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～成長する中国チョコレート～ 

中国では、德芙（DOVE：アメリカ）、好時（Hershey’s ：アメリカ）、費列羅（Ferrero：イタリア）、

明治（日本）など海外ブランドのチョコレートが人気です。スーパーやコンビニでも、長年海外ブランド

のチョコレートが売り場を占めています。しかし、2018 年に国産チョコレートブランド「毎日黒巧

（CHOCDAY）」が誕生し、誕生から１年で売上１億元を突破し、現在では３年連続で天猫のブラックチョコ

レート部門１位にランクインするなど急成長を遂げています。 

 

近年、中国でも日本と同様に健康志向が高まり、低糖質、低カロリー、無添加の間食用食品に対するニ

ーズが増大し、「毎日黒巧」はこのような健康ブームの中で生まれました。創業者の Ethan Zhou 氏によ

ると、ダークチョコレートに目をつけた理由として、①ダークチョコレートには、カカオポリフェノール

の高い抗酸化作用がある点、②世界のお菓子メーカー上位 10 社（飲料を除く）のうちチョコレートやキ

ャンディーのブランド比率が高いことから、チョコレートが世界中で広く好まれている点、③チョコレ

ートは食材として非常に安定しており、添加物を加えなくても保存できることから、消費者がカロリー

を気にせず、お菓子に手を出せる商品としてダークチョコレートが打ち出されました。 

しかし、ダークチョコレートの販売を決めてから、最も困難を極めたのが味の調整です。高濃度のダー

クチョコレートはとても苦く、消費者はヘルシーでおいしいものを求めているため、シュガーレスにこ

だわり、開発を進めました。最終的に砂糖を使わず「イヌリン」と呼ばれる植物由来の甘い食物繊維を代

用することに成功しました。イヌリンはほのかな甘みを持つため、味のバランスを取ることができるう

え、豊富に含まれる食物繊維が満腹感を増し、腸内環境を整えることも期待できます。 

パッケージはアルミ箔に包まれた板チョコタイプではなく、携帯しやすい個包装になっており、１箱

10 枚入りで小売価格は 1箱 20元（約 363円）ほど。シュガーレスで且つスイス産のダークチョコレート

を使用しているため高価格になりますが売上を伸ばしています。 

 

「毎日黒巧」は 2020 年３月から KOL（インフルエンサー）と契約を結び、ライブ配信を行うなど消費

者への認知度を高めました。また、実店舗ではターゲットとなる顧客が足を運ぶ場所に絞り、ジムやオフ

ィス街、OL、ビジネスマンが足を運ぶコンビニやスーパーを中心に商品を並べています。 

 

幅広いターゲット層を対象にする商品開発をする企業は多数あります。しかし、広すぎるターゲット層

は、市場の存在する多くの商品に埋れてしまう可能性があります。時代とともに成果をあげるには、競合

他社を圧巻する差別化された商品及びサービスの開発が必要となります。 

中国ビジネスニュース 
編集：香川県上海ビジネスサポーター 池田 博明 

今月の注目トピックス 
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【新政策動向】 

◼ ５万元超の現金の出入金、３月から制限 

中国人民銀行（中央銀行）は３月１日から、銀行預金者などの高額な現金の出入金に制限をかけ

る新規定を施行する。１回の出入金額が５万元（約 90万円）を超える場合は、身分や用途の確

認などを行う。 

◼ 浙江省が外資誘致を強化、５年で 1,000億ドル 

２月７日、浙江省政府は同省への投資促進に向けた指導意見を発表した。とりわけ外資企業の投

資誘致に力を入れる方針で、第 14次５カ年計画（2021～2025年）期間の外資企業による同省へ

の直接投資（FDI）実行額を計 1,000億米ドル（約 11兆 5,400億円）以上とする計画を示した。 

◼ サービス業に減税など追加支援策、常務会議 

２月 14日、国務院（中央政府）常務会議は、サービス業を主な対象とした新たな企業支援策を

発表した。飲食や交通など新型コロナウイルスの影響を強く受けている分野で、新たな税金の減

免策を実施する。一部中小企業には不動産賃料の減免も行う。 

◼ 企業を信用リスクに応じて分類、2024年までに 

２月 15日、中国国家市場監督管理総局は、向こう３年間で信用リスクに応じた企業分類を完了

するとの計画を発表した。高リスクに分類された企業には違法行為の有無を調べる検査回数を増

やし、不正行為の早期摘発につなげる。 

 

