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3月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
設立時期

日本・外国企業 中国企業・機関 設立企業名
など時期

三井住友信託
銀行

所在地

3月1日

ソフトバンク アバロン・ス
ロボティクス テリテック
パナソニック
森・浜田松本
法律事務所

21年度 広東省
内
森浜田松本
北京
知識産権代
理公司

中国電力、中 花蓮県
電工
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事業項目

資本金／
出資額

概要
北京にコンサルティング業を手が
ける現地法人を設立。中国に進出
した企業をはじめ、今後の進出を
検討する企業に国有企業などとの
関係強化に向けた各種コンサルを
提供し事業展開を支援する。現地
法人は完全子会社。【日刊工業
03.02】
合弁事業を立ち上げる。清掃ロ
ボットに消毒機能を搭載し、商業
施設やオフィス、ホテル向けに販
売する。【日経 03.04】
広東省に工場を建設する。【日経
03.05】
中国に商標権など知的財産権の保
護を目的とする子会社を2020年9
月設立し、このほど業務開始。
【日経 03.08】
2050年のカーボンニュートラル実
現に向けた取り組みの一環として
水力発電事業へ出資。Ｃ＆Ｃイン
ベストメント（広島市中区）を設
立。台湾のフォックスリンクのグ
ループ企業から、世豊電力の発行
済み株式の２５％を取得。【日刊
工業 03.11】

三井物産

北京博君優選
網絡科技

インフォマートと中国で飲食店向
け受発注システム事業を始める。
北京博君優選網絡科技と3月中に
資本業務提携する。食の安心・安
全を保つ仕組みなど日本のノウハ
ウを提供する。【日経 03.17】
中国や東南アジア向けに無菌充填
機「ＵＬＡシリーズ」のライン
アップを拡充、発売した。【日刊
工業 03.18】
30億円超 中国で工場を新設する。2024年ま
でに中国市場向けコンタクトレン
ズを3倍に増産する。【日経産業
03.25】
車体骨格部品を製造する合弁会社
を設立し操業開始。出資比率はエ
イチワンが２５％、エイチワン中
国子会社「武漢愛機汽車配件」が
２５％、現地部品メーカーの東風
模具沖圧技術が５０％となる。
【日刊工業 03.26】
80億円 トヨタと北京億華通科技がそれぞ
れ50%出資し燃料電池システムを
生産する合弁会社を設立する。
【日経 03.30】

四国化工機

メニコン

エイチワン

2024年 江蘇省

武漢愛機汽車 東風愛機汽
配件
車プレス部
品

武漢

トヨタ自動車 北京億華通科 華峰燃料電
技
池

3月の中国関連事業拡大企業
日本企業

中国企業・機関 現地企業

設立時期
など時期

所在地

シークス

事業項目

事業費/
投資額

概要

新たに増える生産ラインも電気自
動車（EV）などに力を入れる中国
や欧州などに近い拠点を軸に増や
すとみられ、上海市郊外の嘉定区
にあるシークスの生産拠点に新し
いラインを立ち上げ中。【日経産
業 03.01】
214億円 海信集団（ハイセンス）グループ
傘下のハイセンス・ホーム・アプ
ライアンス・グループを引受先と
する第三者割当増資を通じて約
214億円を調達すると発表。ハイ
センスは特別目的会社を通じ、株
式の約75%（議決権ベース）を取
得する。調達資金のうち約141億
円は海外拠点の再編や人員削減な
ど構造改革に充て、残りの約67億
円は電気自動車（EV）向け部品の
生産設備への投資などに振り分け
る。【日経 03.02】
ダイキン工業と化学大手のダイセ
ルが空調で協業し、ウイルスや菌
を漏らさず室外に排出する換気装
置を共同で開発し中国で今春に発
売する。【日経産業 03.02】
フォルクスワーゲンと「高出力シ
ングルピニオン電動パワーステア
リング」を共同開発。日本精工は
同ステアリングをＶＷから受注
し、2023年から中国工場で量産。
【日刊工業 03.02】
近視矯正用コンタクトレンズ（Ｃ
Ｌ）のオルソケラトロジーレンズ
事業を拡大する。【日刊工業
03.03】

サンデンホー 海信集団（ハ
ルディングス イセンス）グ
（HD）
ループ傘下ハ
イセンス・
ホーム・アプ
ライアンス・
グループ

ダイキン工業
ダイセル

日本精工

メニコン
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日本ペイント
ホールディン
グス（HD）
マクセルホー
ルディングス

