MUFG バンク（中国）経済週報
2021 年 2 月 2 日 第 488 期

MUFG バンク（中国）
WeChat 公式アカウントへようこそ

2021 年 2 月 2 日 第 488 期

MUFG バンク （中国）経済週報

工業企業経営利益が通年で 4.1%増
～付加価値生産高増と PPI の上昇が主因、需要不振で最終財産業の回復が待たされる
リサーチ＆アドバイザリー部
中国調査室

メイントピックス .................................................................................................................... 2
工業企業経営利益が通年で 4.1%増～付加価値生産高増と PPI の上昇が主因、需要不振で最終財産業の
回復が待たされる ............................................................................................................................................................................. 2


国家統計局は 1 月 27 日、2020 年 12 月期の工業企業経営状況を発表した。それによると、12 月単月の工業企
業経営利益は 7,071 億 1,000 万元であり、前年同月比+20.1%（11 月は同+15.5%）の年内最高値を記録した。累
計では、工業企業経営利益は 6 兆 4,516 億元、前年比+4.1%と、10 月より 3 カ月連続でプラス成長となっており、
また先日に発表した実質 GDP の前年比である同+2.3%を上回った。



経営利益が改善された背景には、付加価値生産高と生産者物価のダブル向上に、政策面では広範囲な減税と
中小企業または一部特定分野向けの補助金給付、資金面では人民銀行による流動性支援と銀行による中小企
業向け貸付コストの低減がある。しかし一方では、分野別でみれば、中間材産業は上述した供給側の各改善要
因によるプラスの影響を受けているが、最終材産業（完成品）は最終需要の変化に強く依存することから、現時点
ではなお改善の余地が大きいとみられる。



本稿は、上述した最新データを基に、2020 年の工業企業経営利益とその改善要因について概観し、工業全産
業を「中間財」と「最終財」の 2 分野に細分化し、その業績改善差の成因を分析する。また最後では中国国内で
定期的に実施されている景気アンケート調査の結果に基づいて実際現場にいる経営者による景気変化に対する
実感について議論する。

君合の中国法コラム ............................................................................................................. 7
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2020 年 12 月 26 日に開催された第十三回全国人民代表大会常務委員会第二十四回会議にて、『中華人民共
和国刑法修正案（十一）』が可決された。『刑法修正案（十一）』では、非国家工作人員による職務上犯罪、すな
わち、非国家工作人員収賄罪（第 163 条）、職務上横領罪（第 271 条）および資金流用罪（第 272 条）に関する規
定に修正が加えられた。本稿では、関連する修正内容を整理した上で、重要な修正内容をしぼってご紹介する。
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メイントピックス
工業企業経営利益が通年で 4.1%増～付加価値生産高増と PPI の上昇が主因、需要不振で最
終財産業の回復が待たされる
国家統計局は 1 月 27 日、2020 年 12 月期の工業企業経営状況を発表した。それによると、12 月単月の工
業企業経営利益は 7,071 億 1,000 万元であり、前年同月比+20.1%（11 月は同+15.5%）の年内最高値を記録
した。累計では、工業企業経営利益は 6 兆 4,516 億元、前年比+4.1%と、10 月より 3 カ月連続でプラス成長と
なっており、また先日に発表した実質 GDP の前年比である同+2.3%を上回った。
経営利益が改善された背景には、付加価値生産高と生産者物価のダブル向上に、政策面では広範囲な
減税と中小企業または一部特定分野向けの補助金給付、資金面では人民銀行による流動性支援と銀行によ
る中小企業向け貸付コストの低減がある。しかし一方では、分野別でみれば、中間材産業は上述した供給側
の各改善要因によるプラスの影響を受けているが、最終材産業（完成品）は最終需要の変化に強く依存する
ことから、現時点ではなお改善の余地が大きいとみられる。
本稿は、上述した最新データを基に、2020 年の工業企業経営利益とその改善要因について概観し、工業
全産業を「中間財」と「最終財」の 2 分野に細分化し、その業績改善差の成因を分析する。また最後では中国
国内で定期的に実施されている景気アンケート調査の結果に基づいて実際現場にいる経営者による景気変
化に対する実感について議論する。

