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2月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本・外国企業 中国企業・機関 設立企業名 設立時期
中央発條

台湾の六和機
械グループ

パナソニック

パナソニック
チャイナ・大連
遼無ニ電器

住友重機誡工
業

パナソニック 2017年
オートモティ
ブエネジー
大連

大連市

2017年4月 上海市

三一重工

伊藤忠商事
デザント

所在地

2016年3月 中国湖北省

江蘇省崑山

アンタ

今春ごろ

事業項目
バネ製造工
場

資本金

概要

7500万元 中国湖北省にある自動車用バネ製造の
（約13億 全額出資子会社を台湾の六和機械グ
5000万円） ループとの合弁会社にすると発表。3月
に実施する1500万元（約2億7000万円）
の増資を全てグループに引き受けてもら
う。増資後の資本金は7500万元（約13億
5000万円）。出資比率は中央発條が
80％、同グループの六羽機械投資中国
が20％となる。【日刊工業 02.03】

車載用リチウ 2億7300万 中国・大連市に車載用二次電池を製造
ム電池
元（約49億 する会社を設立した。電気自動車・ハイ
円）
ブリット自動車など環境対応車の需要増
大が期待できる中国で車載用リチウム電
池の生産能力を高める。12月に着工し、
2017年に生産を開始する。資本金は2億
7300万元（約49億円）で、中国統括子会
社のパナソニックチャイナと現地の大連
無ニ電器と折半出資で設立した。【日刊
工業 02.08】
極低温冷凍 2000万ド 中国で磁気共鳴画像装置（MRI）用の極
機
ル（2億
低温冷凍機などを販売する子会社を4月
3000万円） 1日に設立すると発表。2017年に売上高
14億円を目指す。子会社は上海市に設
立し、従業員は13人。MRIや半導体製造
装置向けの冷凍機を販売し、アフター
サービスや顧客サポート業務も担う。【日
経産業 02.16】
0 60億元（約 建築の工業化を進める拠点を新設する。
1000億円 工場である程度組み立ててから現場に
運ぶので、建設作業の効率化が狙い。
【日経 02.23】
スポーツ衣料 約50億円 伊藤忠商事は、デザントと中国スポーツ
品
用品最大手のアンタ（福建省）と共同で
中国に合弁会社を設立すると発表。アン
タの現地販売網や伊藤忠の生産基盤を
活用し、デザントの基盤ブランド「デザン
ト」のスポーツ衣料品を販売する。アンタ
の子会社が60％、デザントの韓国子会
社が30％、伊藤忠の中国子会社が10％
出資する。【日刊工業 02.24】

2月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地

事業項目

事業費

小林製薬

日本ペイント
ホールディング
ス

立邦

2017年

上海市内

住宅内装塗
料関連サー
ビス

三菱製鋼

2017年4 浙江省寧波
月
市

スタビライ
ザー生産

サカタインクス

2017年

広東省

インキ

2016年

江蘇省

2016年
内

上海市

2014年
11月

即墨市

ザ・パック

生産子会社

河村電器産業

住友化学

青島五豊果菜
発展

青島住豊

約5億円

概要
訪日外国人に人気がある医薬品を拡充
する。4月にアンメルツの高級シリーズ、
サカムケア新商品を発売する。【日経
02.02】
中国市場で住宅内装塗料関連サービス
の展開を強化する。設計・塗料選定・塗
装工事・塗装後のケアなどサービスの提
案に力を注ぐ。上海市内にアンテナ
ショップを設けたが、2020年までに20店
に増やし、提案訂正を強化する。15年に
3100億円を見込むが、17年度に約43.00
億円へ拡大する計画を持つ。【日刊工業
02.03】
中国で自動車用スタビライザーの量産を
始める。サスペンション用巻きバネを生
産する100％子会社の既存工場設備を
活用する。これにより投資額を約5億円と
低水準に抑え設備導入も短期間で行う。
月産能力は10万本、2017年4月の量産
を開始し、日系や米系自動車メーカーみ
供給する。【日刊工業 02.03】

約25億円 中国と米国でインキを増強する。中国で
は広東省に2017年に新工場を設け、同
国に亜での出版用いんきの生産能力を
倍増させる。投資額は2カ国で合計約25
億円。現在、広東省茂名市に出版用イ
ンク工場を持つ。現行上の2倍の能力を
持つ新工場を建設。げんこうじょうから生
産を順次移管する。広州市にある飲料
缶用インキの設備も17年夏をメドに増強
する。【日経 02.06】
汎用紙袋
約1億円 2016年の中国での汎用紙袋生産量を15
年比1.5倍にする。15年実績は3000万袋
だった。約1億円を投資し、江蘇省常熟
市の生産子会社の機能を増強。百貨店
や中国の小売店舗で紙袋の使用が根付
くと見て増産を決めた。【日刊工業
02.17】
キャビネット・
中国で分電盤やキャビネとの標準品の
分電盤
販売比率を引き上げる。中国で主流の
顧客仕様にお合わせたカスタム品に比
べて「品質・コスト・納期（QCD）」で優位
な標準品を生産ライン向けなどで普及さ
せ、利益率の改善を図る。標準品の販
売比率を現在の約17％から5年後には
50％に高める。【日刊工業 02.24】
種子コート加 約3億円
工