ローム

2021年

華域三電汽車
空調（上海
市）

エイチ・
ツー・オーリ
テイリング
伊藤忠商事 台湾宅配通

4月16日 寧波
台湾伊藤忠

加藤産商

浙江省平湖

トヨタ

モメンタ

ファナック

上海電気集団 上海ファ
ナック

大王製紙

上海市

2022年 上海

北京

日本精工
トヨタ自動車 精華大

2022年

ダイフク

江蘇省蘇州

サンデンホー ハイセンスグ
ルディングス ループ

川崎重工

2022年 山東省
夏頃

明電舎

2022年 浙江省杭州
市

ブラザー

4月

西安
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650億円 ベトナムと中国では塗料原料の樹
脂工場を建設する方針。【日経産
業 03.08】
。軽自動車でも搭載可能なヘッド
アップディスプレー（HUD）を開
発し、2021年には中国の自動車
メーカーに納入する。【日経産業
03.09】
本社内に「技術共同実験室」を開
設した。車載エアコンを中心とし
た車載機器や部品を評価できる装
置などを配置し、ソリューション
開発を加速する。【日刊工業
03.09】
寧波で直営の商業施設「寧波阪
急」を4月16日に開業する。【日
経 03.16】
戦略的事業投資を行ったと発表。
従来の出資比率約7％を19％へ引
き上げた。金額は非公表だが十数
億円とみられる。【日刊工業
03.18】
16億円 中国浙江省平湖にゴム製品の新工
場を建設した。【日経産業
03.19】
約5億ド 現地で自動運転技術開発をするス
ル（約 タートアップ企業に出資した。出
550億
資額は独ボッシュなどと合計で約
円）
5億ドル（約550億円）。【日経
03.19】
260億円 上海電気集団と折半出資の合弁会
社を通じて投資し、上海市の工場
を増設する。【日経 03.22】
中国で生理用品事業に参入。富裕
層が多い上海や北京などの都市部
を狙い店舗やインターネット通販
で販売する。【日経 03.23】
30億～50 中国で風力発電機に使う大型軸受
億円
けを増産する。【日経 03.23】
数十億～ 燃料電池車（FCV）の基幹システ
数百億円 ムを中国で現地生産する検討に
入った。【日経 03.24】
35億円 印度や中国で生産能力を増強。中
国の蘇州工場では半導体、自動車
業界向け工場をそれぞれ増床す
る。【日刊工業 03.26】
209億円 ハイセンスグループを引受先とす
る第三者割当増資により、ハイセ
ンスが議決権ベースで約７５％の
株式を取得。サンデンＨＤはハイ
センス傘下に入り事業立て直す。
【日刊工業 03.26】
出力３万キロワット級の高効率ガ
スタービン「Ｌ３０Ａ」１基を受
注した。【日刊工業 03.30】
48億円 電気自動車（EV）用モーターや関
連部品の工場を拡張する。2021年
に稼働予定の工場の敷地内に新棟
を設ける。【日経 03.31】
9億円
工作機械と工業用ミシンを生産す
る中国・西安の工場で工場棟の増
築を終えて４月に稼働する。【日
刊工業 03.31】

3月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業

中国企業・機関 現地企業

設立時期
など時期

所在地

事業項目

事業費

セントラル硝 台湾信徳玻璃
子
（台湾）

三井化学

液晶向けガラスを含む電子材料用
ガラス事業から撤退。子会社の台
湾信徳玻璃が手掛ける全事業を、
受注済みの製品に対応した上で終
了する予定。【日経産業 03.02】
中国で紙おむつ向け不織布を製
造・販売する子会社を中国メー
カーに譲渡する契約を結んだ。
【日経 03.03】

三井化学不織 フォーシャ
布（天津） ン ナンハ
イ ビュー
ティフル
ノンウーブ
ン（BTF）

ブリジストン

概要

10月

ウレタンやゴム発泡体を手がける
中国・上海市の子会社は１０月に
清算完了の見込み。【日刊工業
03.04】
納入契約を延長。【日経 03.4】

京セラ

2021年11月

常石造船

2023年
以降

中国江蘇省・張家港にある液晶
ディスプレーの工場を2021年11月
以降に閉鎖する。【日経 03.12】
生産を本格的に中国・フィリピン
の海外工場に移管する。【日経
03.12】
カプセルトイの生産の一部を中国
から国内に移管する。【日経
03.19】
自転車生産を手掛ける騎西工場
（埼玉県）を閉鎖し中国工場、上
尾工場に生産を移管する。【日経
03.30】

