による信用力の相対的順位により示される。
ここで、さまざまな格付け企業に課せられるさまざまな金利に関する情報は、多くの貸付市場で入手でき、
そのような情報は、比較可能性分析の実行に役立つ可能性があるものとされている。 同時に、借手である多
国籍企業またはグループ内の別の企業が、外部の貸手と行っている資金調達取引も、合理的正確な調整を
行うことができる場合には、信頼できる比較対象となる可能性があるとされている。
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特定の多国籍企業に使用される信用格付けを使用する場合には、その理由と選択を適切に文書化するこ
とが重要とされている。

C.1.1.2.2 特定の債券発行の信用格付け
多国籍企業または多国籍企業グループによる特定の債券発行にかかわる信用格付けは、その債権の特
定の機能に関連付けられており、借手の信用格付けとは異なる場合があるとされている。

C.1.1.2.3 信用格付け
多国籍企業が独立した信用格付け機関による公に利用可能な信用格付けを有する場合、その格付けは
資金調達取引の独立企業間分析に役立つ可能性があるものの、ほとんどの場合、公に利用可能な信用格付
けは多国籍企業グループに対するものであり、特定の多国籍企業に対するものではないとされている。
従って、公に利用可能な金融ツールまたは信用格付け機関の方法論を使用して、特定の多国籍企業につ
いて、その個々の特性の定量的および定性的分析を適用し、多国籍企業グループの信用格付けを決定する
ために使用されるプロセスを再現する必要があり、このアプローチには、特定の多国籍企業が多国籍企業グ
ループの一員である結果として受け取ると想定される信用力の改善も考慮に入れる必要があるとされている。

C.1.1.2.4 信用格付け概算のための公に利用可能な金融ツールまたは方法論の使用
一般に利用可能な信用格付け概算のための金融ツールで使用され方法論は、公の信用格付けを決定す
るために独立した信用格付け機関によって適用される方法と大幅に異なる場合があるとされている。
また、信用格付け分析を実施する際には、現在だけでなく過去のグループ内取引による影響を財務指標が
受ける可能性があることに注意することが重要とされている。このようなグループ内取引が独立企業原則に準
拠していないと思われる場合、そのような財務指標等に照らして導き出された信用格付けは信頼できない可
能性があるとされている。

C.1.1.3 グループメンバーシップの効果
グループメンバーシップの効果は、2 つの意味で、独立企業間原則で多国籍企業が独立企業間取引条件
にかかわる情報を有するものとされている。
第一に、グループ管理層による外部資金調達ポリシーと実務は、多国籍企業が独立の貸手と締結するであ
ろう債務の形式と条件の情報（金利、ローンの種類、期間、通貨、セキュリティ、コベナンツ等）の理解に役立
つ。
第二に、多国籍企業は、借手が財政難に陥った場合に、その財政的義務を果たすためにグループから支
援を受ける可能性がある。これは、借入多国籍企業がグループへの所属によって生じる借入の条件に対する
付随的利益にかかる影響の分析に役立つとされている。
グループ内ローンの文脈では、多国籍企業がグループへの所属によってのみ受け取ると想定される付随
的利益は、潜在的サポート（implicit support）と呼ばれる。ここでは、潜在的サポートが企業の信用格付けに
及ぼす影響、およびその企業の借入能力またはそれらの借入に支払われる金利への影響については、グル
ープ内の支払いまたは比較可能調整を要しないものとされている（参照：移転価格ガイダンス パラグラフ
1.164〜1.166）
グループからの潜在的サポートは、借手の信用に影響を与える可能性がある。グループ内における企業の
相対的なステータスは、潜在的サポートが債務発行者の信用格付けにどのような影響を与えるかを判断する
MUFG Bank (China)
A member of MUFG, a global financial group

10

MUFG バンク（中国）経済週報
2020 年 12 月 8 日 第 480 期

のに役立つ場合がある。多国籍企業は、グループ全体の中の相対的な重要性、および当該企業とその他グ
ループ企業とのかかわりに応じて、グループのサポートを受ける可能性が高くなる。将来の戦略の観点からグ
ループに不可欠であり、グループのコアビジネスが運営されている、強力な関連を有する企業は、通常、他の
グループ企業によってサポートされる可能性が高く、その結果、信用格付けが高くなる。逆に、連携が弱い企
業については、より限定された状況でのみ、グループの他のメンバーからサポートを受けると想定するのが妥
当とされている。
もう 1 つの重要な考慮事項として、多国籍企業グループが借手をサポートすることの有無の結果があるとさ
れている。この点に関して使用される基準には、法的義務（規制要件など）、戦略的重要性、運用の統合と重
要性、共通名称、潜在的な評判への影響、多国籍企業グループ全体への悪影響などがある。
以上のような潜在的サポートの評価は判断の問題とされている。ここでは、多国籍企業グループが特定の
状況で借手に支援を提供するかどうかの決定の基礎となる種類の情報は、税務当局が利用できない場合が
多いといえ、さらに、多国籍企業グループが支援を提供する意欲または能力に影響を与える事実および状況
の変化は、そのような支援の最終的な事態が発生するまで、決定がないことを意味する場合がある。
サポートの提供に関する過去の行動は、将来の行動の可能性を示す有用な指標となる可能性があるが、さ
まざまな条件が適用されるかどうかを特定するために適切な分析を行う必要があるとされている。