Ⅰ．2020 年の工業企業経営利益——累計前年比では 18 年末以来の最高値を記録
国家統計局の発表によると、単月の
工業企業経営利益では、12 月は前年
同月比+20.1%と、11 月より 4.6 ポイント
加速し、2020 年 5 月よりにプラスに転
換して以来、7 カ月連続の 2 桁の前年
同月比となった。四半期別では、2020
年第 1 四半期はコロナショックの影響
で前年同期比▲36.7%と歴史的な低
水 準となっ た が、 第 2 四 半期 は同
+4.8%とプラスに転換し、第 3 四半期と
第 4 四半期はそれぞれ同+15.9%と同
+20.8%と加速した。累計では、前年比
+4.1%と、3 カ月連続のプラス成長とな
り、2018 年 12 月（同+10.3%）以来の最
高値となった（図表 1）。

【図表 1】 工業企業経営利益の推移（累計 YoY）
（億元）

（％）

（出所） WIND より MUFG（China）作成

工業企業経営利益の上昇は工業企業付加価値ベース生産高（中国語では「工業増加値」）と生産者物価
（PPI）の相互作用によるものである。前者については、2020 年の通年一定規模以上の工業企業付加価値ベ
ース生産高は前年比+2.8%で、2020 年の最高値を更新している。産業別では、採鉱業、製造業、電力・熱
力・ガス及び水生産・供給業はそれぞれ同+0.5%、同+3.4%、同+2.0%とプラス成長に転じており、中でもハイ
テク製造業が同+7.1%と高い伸び率を維持している。PPI については、2020 年後半に始まった世界的な新型
コロナウイルスのパンデミックが故に、輸送コスト増並びにそれによる工業原料価格の急騰が継続し、それに
伴い PPI も回復基調が続き、工業企業業績改善の促進要因となった（図表 2）。一方、PPI のうち、素材型原
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材料・燃料・エネルギーの仕入れ価格を表す PPIRM（Purchasing Price Index of Raw Material, Fuel and
Power）は 12 月時点で PPI を上回り前年同月比 0%まで上昇しており、とりわけ燃料類、鉄鋼類原材料、非鉄
金属類原材料、化工原材料、木材・パルプの価格上昇が顕著である。PPIRM の更なる上昇は逆に工業企業
の経営費用を増大させる逆効果があり、業績改善の重みにもなり得る（図表 3）。
【図表 3】 項目別 PPIRM の推移（YoY/％）

【図表 2】 PPI と PPIRM の推移（YoY/％）

（出所） WIND より MUFG（China）作成

（出所） WIND より MUFG（China）作成

2020 年の経済政策のうち、工業とりわけ製造業向けの促進策が多く実施されている。財政面では、財政部
が 1 月 28 日に発表された 2020 年財政収支によると、企業経営関連の主要税収品目は何れも減少し、国内
増値税（付加価値税）は前年比▲8.9%の 56,791 億元、企業所得税は同▲2.4%の 36,424 億元となっている。
2020 年に企業向け減税策や社会保険料企業負担分軽減を始めとする費用軽減策は合わせて 28 回発表さ
れ、総じて 2 兆 5,000 万元のコスト削減できたとしている。
融資面では、人民銀行によると、2020 年は延べ 30 条の金融防疫支援策を講じており、同年末時点での社
会融資総額は累計 34 兆 8,600 億元（前年比 9 兆
【図表 4】 営業費用と営業収益率の推移（YoY）
1,900 億元増）、うち実体経済向けの人民元貸付は （元）
（％）
20 兆 300 億元（同 3 兆 1,500 億元増）に達している。
また同時点では、既に 6 兆元分の貸付に対して元
金と利息の支払い延期手続きが完了されたほか、
中小企業向け金融包摂ローンが延べ 3 兆元超供給
され、銀行を始めとする金融系企業による実体経済
（実業企業）への 1 億 5,000 万元分の利益譲渡目標
を達成した1。これらの財政・金融促進策の効果が明
確に企業側のコスト低減に反映されており、国家統
計局が発表した工業企業営業収入 100 元当たりの
経営費用（コスト）は 2020 年 4 月以降には低下しつ
つあるとともに、営業収益率は緩やかに上昇してい
（出所） 国家統計局より MUFG（China）作成
る。
2020 年中央経済工作会議では製造業について、「製造業向け中長期融資を増やすとともに、伝統製造業
のグレードアップを促進し、国際競争力を有する先端製造業集積地域を立ち上げる」とし、また 1 月 3 日に開
催された国務院常務会議では、経営環境の改善が求められ、製造業を中心とした減税の継続や、所有権と
1