クボタ

2月の中国関連事業変更・再編・撤退企業

中国で野菜の種子表面を天然物成分で
覆って均一計上する種子コート加工に
乗り出した。山東省青島市郊外の新工
場が稼動した。2020年に売上高5億円を
目指す。【日刊工業 02.26】
農業機械・建設機械分野で、海外の研
究開発機能を拡充する。すでに着手し
たタイに加え、米国、インド、中国でも人
材や設備を増強して市場に適した納期
や建機うぃ開発し、投入していく。中国で
は販売に注力するトウモロコシや小麦向
けのホイールコンバインの開発拠点など
の設置が必要と見込まれる。【日経産業
02.26】

日本･外国企業 中国企業・機関
ジーエス・ユア
サコーポレー
ション

現地企業

ユアサ天津テク
ノロジー

大戸屋ホール
ディングス

大戸屋ごは
ん処

TSIホールディ
ングス

設立時
期など

所在地

東芝ライテック

概要

ニッケル水素
電池生産

上海市

定食屋

蘇州・啓東

衣料品生産

自社上場による中国の衣料品生産を縮
小する。中国に2ヶ所ある上場のうち1ヶ
所を売却。残る1箇所も生産規模を縮小
する。蘇州の自社工場を売却する。縮小
する工場は江蘇省啓東工場、今後の活
用方法を検討している。TSIHDは2011年
に東京スタイルとサンエー・インターナ
ショナルが合併して発足。【日経 02.09】

時計

2013年～2018年度までの時計事業の中
期計画について、中国・アジアを強化す
る方針を見直すと発表。大きく環境が変
わり、短期的に急激な市場拡大は望め
ないとし、先進国拡大に軸足を移す。
M&A（合併・買収）に300～400億円を投
じる。【日経 02.16】

パソコン事業

経営再建中の東芝が富士通とVAIOとの
パソコン事業の統合に向けて、中国・浙
江省にある杭州工場を売却し、生産から
全面撤退する方向で調整している。【産
経 02.16】

浙江省

康佳集団（コン
カ）

事業費

天津市

シチズンホール
ディングス

東芝

事業項目

2016年4月 福州市・香港 照明子会社

ニッケル水素電池を生産していた中国・
店津市のユアサ天津テクノロジーを生産
する。固定資産の減損や約600人の従
業員への保証などで2016年3月期に16
億円の特別損出を計上した。【日刊工業
02.03】
中国・上海で「大戸屋ごはん処」を展開
する現地子会社を清算すると発表。2012
年から14年までの3期連続の赤字に陥っ
ており、改善は難しいと判断した。子会
社清算に伴い6100万円の特別損失を計
上した。【日経 02.06】

十数億

中国で電球や照明器具を製造・販売す
る子会社を中国家電大手の康佳集団
（コンカ）に売却すると発表。福建省福州
市と香港にある2社のほか、江蘇省昆山
市になる子会社の一部事業をコンカのグ
ループ会社に4月1日付で売却する。【日
経 02.27】

2月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本・外国企業 中国企業・機関

所在地

事業項目

高島屋

携程旅行網

日本IBM

アドバンテック

オプトホール
ディングス

百度（バイドゥ）

販促サービス

東京海上ホー
ルディングス

江泰

保険サービス

台北市

IOT

契約額

概要
高島屋は携程旅行網（シートリップ）と提
携し、来日した外国人に割引サービスな
どを始め、集客力を高める。アリババ集
団の決済サービス、支付宝（アリペイ）も
導入する。【日経 02.02】
日本IBMと台湾のアドバンテックは、モノ
のインターネットを活用した製造業向けソ
リューションで協業する。【日刊工業
02.04】
中国ネット検索大手の百度と業務提携
し、日本企業の訪日中国人向け販促
サービスを始める。【日経 02.05】
東京海上ホールディングスは、昨年12月
に中国の大手保険ブローカー、江泰と
提携し、訪日中国人専用の旅行保険を
開発した。7日間滞在のケースで最も高く
て200元（約3600円）。江泰経由で、中国
国有旅行会社が主催する団体ツアー客
を丸ごと取り組む。【産経 02.07】