C.1.1.4 MNE グループの信用格付けの使用
特定の企業または債務発行の信用格付けを見積もる確立されたアプローチがある一方で、上述のように、
一般に利用可能な金融ツールから導かれた個別企業の信用格付けについては、潜在的サポート分析、比較
独立企業間取引への調整の難しさ、情報の非対称性の存在等により、信頼できない結果をもたらす可能性
がある。
多国籍企業グループの信用格付けは、管理された取引の影響を受けず、グループから独立した貸手から
の外部資金調達を求める実際の根拠を反映しており、とりわけ特定の企業がグループにとって重要であり、多
国籍企業の信用力の指標がグループの指標と有意に異ならない場合には、ローンの価格設定の目的で使
用することもできるとされている。同様に、多国籍企業グループに外部の信用格付けがない状況では、多国
籍企業グループレベルでの信用格付け分析を実施することを検討することができるとされている。
但し、これらは、多国籍企業グループの信用格付けは、他の信用格付けと同様に、すべての事実と状況に
照らして企業の信用格付けの最も信頼できる指標であると判断された場合にのみ適切である。

C.1.1.5 コベナンツ
ローン契約の目的は、一般的に貸手を保護し、そのリスクを抑制することである。この保護には、制限コベ
ナンツと維持コベナンツがある。
制限コベナンツは、貸手の同意なしに借手による、例えば、借手の追加債務引受け、事業体の特定資産
処分等の特定の行動を制限または禁止するものである。
維持コベナンツは通常、ローン契約存続期間中に定期的に満たされなければならない財務指標を指す。
独立企業間と比較し、グループ内では情報の非対称性が少なく、逆に、当事者間の書面による合意が契
約にない場合にも、実質的に当事者間にコベナンツに相当するものがあるかどうか、およびその結果としての
価格設定への影響を検討することが適切とされる。

C.1.1.6 保証
他者からの保証が、借手の信用をサポートするために使用される場合がある。保証を有する貸手は、借手
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を評価するのと同様の方法で保証人を評価する必要があるとされている。

次回は、より具体的なグループ内貸付にかかわる独立企業間金利の決定についてみていきたい。

以上

当資料は情報提供のみを目的として、当行はその正確性を保証するものではありません。また当該機関との取引等、何
らかの行動を当行が勧誘するものではありません。

望月一央(公認会計士) MAZARS JAPAN/CHINA パートナー
東京公認会計士協会租税委員会委員
IBFD Japan Chapter Author(Transfer Pricing, Investment Funds）
MAZARS は、世界数十カ国、数万人のスタッフを有する、監査、会計、税務およびアドバイザリーサービスに
特化したワンファーム型の国際会計事務所です。このたび、中国拠点・スタッフを増大した新体制により、日本
企業にとってもますます重要となる中国企業関連分野での、最先端の業務を提供させていただきます。また、
中国以外にもインド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、ミャンマーなどのア
ジア地域におけるワンファームならではの緊密な連携により、複合的なサービスを提供させていただきます。
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君合の中国法コラム
中国新著作権法における改正内容の重要ポイント解説

2020 年 11 月 11 日、第 13 回全国人民代表大会常務委員会第 23 回会議の採択を受け、2021 年 6 月 1
日から、改正後の「中華人民共和国著作権法」が施行されることとなった（以下、改正後の「中華人民共和国
著作権法」を「2020 年版著作権法」といい、改正前の「中華人民共和国著作権法」を「2010 年版著作権法」と
いう）。以下では、「2020 年版著作権法」改正内容の主なポイントについて解説する。

Ⅰ．【改訂された点１】著作権の定義の更新
「2010 年版著作権法」では作品種類の名称のみが列挙されており、作品の定義はその「実施条例」に規定
されている。「2020 年版著作権法」第 3 条は、「実施条例」における「作品」の定義を法律のレベルに引き上げ
ると同時に、その定義を「作品とは文学、芸術、科学などの分野において独創性を備え、かつ一定の形式で
表現できる知力の成果をいう」へと修正した。また、新しい技術の発展に伴って現れた新たな業態の作品をカ
バーし、国際公約と一致させるために、「2020 年版著作権法」は「2010 年版著作権法」に規定された「映画作
品及び映画制作の方法と類似した方法で創作された作品」を「視聴覚著作物」へと修正した。さらに、列挙さ
れた作品の種類の最後の包括条項の内容を「2010 年版著作権法」に定められた「法律、行政法規に規定さ
れたその他の作品」から「作品の特徴に合致したその他の知力成果」へと修正した。この修正点が、今後、司
法実務において、作品の定義と構成要件に基づく新型作品の認定への可能性を示唆し、科学技術と社会の
進歩に伴って出現する新型作品を法により保護するための条件を与えたと思われる。
また、「2020 年版著作権法」第 12 条第 2 項、第 3 項は作品登録制度を新たに設け、著作者等の著作権者
は国家著作権主管部門が認定する登録機関で作品の登録を行うことができることを明確に規定し、著作権に
関連する権利も作品登録制度の適用を受けることができると定めている。登録は著作権取得の前提条件では
ないが、登録することにより、作品の権利帰属状況を社会に公開することができるため、権利侵害紛争が発生
した際に、権利帰属の証拠として法廷に提出することができ、権利者の立証責任の軽減及び著作権紛争発
生率の低減に有利であると考えられる。