ASML

中芯国際集成
電路製造

バンダイ
ブリジストン

６月

3月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業
メルカリ

中国企業・機関

設立時期
など時期

所在地

アリババ集団

契約額/投
資額

概要
アリババグループの通販サイト
「淘宝（タオバオ）」、フリマア
プリ「閑魚（シェンユー）」と連
携。日本のフリマアプリ「メルカ
リ」に出品された商品を中国の利
用者が購入できるようにし、越境
EC（電子商取引）を強化。【日経
03.02】
パートナーシップ契約を結んだ。
【日刊工業 03.11】

米谷製作所

ジョージ
フィッシャー
中国
三井住友銀行 香港品質保証
局
日本電産

事業項目

香港政府系の認証機関、香港品質
保証局と環境金融の推進に向けて
提携した。【日経 03.16】
電気自動車（EV）事業で、同社へ
の協力を表明したサプライヤーが
1200社超に達し日本からは日本電
産などが参加する。【日経
03.26】
技術協力し人工知能でヒアリを判
定する技術を開発する。【毎日
03.30】

鴻海精密工業
(台湾）

国立環境研究 駆除会社モン
所
スターズアグ
ロテック
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3月の対中市場参入（貿易等）
日本企業

設立時期
など時期

本社所在地

明治

事業項目

貿易額

4月1日

概要
「明治プロビオヨーグルトR-1」
などドリンクタイプのヨーグルト
を中国で発売する。【日経
03.27】

3月の中国支店・事務所開設
日本企業

本社所在地

支店・事務所 設立時期
名
など

現地所在地 事業項目

概要

3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

アトラック・
テクノロジー
（台湾）
ダノン（仏） 中国蒙牛乳業

グリーン・マ
ンデー

設立時期
など

3月

進出地

投資額／出
資額

日本

日本

シルトロニッ 環球晶円（台
ク（ドイツ） 湾）

6千億

ウデンナ・グ 中国電信
ディト・テ
ループ（フィ （チャイナ・ レコミュニ
リピン）
テレコム） ティー
台湾積体電路
製造（TSMC）
長城汽車

事業項目

日本
2021年 タイ

H2

日本

鴻海精密工業

メキシコま
たは米ウィ
スコンシン
州

マグナチップ ワイズロード
半導体（韓 キャピタル
国）
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概要
除菌や消毒する「除菌棒ＵＶ１」
を開発、３月に日本市場で発売す
る。【日刊工業 03.01】
間接保有している香港上場の中国
蒙牛乳業の株式を直接保有に転換
し、保有比率を9.8％とすること
で合意。【日刊工業 03.02】
日本市場での事業拡大を発表。植
物肉を飲食チェーンや小売店向け
に販売する。【日経 03.04】
環球晶円（グローバルウェーハ
ズ）は独シルトロニックに対して
実施していたTOBが成立したと発
表。買収金額は6千億円前後。
【日経 03.05】
合弁会社のディト・テレコミュニ
ティーが携帯電話サービスを開
始。ウデンナ・グループが60%、
中国電信が40%を出資する。【日
経 03.09】
開発拠点を茨城県つくば市に設立
する。【日経 03.10】
東南アジア最大級の自動車市場で
あるタイに本格参入する。【日経
産業 03.10】
糖尿病患者の「デジタル治療」向
けスマートフォン用アプリの開発
を始める。台湾で数年以内の薬事
承認を目指す。平行して日本でも
同アプリの提供を検討する。【日
刊工業 03.18】
同社初の電気自動車（EV）工場を
北米に建設する方針を明らかにし
た。年内に建設地を最終決定すれ
ば2022年にも着工、23年には新工
場が完成見込み。【日経 03.16】
国系投資ファンドのワイズロード
キャピタルの買収提案を受け入れ
ると発表した。ワイズ社はTOB
（株式公開買い付け）を行い、直
近株価に54%のプレミアムを乗せ
た1株29ドルでマグナチップの全
株を取得する方針。取得金額は14
億ドル（約1500億円）規模となる
見通し。【日経 03.30】

騰訊控股

日本
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日本国内でクラウドを使ったライ
ブ配信導入支援サービス
「aPaaS」を始めた。【日経
03.31】