2月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業
イワタツール

本社所在地

事業項目

名古屋市守山
区

部品加工用
ドリル

損保ジャパン日
本興亜

ネット保険

みずほ銀行

譲渡性預金

貿易額

概要

4月をメドに中国・大連市でIT関連や自
動車の部品加工用ドリルの量産を始め
る。賃貸工場で月間約1万本を生産する
計画。生産拠点は大連市。2018年3月ま
でに約50％を現地生産できる体制を整
える方針だ。【日刊工業 02.09】
中国企業に勤める従業員向けに海外旅
行保険の販売を始める。一般向けにイン
ターネットで販売する保険と比べて保険
料が最大2割安となる。所得増加に伴っ
て拡大している中国人の海外旅行需要
を取り込む。損保ジャパン日本興亜の中
国現地法人が中国企業と契約し、日本
企業の社内ネットで従業員が簡単に同
社の保険に加入できるようにする。【日経
02.13】
1億～2億 上海自由貿易区で、社債などと並ぶ資
元（約17～ 金調達手段で譲渡性預金（CD）を発行
34億円） する認可を監督当局から得た。金利や
金額など発行済み条件を決め、近く発行
する。みずほ銀行ｊは4日に上海自由貿
易区で中国鉄鋼大手の宝山鉄鋼に融資
を実行した。今後自由貿易区内で安定
した資金調達ルートを確保する考えで
CDの発行も増やす。【日経 02.24】

2月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業
HIOKI

本社所在地
長野

パナソニック

支店・事務所 設立時
名
期など

現地所在地

事業項目

概要

2016年3月 南京

計測器大手のHIOKIは2016年3月に南
京に駐在員事務所を置く。中国拠点は
上海の現地法人を含め11ヶ所目になる。
中国での売上高は15年12月期に27億円
だが、18年12月期には39億円まで伸ば
す方針だ。【日経産業 02.19】
パナソニックは、日本やアジアでの高
シェアの家庭用エアコンの収益を、主に
海外大型空調事業の強化に投資する。
空調事業全体の2018年度売上高目標
は15年度比45％増の7000億円。中国で
4月に上海に統括部を新設し、華東地域
の日系顧客への営業を強化。【日刊工
業 02.24】

空調

2016年4月

2月の中国企業・機関の海外進出
日本・外国企業 中国企業・機関
仏 ルノー

東風汽車集団

シンジェンタ

中国化工集団

設立時
期など

進出地

事業項目

投資額

概要
仏ルノーと中国の東風汽車集団は湖北
省武漢で年産15万台の合弁会社を稼動
した。ルノーにとっては中国で初の完成
車工場で小型の多目的スポーツ車を生
産する。東風汽車はルノーが出資する日
産自動車とも合弁工場をもっており、3社
で部品の共同調達など連携を強める。
【日経 02.02】

2016年
度中

スイス

農業バイオ
分野

430億ドル 中国国化学大手、中国化工集団はスイ
（約5兆
スの農薬世界大手、シンジェスタを買収
1600億円） する。買収額は430億ドル（約5兆1600億
円）以上となる見通し。シンジェスタが持
つ農薬や種子などの最先端技術を取り
込む狙いだ。中国企業による海外場ゥ集
で過去最大の案件になっている。【日経
02.04】

CHX

中国投資家グ
ループ

シカゴ

証券取引所

ドイツ廃棄物エ 北京控股
ネルギー・フロ
ム・ウエイスト

ドイツ

廃棄物エネ
ルギー

インターナショ
ナル・ホスピタ
ル・グループ
（IHG）

大連万達集団

上海・成都・ 医療分野
青島

英蘭ロイヤル・
ダッチ・シェル

山東恒源石化
集団

マレーシア

石油製品

シカゴ証券取引所は、重慶財信企業集
団の率いる中国投資家グループがCHX
を買収することで合意したと発表。実現
すれば中国資本による初の米取引所買
収になる。【日経 02.06】
スウェーデンの投資会社、EQTは投資
先のドイツ廃棄物エネルギー最大手の
EEWエネジー・フロム・ウエイストを、中国
の複合企業である北京控股に売却する
と発表。株式の売却額は14億3800万
ユーロ（約1870億円）。【日経 02.06】
150億元 商業不動産大手の大連万達集団が中
（約2574億 国企業最大規模となる巨額投資で医療
円）
分野に参入する。英病院運営大手、イン
ターナショナル・ホスピタル・グループ
（IHG）と協力協定を締結。上海・成都・
青島（山東省）に計3つの国際総合病院
の建設を計画し、投資総額は150億元
（約2574億円）になる。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｱｲ 02.12】
6630万ド 英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルはマレーシ
ル（約80億 アの製油所運営子会社の株式51％を、
円）
中国山東恒源石化集団の子会社に
6630万ドルで売却する。買収完了後、最
新の品質基準を満たすための新規投資
もするという。【日経産業 02.19】