Ⅱ．【改訂された点 2】職務上演出の権利帰属に関する判定基準の明確化
実務において、俳優とその所属する団体、事務所との間に頻出している権利紛争を解決するために、
「2020 年版著作権法」は「演出」部分の規定において、職務上演出（即ち俳優が所属する団体、事務所の出
演任務を遂行するために行う演出）に関する規定を新たに設けた。この規定によると、職務上演出について、
俳優は出演者としての身分を表明する権利を有し、かつ出演のイメージが毀損されないように権利を保護す
る権利を有するが、その他の権利の帰属については、団体、事務所との間に達した合意によって判断される
こととなる。合意がなかった場合または不明確である場合、職務上演出の関連権利は団体、事務所に帰属し、
団体、事務所はその業務範囲内において無料で使用できる。

Ⅲ．【改訂された点 3】賠償金額の増加
「2020 年版著作権法」は「2010 年版著作権法」に定められた損害賠償の認定規則を踏襲しているが、
「2020 年版著作権法」第 54 条第 1 項では、権利者の実際の損失と権利侵害者の違法所得の計算が困難で
ある場合、権利使用料の金額を参考にして損害賠償金額を確定することができると規定している。今までの
司法実務において、権利使用料を基準にして賠償金額を計算する方法を採用した判例が既にいくつか出て
いたが、今回の改正は法律レベルでこの方法を確立し、社会の要求に順応した改正であると考えられる。
また、知的財産権の保護を強化し、著作権侵害事件の発生率を低減させ、権利侵害のコストを増加させる
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ために、「2020 年版著作権法」第 54 条第 1 項では、意図的な著作権又は著作権に関する権利侵害に対して
は、情状が重大である場合、上記の方法により確定された損害賠償金額の 1 倍以上、5 倍以下の賠償金額を
侵害者に命じることができると規定しており、これにより、懲罰的損害賠償制度が著作権分野において初めて
確立されたことになる。

Ⅳ．【改訂された点 4】権利者の立証責任の軽減及び賠償金額の推定
「2020 年版著作権法」第 54 条第 4 項では、人民法院は賠償金額を確定するために、権利者が必要な立証
責任をすでに果たしているが、侵害行為に関する帳簿、資料などが主に侵害者に掌握されている場合、権利
侵害行為に関わる帳簿、資料などを提供するように人民法院が権利侵害者に命じることができると規定して
おり、また、同項によると、侵害者が提供しない、または虚偽の帳簿、資料などを提供した場合、人民法院は
権利者の主張とその提供された証拠を参考にして賠償金額を確定することができる。この規定は賠償金額の
推定という制度が著作権分野に導入されたことを示し、権利保護のハードルを下げるための有効措置である
と思われる。

Ⅴ．【改訂された点 5】行政措置の強化
著作権侵害についての行政部門による管理、監督を強化するために、著作権行政主管部門について、
「2020 年版著作権法」第 7 条では「2010 年版著作権法」に定められた「省レベルの人民政府」を「県レベル以
上の地方の著作権主管部門」へと変更した。また、著作権侵害行為に関する行政法執行措置について、
「2020 年版著作権法」では当事者に対する事情聴取、現場調査、契約、発票、帳簿の閲覧、コピー及び関連
する場所と物品の差押えなどの措置が追加された。
「2020 年版著作権法」は既存の著作権体系を維持する上で、さらに時代の発展に合わせて改正し、社会
の要求に応えたとみられる。一方、権利の保護及び侵害行為に対する規制の面では、救済措置を整え、法
定賠償金額を引き上げ、懲罰的損害賠償制度を正式に導入し、「2010 年版著作権法」に比べ、権利保護が
大幅に強化されており、このことは中国の著作権保護が前進するための大きな一歩であると思われる。

当資料は情報提供のみを目的として、当行はその正確性を保証するものではありません。また当該機関との取引等、何
らかの行動を当行が勧誘するものではありません。
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三菱 UFJ 銀行の中国調査レポート（2020 年 12 月）


MUFG BK 中国月報 第 178 号（2020 年 12 月）
米中対立下の東南アジア経済
https://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/120120101.pdf
国際業務部



ニュースフォーカス No.14
香港 2020 年施政方針を発表
https://rmb.bk.mufg.jp/files/topics/1288_ext_02_0.pdf
アジア法人営業統括部 アドバイザリー室
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