【経済・産業】 

◼ NEV大型商用車市場が拡大 

電気自動車（EV）と燃料電池車（FCV）を含む「新エネルギー車（NEV）」の大型トラック市場が立

ち上がりそうな流れにある。2060 年までのカーボンニュートラル（炭素中立）の実現に政府が本

腰を入れる中、引き合いが高まるとみられ、今年の生産台数は前年の３倍を超える見通し。 

◼ 2021年の経常黒字 3,157 億ドル、輸出回復が寄与 

中国国家外貨管理局が２月 11 日に発表した 2021 年の国際収支統計（速報値）によると、海外と

のモノやサービスの取引状況を示す経常収支は 3,157億米ドル（約 36兆 6,400億円）の黒字だっ

た。前年実績に比べ 5.6％増加。世界経済の回復に伴い、輸出が改善したことが寄与した。 

◼ 米製新型コロナ飲み薬輸入緊急承認 

２月 12日、中国政府は米ファイザー製の新型コロナウイルス感染症の飲み薬「パキロビッド」の

輸入を条件付きで緊急承認したと発表した。中国が新型コロナに関する外国製の治療薬を承認す

るのは初めてとみられる。 

◼ コロナ経口薬の開発進行、複数社が最終段階 

中国の製薬各社が新型コロナウイルスの経口薬の開発を進めている。このうち先行しているのは

上海君実生物医薬科技と開拓薬業、真実生物科技で、３社の経口薬は最終段階の第３相臨床試験を

実施している。年内にも市場投入に動くとみられている。 

政策・経済トピックス 

 



 

3 

 

2022 年２月号 
 

【日系・外資企業動向】 

◼ スシローが新会社、成都市進出へ 

回転ずし「スシロー」を展開するフード＆ライフカンパニーズ（FOOD＆LIFE COMPANIES）は、中国

に新会社を設立すると発表した。会社の新設を通じて四川省成都市に出店する計画。同社は広東省

広州市で３店舗出店しており、中国事業の更なる拡大を狙う。 

◼ JSR、江蘇省企業とパネル材料合弁 

２月７日、化学メーカーの JSR（東京都港区）は、電子化学品を手掛ける常州強力電子新材料（江

蘇省常州市、強力新材）と江蘇省常州市にディスプレー材料事業の合弁会社を設けると発表した。

世界最大の液晶パネル生産量を誇る中国でディスプレー材料事業を強化する。 

◼ スター精密、上海市にソリューションセンター 

２月９日、電子機器・工作機械メーカーのスター精密（静岡市）は、上海市浦東新区にアジアソリ

ューションセンターを開設すると発表した。同センターでの活動を通じ、アジアでの工作機械製品

の販売力を強化する。９月に開設する予定。 

◼ 不二家とバンダイ、中国菓子事業拡大で提携 

２月 14日、不二家とバンダイは中国での菓子事業の拡大に向けた業務提携に合意したと発表した。

バンダイの IP（知的財産）を活用した菓子商品を中国で生産、販売する。不二家が浙江省杭州市

に持つ工場で生産する。バンダイは中国で IP を活用した菓子事業の市場展開に取り組んでおり、

中国での生産や販売ネットワークに強みを持つ不二家と提携することで、IP 菓子事業の展開拡大

を図る。第１弾として、中国で人気が高い「ウルトラマン」をデザインした「ウルトラマンスティ

ックキャンディ」（10本、14.8元＝約 270円）を 10月に発売する。人気のウルトラ戦士を幅広く

ラインアップし、子どもや男性ファンなど幅広い層に売り込む。 

◼ 帝人、遼寧省に車用部品の新工場 

２月 14日、帝人は、遼寧省瀋陽市に自動車向け複合成形材料部品の新工場を建設すると発表した。

投資額は数十億円規模で、2023年夏に稼働する予定。中国で急速に需要が高まる電気自動車（EV）

向けの部品や複合材料の供給体制を強化する。 

◼ キリン、中国の清涼飲料事業撤退 

２月 16日、キリンホールディングス（HD）は、中国の華潤集団と合弁で手掛ける清涼飲料事業か

ら撤退すると発表した。キリンが保有する合弁会社の全株式を中国の投資ファンド傘下の企業に

約 1,150億円で譲渡する。中国でのビール事業は継続する。 

 

