資料日中経済17年12月

’17-12
資料日中経済17年12月号
平成30年1月04日発行

（’17年12月1日～31日）
本誌は公刊されている紙誌をデ－タとして、
毎月整理したものである。

発行所

発行人

一般財団法人日中経済協会
Japan-China Economic Association
〒102-0071 東京都千代田区富士見
1-1-8 千代田富士見ビル2階
日中経済協会 調査部

不許転載 ©日中経済協会

□ 目

次 □

中国関連の合弁・全額出資・合作企業

P1

中国関連事業拡大企業

P1～2

中国関連事業変更・再編・撤退企業

P2～3

対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力

P3

対中市場参入（貿易等）

P3～4

中国支店・事務所開設

P4

中国企業・機関の海外進出

P4～5

12月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本企業
ツムラ

中国企業・機関 設立企業名 設立時期など
2018年2月
中国平安保険
グループ

スター精密

所在地

事業項目

19年1月
稼働予
定

浜松ベジタブル

長瀬産業

丸紅

2018年4月 広東省

上海海復星医
薬

2018年4月

カナモト

上海市

資本金

概要
ツムラは中国平安保険グループと中国
で合弁会社を設立する。ツムラが56％、
平安保険が44％出資する。【日経
12.01】
工作機械の中国製造子会社、欺大精密
に新工場を建設する。19年1月に稼働予
定。投資額は約7億円。【日刊工業
12.05】
家庭用製水機の事業に乗り出す。年内
に中国に現地法人を設立、製水機の工
場を稼動させ、2018年1月に国内外で販
売を始める。【日経産業 12.07】
1億円
中国の部品メーカーと組み、電気自動
車（EV)向けの変換器などを製造・販売
する合弁会社を広東省に設立する。【日
経産業 12.14】
中国全土での日本の医薬品販売に向
け、合弁会社を設立する。【読売 12.26】
200万ドル 子会社を設立し、営業を始めた。資本金
は200万ドル（約2億2000万円）で同社が
全額出資した。【日刊工業 12.26】

12月の中国関連事業拡大企業
日本企業
ローソン

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地
上海

村田製作所
ルネサスエレク
トロニクス
住友建機
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事業項目

事業費

概要
中国・上海地域の約180店舗で展開して
いる「キャッシュレス」サービスを上海地
域の全店舗に拡大する。【毎日 12.01】
中国でスマートフォン向け二次電池の増
産する。【日刊工業 12.01】
中国市場向け開発人員を2倍の100人規
模まで増やす。中国で年10％以上の成
長を目指す。【日経 12.04】
アジアで道路舗装用機械を拡販する。
先進国では省エネ性に優れた油圧ショ
ベルなどでシェア拡大に取り組む。【日
経産業 12.05】

住友化学

半導体の製造工程で基板洗浄などに使
う高純度化学品を増産する。【日経産業
12.05】
サーボシステム関連事業の拡大に向け、
中国に三つの技術サービス拠点を構築
した。上海、中国の北部、南部に技術者
をそれぞれ配置し中国をカバーする体
制を整えた。【日刊工業 12.06】
約7億円 大連市に工作機械を製造する新工場を
建設する。2018年5月着工、2019年1月
稼働。【日経産業 12.06】
2019年度までに国内外の工場の生産能
力を全体で約1割増強し、150万台規模
に拡大する。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
12.08】
中国版の米国公認会計士講座を開始す
る。滬江教育科技と業務提携し、日本留
学の支援など外国人向け事業を拡大す
る。【日経 12.18】
中国で電動車両を拡充する。2018年に
小型スポーツ多目的車の現地専用電気
自動車を発売し、早ければ20年にプラグ
インハイブリット車も投入する。【日刊工
業 12.20】
産業用ガスのヘリウム充填施設「ヘリウム
センター」を新設する。19年2月の稼働を
目指す。【日刊工業 12.20】
タンカーやばら積み船などの日本の造
船所の規模を縮小する一方、中国・大連
の合弁会社の建造能力を200億かけて
1.5倍にする。【日経 12.26】
中国・広東省広州市にマヨネーズやド
レッシングなどを生産する新会社を設立
する。20年春からキューピーブランドのマ
ヨネーズなどを出荷する予定。【日経
12.27】
約50億円 メキシコ、インドネシア、中国の生産拠点
を2018年内に拡充する。事業拡大に伴
い工場が狭くなったため拡充により生産
能力は現状の1.5倍になる見通し。【日刊
工業 12.27】