中国人民銀行易綱総裁の2021年新年挨拶より
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4156468/index.html
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知的財産権の保護の強化を強調した。一方で、先述した中央経済工作会議において今後のマネーサプライ
の使途について、「主にイノベーション、中小企業、グリーン発展に関する金融面での支援を拡大する」とし、
範囲は限定されている。そのため、過剰生産問題を抱える鉄鋼業、環境汚染が深刻な有色金属製造業や
（低付加価値）化学工業に対する金融面の支援が限定的になるとみられる。

Ⅱ．消費不振の影響を受けた最終財産業の業績改善が待たされる
上述したように、工業企業業績改善の度合いは産業別でみると、大きな格差が存在している。その原因は、
これまで中国の経済回復は工業生産を始めとする供給側による牽引を受けており、消費を始めとする最終需
要側の回復とは著しくアンバランスであることが挙げられる。製造業 31 業種の工業企業付加価値ベース生産
高を比較すると、図表 5 の通り、供給に敏感に反応する中間財産業と消費に敏感に反応する最終財産業で
は明暗が分かれている。プラス成長の業種では、電子機器製造業、鉄鋼業、専用設備製造業、金属製造業、
通用設備製造業、化学原料製造業、非金属製造業、非鉄金属製造業、化学繊維製造業、ゴム・プラスチック
製造業、紡績業、石油石炭加工業といった中間財産業が多くあり、これまで供給側が主導とした経済活動の
再開による結果と言えよう。上記の他、コンピュータ・携帯電話製造業や医薬品製造業はコロナ特需の代表
的品目、また、たばこ製造業と食品製造業は需要が安定する品目であり、コロナショックによる影響は比較的
に小さく、また、医療系や生活必需品並びに外出自粛により需要が拡大するノートパソコン等が海外での新
型コロナウイルスの状況により一時的に輸出増加の可能性もあり得る。一方、最終財産業の印刷業、酒・飲
料・お茶製造業、機械修理業、家具製造業、スポーツ・娯楽用品製造業、服装製造業等は需要回復に強く依
存することもあり、現時点では大幅な回復は見られず、消費の回復次第となっている。
【図表 5】 業種別製造業付加価値額ベース生産高と営業利益（YoY/％）
a．付加価値額ベース生産高

b．営業利益

2019
電子機器製造業
コンピュータ・携帯電話製
造業
鉄鋼業
自動車製造業
専用設備製造業
医薬品製造業
金属製造業
通用設備製造業
化学原料製造業
精密機械・計器製造業
たばこ製造業
非金属製造業
リサイクル製造業
非鉄金属製造業
化学繊維製造業
ゴム・プラスチック製造業
食品製造業
紙製造業
紡績業
石油石炭加工業
鉄道・船舶・航空機製造業
農産品加工業
木材製造業
印刷業
酒・飲料・お茶製造業
機械類修理業
その他製造業
家具製造業
スポーツ・娯楽用品製造業
服装製造業
革・靴製造業

10.7
9.3
9.9
1.8
6.9
6.6
5.8
4.3
4.7
10.5
5.2
8.9
13.1
9.2
11.9
4.8
5.3
4.2
1.3
5.0
7.4
1.9
2.2
2.5
6.2
13.9
2.7
2.5
1.1
0.9
2.1

2020

分類

たばこ製造業
ゴム・プラスチック製造業
専用設備製造業
紙製造業
化学原料製造業
非鉄金属製造業
コンピュータ・携帯電話製
造業
通用設備製造業
医薬品製造業
精密機械・計器製造業
酒・飲料・お茶製造業
紡績業
食品製造業
電子機器製造業
農産品加工業
金属製造業
自動車製造業
非金属製造業
鉄道・船舶・航空機製造業
リサイクル製造業
印刷業
その他製造業
鉄鋼業
木材製造業
スポーツ・娯楽用品製造業
家具製造業
化学繊維製造業
革・靴製造業
服装製造業
石油石炭加工業
機械類修理業

8.9 中間財
7.7 最終財（コロナ特需）
6.7
6.6
6.3
5.9
5.2
5.1
3.4
3.4
3.2
2.8
2.7
2.5
2.2
1.8
1.5
1.2
0.7
0.7
-0.3
-1.5
-1.9
-2.0
-2.7
-3.3
-3.7
-4.4
-6.0
-9.0
-11.7