【人民元情報】 

人民元市場レート（2022年２月 18日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 5.4922人民元 

 

 

 



 

4 

 

2022 年２月号 
 

【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

コロナ影響の移転価格税制上の取扱い 国家税務総局のコメント 

ご存知の方が多いかもしれませんが、北京市の国家税務総局国際税務司は 2021年９月 30日に「コロナ

期間の租税回避防止に関する問題の回答」を発表しました。一方、経済協力開発機構 OECDは 2020年 12月

にコロナのパンデミックの移転価格への影響に関するガイダンスを公表しました。以下に OECD ガイダン

スを踏まえて中国税務当局の見解を解説させていただきます。 

 

１．移転価格調査におけるコロナ影響の取扱い 

国家税務総局のコメント：コロナによる影響は具体的な業種によって、大きな差異があります。大きな打

撃を受けた業種がある一方、新たな発展の機会を得た業種があります。税務機関は移転価格調査を行うに

あたり、独立企業原則に則り、コロナが企業の関連取引に及ぼした影響の度合いを考慮し、具体的な状況

を具体的に分析します。 

解説：①コロナの影響は業種によって大きな違いがあり、必ずしも、マイナスに働いたとは限らないこと

を示唆しています。②従って、コロナの影響を一律に認めるものではなく、ケースバイケースというスタ

ンスを示していますが、具体的な例示がされている OECD ガイダンスに比べて、より抽象的な見解になっ

ています。③損失が本当にコロナに起因するものか、厳しく問う中国税務当局の姿勢がうかがえます。 

 

２．移転価格調査におけるコロナによる損失の取扱い 

国家税務総局のコメント：税務機関は移転価格調査において、企業の機能リスク、関連取引及び産業界の

特徴、比較対象企業の状況を踏まえて、コロナによる影響を総合的に勘案します。コロナ対策に必要な追

加支出又はコロナにより増加された経営費用について、税務機関は比較分析を行うにあたり、独立第三者

における当該コスト、費用の負担状況を十分に考慮した上、差異調整の実施を検討します。当該コスト、

費用を明確に区分、数値化し、且つ関係伝票書類を用意するようお勧めします。 

解説：コロナの影響による損失について、厳しい姿勢を示していますが、すべての損失を認めないわけで

はありません。以下の２種類の費用について、条件をつけながら、容認の姿勢を見せています。①コロナ

対策に必要な追加支出。例えば、従業員へのマスク、消毒用品、温度計等の資材費用、及び従業員残業代

の直接支出が考えられます。②コロナの影響による経営費用の増加分。例えば、工場稼働停止期間中の固

定費用、店舗閉鎖撤退費用、納期オーバーによる賠償金等コロナに起因する間接費用が考えられます。容

認する条件としては、関連費用を区分、数値化し、伝票書類を用意し、独立第三者の負担額と比べた上で、

認められる可能性があります。上記以外の費用、損失については、必ずしも認められると限らないことに

留意する必要があります。 

 

３．コロナによる政府支援策の取扱い 

国家税務総局のコメント：政府支援策による移転価格への影響に関して、主に比較分析に表れるでしょう。

政府支援策が移転価格に影響を与えたと企業が考える場合、移転価格文書において、関連情報を提供し、

移転価格分析をサポートすべきです。税務機関は独立企業原則に則り、比較要素を識別し、比較分析の公

正さと整合性を確保するようにします。 
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解説：コロナと言えども、例年より高利益を上げている現地法人もあります。その要因の一つとして挙げ

られるのは、政府による支援策です。具体的には、社会保険料の減免、家賃補助金、電力代の引下げ等が

ありますが、政府支援策によって、当年度の利益を大きく押し上げ、支援策がなくなる来年に利益が大き

く落ち込む可能性があります。ローカルファイルを作成するにあたって、支援策による影響額を区分し、

利益の変動要因をきちんと説明できるようにする必要があると思われます。 

 