富士電機

スター精密

2019年1
月

三菱自動車

アビダス

滬江教育科技

上海

ホンダ

岩谷産業

西安市

川崎重工業

キューピー

2018年1
月

小糸製作所

12月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
NEC

中国企業・機関
GSRキャピタル

現地企業

設立時期など

所在地

エーザイ

商工中金

ホンダ

リーチスター

日立キャピタル
コベルコ建機

アサヒビール
ホールディング
ス
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事業項目

事業費

概要
NECはNECエナジーデバイスを中国ファ
ンドのGSRキャピタルに売却することで合
意した。【日経産業 12.05】
中国で抗がん剤「ハラヴェン」の製造・販
売の承認を求めて国家食品薬品監督管
理総局に再申請した。【日経産業
12.05】
中国当局から今年2月に認可を取得し開
業の準備をしていた上海支店の出店を
取り止めた。【産経 12.08】
中国でカーシェアリング事業に参入す
る。ニューソフト傘下のリーチスターに出
資し車両の提供やカーシェアサービスの
運営に参画する。【日刊工業 12.14】
米ドル建て社債「グリーンボンド（環境
債）」を香港で発行する。【日経 12.15】
中国の代理店網を再構築する。北部地
方で代理店を10社近く確保し2018年か
ら油圧ショベルの販売を始める。【日刊
工業 12.18】
アサヒビールホールディングスは青島
ビールの保有株式全てを中国複合企
業、復星集団などに売却すると発表。売
却額は約1060億円。【日経 12.21】

12月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業

中国企業・機関

CKD

東佑達自動化
科技股份公司

SBIホールディ
ングス

Huobiグループ

大王製紙、ピ
ジョン

アリババ集団

ホンダ

センスタイム

所在地

事業項目

ぐるなび

ホンダ

LINE

みずほ銀行

摩拝単車（モバ
イク）

天環境集団

三井物産

ワコーパレット

三井物産

シュバリエ・イン
ターナショナル・
ホールディング
ス

日本山村硝子

台湾・新竹縣

NTTドコモ

契約額

概要
資本業務提携する。12月にも約5億円を
出資し、東佑株の約10％を取得する。産
約5億円 業機械に組み込む電動の駆動機器を共
同開発し2018年春に発売する。【日経
12.01】
SBIホールディングスはHuobiグループと
資本業務提携を締結する。【日経
12.07】
大王製紙とピジョンはアリババ集団と紙
おむつなどベビー用品の販売・開発で
提携した。【日経 12.07】
香港の人工知能（AI)ベンチャー「センス
タイム」と自動運転技術の共同研究開発
契約を結んだ。期間は5年【毎日 12.08】
中国の大手口コミサイトなどアジア企業5
社と提携し、現地の口コミサイトなどから
日本の飲食店を予約できるようにする。
【日経 12.09】
東軟集団（ニューソフト）傘下のカーシェ
アリング企業に出資すると発表した。【日
経 12.13】
LINEはモバイク・ジャパンと資本提携す
る。対話アプリ「LINE」で自転車の鍵の
開閉や決済ができるようにする【産経
12.21】
環境施設の設計・施工を手掛ける中国
企業「博天環境集団」と提携する。【日経
12.22】
中国太陽光パネル大手トリナソーラーと
組み、コスト競争力を強化した。【産経
12.24】
金網製の資材・部品保管容器を中国大
手メーカーから輸入し、国内販売する代
理店契約を結んだ。【日刊工業 12.25】
地元複合企業と組み、高齢者向け住宅
の運営に乗り出す。総事業費10億香港
ドル（145億円）の住宅プロジェクトに着
工する。【日経 12.26】
台湾レンズメーカーの中国砂輸企業と
2018年4月に光通信機器用のレンズ
キャップを生産・販売する合弁会社を設
立する。【日刊工業 12.27】
中国のチャイナモバイル、韓国のKTと人
口知能（AI）の技術開発において協力す
ることで合意した。【日刊工業 12.27】