中間財
最終財
中間財
最終財（コロナ特需）
中間財
中間財
中間財
最終財
最終財
中間財
最終財
中間財
中間財
中間財
最終財（生活必需品）
最終財
中間財
中間財
最終財
中間財
中間財
最終財
最終財
最終財
最終財
最終財
最終財
最終財
最終財

2019 2020
1.3
25.4
12.0
24.4
12.9
24.4
-9.1
21.2
-25.6
20.9
1.2
20.3
3.1
3.7
5.9
5.9
10.2
-10.9
9.1
10.8
3.9
5.9
-15.9
7.5
11.9
5.1
4.1
2.9
-37.6
-6.2
9.9
10.8
-19.8
-1.9
-9.8
-42.5
-0.1

分類
最終財
中間財
中間財
最終財
中間財
中間財

17.2 最終財（コロナ特需）
13.0
12.8
11.6
8.9
7.9
6.4
6.0
5.9
4.1
4.0
2.7
-1.5
-5.2
-5.7
-7.4
-7.5
-8.8
-9.2
-11.1
-15.1
-20.7
-21.3
-26.5
-27.2

中間財
最終財（コロナ特需）
最終財
最終財
中間財
最終財（生活必需品）
中間財
中間財
中間財
最終財
中間財
最終財
最終財
最終財
最終財
中間財
中間財
最終財
最終財
中間財
最終財
最終財
中間財
最終財

（出所） 国家統計局より MUFG（China）作成
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Ⅲ．景気アンケート調査の結果から見た経営者の体感
中国では、中国人民銀行、長江商学院並びに国家統計局は定期的に企業経営者向けのアンケート調査
を実施しており、その結果はより実際の景気変動に密接していると思われる。図表 6 は中国人民銀行が実施
した企業家向けアンケート調査の結果である。それによると、足許の利益獲得状況について、2020 年には「黒
字拡大または赤字縮小」と回答した企業家は全体の 41.7%と、「変わらない」と回答した同 36.2%を 5.5 ポイン
ト上回っており、「黒字縮小または赤字拡大」は 0.4 ポイント低下し、22.1%に留まっている。経営状況を総じて
評価すると、「普通」と回答した企業家が最も多く、2020 年時点では全体の 62.0%に達している。その次に「比
較的に良い」との回答者は 24.8%、2019 年と比べて 0.4 ポイント上昇し、「比較的に悪い」との回答者は僅か
13.2%と、2019 年と比べて 0.1 ポイント低下した。
【図表 6】 中国人民銀行企業家アンケート調査（％）
a．足許の利益獲得状況について

b．足許の経営状況について

（出所） WIND より MUFG（China）作成

長江商学院が発表した BCI（Business Conditions Index=中国企業経営状況指数）は、2020 年 7 月より
景気の良し悪しの分界点である 50%を上回り始め、足許では 55.51%と高い水準で推移している（図表 7）。そ
の細分項目である企業投資見通し指数は 2020 年 4 月より右上がりの回復が持続しており、足許では既に新
型コロナウイルス発生前の 2019 年 12 月の水準（62.63%）を上回っており、中国国内の景気好転による投資意
欲の改善が読み取れる。しかし一方では、投資見通し指数の改善とは逆に、企業融資環境指数は 2020 年 10
月より徐々に低下している。中国の金融当局は企業融資環境の改善に注力し、数多くの支援策が打ち出さ
れたが、実際の融資環境の改善に政策効果が現われるまでにはなお時間がかかることであり、今後更なる取
り組みが必要とみられる。
【図表 7】 長江商学院 BCI の推移（％）

【図表 8】 国家統計局企業規模別 PMI の推移（％）

（出所） WIND より MUFG（China）作成
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（出所） WIND より MUFG（China）作成
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一方、国家統計局が発表する企業規模別 PMI の推移をみると、大中型企業の業績改善はうまく進行して
いるように見えるが、小型企業の業績改善が乏しく、新規生産・新規注文、並びに原材料・完成品在庫の不
足、原材料仕入れ価格の高騰、従業員の確保難や配送時間の長期化が引き続き業績改善を圧迫する重積
であることがわかる（図表 8）。