 

ビジネス相談 

香川県上海ビジネスサポーターでは、会計・税務、人事労務、経営、法律などのご相談に無料でお答え

しています。お困りの際は、香川県上海ビジネスサポーターまでお気軽にご相談ください。 

 

【相談事例のご紹介】 

➢ 質問 

【代理店との契約を結ぶ際の注意点について】 

代理店との契約書の結び方についてアドバイスをお願いいたします。 

 

➢ 回答 

中国では契約書に貴社の責任範囲がどこまで、と記載するケースが多いです。例えば、「日本から輸

出されるのであれば代理店に届くまで（若しくは施工先に届くまで）が貴社の範囲とする」という様な

文言です。また、代理店に引き渡し後の保証期間（例：引渡後、向こう３か月までの間に販売側（貴社）

の不備による不良品が判明した場合は交換対応する等）が必要であれば同じ契約書内に記載すれば問

題ありません。ここでポイントになるのは、以下の２点です。 

・貴社責任範囲の明確化。 

・納品までと保証期間は別ということを明記する。 

 

日本であればお互いに（日本の）常識の範囲で協議、対応できてしまうので契約書にも細かく記載し

ないことがありますが、海外においてはしっかりどこまでが貴社の範囲でどこからが代理店の範囲な

のかを明記しておいた方がよいと考えます。 

海外では（中国に限らず）契約書にどのように記載されているかで大きく左右されます。一例とし

て、過去に半導体製造装置を販売している日本側企業が代理店指定の倉庫に納入、その後、顧客先へ納

品というケースがあり、その際、倉庫から搬出する際に欠損した事故がありました。その場合の責任の

所在について、（日本本社側）・代理店視点の倉庫に入れた時点で完了（代理店側）・エンドユーザーに

設置されるまでが日本側の責任ということで揉めました。 

揉めた理由としては、契約書に責任範囲等が明記されていなかったことが原因です。故に基本契約に

おいては責任の所在をはっきりしておく、特殊な事情があり基本契約書内容と違う場合は、基本契約書

に紐づく補充契約書を付けるなどの対応が必要になってきます。 
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香川県上海ビジネスサポーターの利用できるサポート内容ご案内 

 

＜現地視察の支援＞ 

① 現地視察に対する企画提案・アポイント手配 ②現地視察に対するアテンド・通訳  

＜ビジネス展開の支援＞ 

③県内企業及びその現地法人等からの依頼によるビジネス相談 ④マッチング候補企業情報の提供

等（基礎調査）⑤展示会・見本市への出展支援 ⑥中国企業の信用調査 ⑦マッチング候補企業情報

の提供等（商談に係るアポイント手配）（有料） ⑧マッチング候補企業情報の提供等（商談に係るア

テンド）（有料）  

＜対象外の業務＞ ビジネスを伴わない観光目的での視察、適法性が疑われるもの。公序良俗に反す

ると思われるような業務等。  

＜利用対象地域＞上海市、江蘇省、安徽省、浙江省  

＜利用申込資格＞ 香川県内に本社又は事業所を有する企業及び商工関係団体等 。香川県内に本社

又は事業所を有する企業で、中国に進出している現地法人、支店、駐在員事務所  

＜利用者が負担する費用＞ ①②③④⑤⑥のサービスは無料です（ただし、渡航費、宿泊費等は利用

者の負担）。 ⑦⑧のサービスは有料です。利用申込書提出後に利用者が負担する費用を事前にお支払

いいただきます。 

 

香川県上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、以下 URLからお申込みください！ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/kaigai/03.html 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県上海ビジネスサポーター  池田 博明     

〒200030 上海市徐匯区虹橋路 1号 港匯中心 1座 25楼 

（上海邁伊茲（マイツ）諮詢有限公司 浦西事務所内） 

 E-mail: kagawa@myts-cn.com 

上海ビジネスサポーターの支援をご希望の場合は、こちらを検索！！ 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

香川県 上海ビジネスサポーター 検索 