12月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
八洲産業

本社所在地
福岡市

事業項目
12月中

浜松ベジタブル

コーセル(電源
装置製造）

長谷川香料

湖北省

2018年3月
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貿易額

概要
12月中に中国・広州市に現地法人を開
設して中国市場に本格参入する。【日刊
工業 12.07】
家庭用製水機の事業に乗り出す。年内
に中国に現地法人を設立、製水機の工
場を稼動させ、2018年1月に国内外で販
売を始める。【日経産業 12.07】
武漢地区で2018年3月に営業拠点を新
設する。中国では5ヶ所目。電源を現地
の工作機械メーカーに売り込む。【日経
産業 12.26】
台湾に現地法人「台湾長谷川香料」を設
立したと発表。2018年3月から営業を始
める予定。【日経産業 12.27】

12月の中国支店・事務所開設
日本企業
八洲産業

本社所在地
福岡市

コーセル(電源
装置製造）

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地

事業項目

概要
12月中に中国・広州市に現地法人を開
設して中国市場に本格参入する。【日刊
工業 12.07】
武漢地区で2018年3月に営業拠点を新
設する。中国では5ヶ所目。電源を現地
の工作機械メーカーに売り込む。【日経
産業 12.26】
台湾に現地法人「台湾長谷川香料」を設
立したと発表。2018年3月から営業を始
める予定。【日経産業 12.27】

12月中

0 湖北省

長谷川香料

2018年3月

12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
リオ・ティント
中国中鋼集団

アップル（米）

設立時期など

進出地

事業項目

台湾積体電路
製造（TSMC)

フォルクスワー
ゲン（独）

ランクセス（独）

2019年4～6月期

フォード・モー
ター（米）

アリババ集団

グーグル（米）

聯発科技

フォルクスワー
ゲン（独）

安徽江淮汽車
集団

約2000万
ユーロ（約27
億円）

グローブ・テレコ アリババグルー
ム（フィリピン） プ

華晨汽車集団

リンティス・ス
ジャトラ（インド
ネシア）

銀聯国際

概要
リオ・ティントは中国中鋼集団とのオース
トラリアでの合弁事業「チャナー鉄鉱山」
の生産総量を1000万トン拡大し、２億９０
００万トンとする。【日経産業 12.01】
台湾積体電路製造が米アップルとのビ
ジネスを拡大する。アップルはI phoneの
省電力性能を左右する半導体、電源管
理ICについて2018年に一部を自社開発
に切り替える模様でTSMCは開発支援や
生産を担う。【日経 12.01】
約10億円を投資して電気自動車（EV）専
用工場を設ける。2019年からEVの戦略
車種「I.D」を量産し、中国の工場と合わ
せて2020年に10万台を生産する。【日経
産業 12.06】
常州市の生産拠点で高機能樹脂コンパ
ウンドの新工場を稼動する。【日刊工業
12.07】
米フォード・モーターとアリババ集団は車
両のネット販売や車両向けクラウドサー
ビスで提携する。まず3年間でアリババを
通じてデジタルマーケティング手法を試
す。【日経 12.08】
聯発科技（メディアテック）は米グーグル
と組んでより安価で速いスマートフォンを
早ければ来年から新興国に提供する。
【日経 12.09】
2018年月までに独フォルクスワーゲンと
新エネルギー車（NEV)の新しいブランド
を立ち上げて中国市場に投入する。【日
経 12.13】
8年ぶりに中国で研究開発（R&D)を再開
する。北京に人口知能（AI)を対象とした
拠点を開く。【日経 12.14】
フィリピン大手グローブ・テレコムがス
マートフォン決済を軸に企業連携を拡大
している。アリババグループと提携し同社
のシステムを導入。SMグループなど小売
り大手とも手を結ぶ。【日経 12.16】

グーグル（米）

ルノー（仏）

投資額

華晨汽車集団と小型商用車で合弁会社
を設立した。【日経 12.16】
インドネシア最大のATM網を運営するリ
ンティス・スジャトラと協力協定を結んだこ
とを発表し、今後5年間でリンティスの
ATM網に参加する銀行から「銀聯PRIMA」ICカードを発行することで合意し
た。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 12.19】
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SKハイニックス ファウンドリー子
（韓）
会社

韓国のSKハイニックスが中国企業と合弁
で半導体受託生産会社を中国に設立す
る。ファウンドリー子会社が現在、中国企
業と合弁設立を協議している。【日経
12.21】

ボルボ（スウェー 浙江吉利控股
デン）
集団

4000億円 スウェーデンの商用車ボルボなどを統括
超
するABボルボの筆頭株主になると発表
した。【日経 12.28】
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