Ⅳ．まとめ
本稿は、2020 年の中国工業企業の経営業績について分析した。中国は昨年後半より急速な経済回復を
実現し、実質 GDP 前年比は+2.3%と、主要国ではいち早くプラス成長を実現し、「ポストコロナ時期」に辿り着
いた。マクロ経済環境の好転とともに、企業業績も急速に改善され、上述したように、工業企業営業利益は
2020 年 10 月より 3 期連続でプラス成長を実現し、2020 年末時点では、2018 年末以来の最高値を記録した。
本稿で分析した通り、工業企業業績改善の原動力は付加価値額ベース生産高と生産者物価（PPI）のダブル
上昇にあり、とりわけ後者については昨年後半以降に大幅に上昇したこともあり、工業企業の業績改善に対
する促進が大きい。しかし一方では、工業原材料・燃料・エネルギー価格を表す PPIRM は足許 PPI を上回る
ようになっており、長期化すると工業企業の生産コストを上昇させることもあり得るため、原料・資源志向型企
業にとっては業績圧迫要因となる。
一方では、中国は長年内需拡大を最重要政策ポイントとして推進されてきたが、今回の経済回復からもわ
かるように、供給側が主導となっており、需要側ではとりわけ消費の回復は遅れている。その影響を受けて、
業種別でみれば、供給（生産）に敏感に反応する中間財産業の回復は比較的に進んでおり、その反面にある
需要（最終消費）に敏感に反応する最終財産業は殆ど前年比マイナスのままと、回復が待たされる。足許中
国経済のネガティブ要因は依然として新型コロナウイルスにあり、とりわけ海外での感染者数拡大が止まらず
に、国内でもいくつかの地域で感染者が確認される等、「With コロナ（新型コロナウイルスとの共存）」は現実
になりつつある。このような背景では、人々は将来見通しが明確に見えない故に消費を控え（限られた可処分
所得を貯蓄に回す）、消費減がまた最終財産業の業績回復に重しをかける。工業全体での回復はまだ時間
がかかる見通しである。
幸い、実際に企業経営者からの実感をみると、足許では概ね「景気回復が実感されている」との結論が得
られよう。図表 6～8 で示したように、何れの指標も既に新型コロナウイルス発生前の 2019 年の同水準と比べ
て横這いまたは超えており、コロナショック後の反動で景気が好転していることは明確に確認されている。今
後の課題について、上記の需要（消費）回復を加速するために、可処分所得の向上に向けて、特に富の二次
分配改革に対する推進が必要であり、また上述した企業融資面でも更なるハードル引き下げが望まれる。

MUFG バンク（中国） リサーチ＆アドバイザリー部
中国調査室
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君合の中国法コラム
非国家工作人員による職務上犯罪に関する規定の改訂に対する紹介
2020 年 12 月 26 日に開催された第十三回全国人民代表大会常務委員会第二十四回会議にて、『中華人
民共和国刑法修正案（十一）』（以下、『刑法修正案（十一）』という。）が可決された。『刑法修正案（十一）』で
は、非国家工作人員による職務上犯罪、すなわち、非国家工作人員収賄罪（第 163 条）、職務上横領罪（第
271 条）および資金流用罪（第 272 条）に関する規定に修正が加えられた。本稿では、関連する修正内容を整
理した上で、重要な修正内容をしぼってご紹介する。

Ⅰ．修正内容の整理
非国家工作人員による職務上犯罪に関する規定の改訂内容を下表のとおり整理した。
罪名

改訂前

改訂後

非国家工作人

会社、企業またはその他の業務団体（単
位）の工作人員が、職務上の便宜を利用
し、他人に財物の提供を要求、または違法
に他人の財物を収取し、他人のために便
宜を図った場合、その金額が比較的大き
いときは、5 年以下の懲役もしくは拘留を科
す。その金額が巨額であるときは、5 年以
上の懲役を科し、かつ財産没収を併科す
ることができる。

会社、企業またはその他の業務団体（単位）の
工作人員が、職務上の便宜を利用し、他人に
財物の提供を要求、または違法に他人の財物
を収取し、他人のために便宜を図った場合、
その金額が比較的大きいときは、3 年以下の
懲役もしくは拘留を科し、かつ罰金刑を併科
する。その金額が巨額である、またはその他の
重い情状があるときは、3 年以上 10 年以下の
懲役を科し、かつ罰金刑を併科する。その金
額が特に巨額である、またはその他特別な重
い情状があるときは、10 年以上の懲役または
無期懲役を科し、かつ罰金刑を併科する。

職務上横領罪

会社、企業またはその他の業務団体（単
位）の工作人員が、職務上の便宜を利用
し、自らのために本単位の財物を違法に
横領した場合、その金額が比較的大きいと
きは、5 年以下の懲役もしくは拘留を科す。
その金額が巨額であるときは、5 年以上の
懲役を科し、かつ財産没収を併科すること
ができる。

会社、企業またはその他の業務団体（単位）の
工作人員が、職務上の便宜を利用し、自らの
ために本単位の財物を違法に横領した場合、
その金額が比較的大きいときは、3 年以下の
懲役もしくは拘留を科し、かつ罰金刑を併科
する。その金額が巨額である、またはその他の
重い情状があるときは、3 年以上 10 年以下の
懲役を科し、かつ罰金刑を併科する。その金
額が特に巨額である、またはその他特別な重
い情状があるときは、10 年以上の懲役または
無期懲役を科し、かつ罰金刑を併科する。

資金流用罪

会社、企業またはその他の業務団体（単
位）の工作人員が、職務上の便宜を利用
し、本単位の資金を個人のために流用して
使用、または他人に貸した場合、その金額
が比較的大きく、三ヶ月を超えてもこれを

会社、企業またはその他の業務団体（単位）の
工作人員が、職務上の便宜を利用し、本単位
の資金を個人のために流用して使用、または
他人に貸した場合、その金額が比較的大き
く、三ヶ月を超えてもこれを返却しない、または

員収賄罪
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返却しない、または三ヶ月を超えない場合
でも、その金額が比較的大きく、営利活動
もしくは違法活動にこれを使用したときは、
3 年以下の懲役もしくは拘留を科す。流用
した本単位の資金の金額が巨額である、ま
たはその金額が比較的大きいことに加え、
これを返却をしないときには、3 年以上 10
年以下の懲役を科す。

三ヶ月を超えない場合でも、その金額が比較
的大きく、営利活動もしくは違法活動にこれを
使用したときは、3 年以下の懲役もしくは拘留
を科す。流用した本単位の資金の金額が巨額
であるときは、3 年以上 7 年以下の懲役を科
す。その金額が特に巨額であるとき、7 年以上
の懲役を科す。
第一項の行為があったものの、公訴が提起され
る前に流用の資金を返却した場合には、処罰を
酌量減軽または減軽することができる。うち、犯
罪が比較的軽い場合、処罰を減軽または免除
することができる。

Ⅱ．改訂内容に対する解読
1. 違法責任追及の基準について
上記で整理した内容から見れば、非国家工作人員収賄罪、職務上横領罪および資金流用罪の認定基準
は、従来の「金額が比較的大きい」と「金額が巨額である」という二段階の設定から、「金額が比較的大きい」、
「金額が巨額である」および「金額が特に巨額である」という三段階の設定に変更された。これは、違法責任追
及の基準に対し、影響を与えることになる。『刑法修正案（十一）』が公布される以前は、違法責任追及の基準
に関する根拠は、『汚職賄賂刑事事件の法律適用に関する若干問題の解釈』（以下、『汚職賄賂解釈』という）
に基づいていた（例えば、『汚職賄賂解釈』第 11 条によると、非国家工作人員収賄罪および職務上横領罪に
おける「金額が比較的大きい」と「金額が巨額である」の基準は、それぞれ 6 万元人民元と 100 万元人民元で
ある）。ただし、今回の改正により、従来の二段階の設定が三段階に変更されたことから、『汚職賄賂解釈』に
定める基準が新たな設定にも適用できるのかについては、不明確となり、企業等が『汚職賄賂解釈』に定める
基準に基づき通報すべきなのかが問題となる。今後、司法機関が違法責任追及の基準を明確するために、
新しい解釈や意見等を公布する可能性が高いと思われる。
2. 管轄問題
『刑法修正案（十一）』によると、非国家工作人員収賄罪、職務上横領罪の最高刑が無期懲役となる。『中
華人民共和国刑事訴訟法』第 21 条によると、無期懲役を科す可能性のある案件の捜査、審査起訴、起訴、
審理等は、市レベルの公安機関・検察院および中級人民法院が担当する。これは、通報前後の証拠収集、
下捜査に一定の影響を与えるものと思われる。

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（2021 年 1 月）


MUFG BK 中国月報 第 179 号（2021 年 1 月）
中国要因、中国変数と共存する時代
https://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/121010101.pdf
国際業務部
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