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～中国のフリマ・中古品市場～ 

 中国では中古品は「品質の悪い物」として敬遠されていましたが、近年では若者を中心に人気を集めて

います。中国では経済の成長と共に国民の購買意欲が高まり、たくさん買い物したのはいいものの、利用

頻度の低さや買いすぎにより、一部を処分したいという考えから中古品・フリマ市場の成長に繋がった

と言われています。 

 

 日本では 1960 年代から 80 年代は戦後の復興を遂げたことで、中間層が増加しました。中間層を中心

に購買意欲が高まったものの、90年代以降は、バブル経済が崩壊し、新たなトレンドとして、「中古市場」

が徐々に拡大しました。先進国が歩んだ道を証明するように、経済が発展し、人々の暮らしが豊かになる

と、必ずと言って良いほど中古品市場のニーズが生まれています。 

 

中国では 2016年から中古品 EC市場が急拡大し、2019年の中国中古品 EC市場規模は 2,596億元（約５

兆 1,600 万円）にのぼり、利用者規模も 2014 年の 200 万人から 2019 年には 1 億 4,400 万人に急増して

います。 

中国のフリマアプリの代表格は市場シェア 70％を占める「閑魚（Idle fish）」です。閑魚は、中国の

オンラインショッピングサイト「淘宝」内の中古取引用サービスだった「淘宝二手」から始まり、2014年

から「淘宝」から分離し、現在は、アリババグループ傘下の独立中古品取引ブランドとして運営し、販売

される商品は衣類からデジタル製品、家具までほぼ全てのカテゴリを網羅しています。現在の登録ユー

ザー数は３億人、2020年の流通総額は 2,000億元（約３兆 9,800億円）にのぼります。 

2021年に入り、アリババはメルカリとの協業を発表し、ショートムービーの「快手（kuaishou）」も市

場参入を宣言しました。さらにテンセントが支援する「転転」が 3.9億ドル（約 523億円）の資金調達を

行い、業界過去最高金額を記録するなど、業界はさらなる盛り上がりを見せています。 

 

 中古品・フリマプラットフォームは個人間取引がほとんどであり、登録をすれば基本的に誰でも物を

販売できるため、偽物販売、詐欺、禁制品売買などの問題も多発しています。中国オンライン消費調停プ

ラットフォームの「申訴宝」によると、2020年の消費者からのクレームでは、詐欺、代金払い戻し問題、

実物と表示されていた商品が異なる、アフターサービスが不十分などのクレームが占めています。 

 

 中国では近年ライブコマースや EC サイトの割引イベントによる衝動買いが増え、大型 EC セールイベ

ント後には中古品 ECの利用者数が一時急増するなどの現象も起きています。しかし、今後はこうした消
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費行動を見直し、冷静になった消費者による理性的な消費行動への転換が進んでいくと予想されます。 

 

 

【新政策動向】 

◼ 一部乗用車の車両購入税を半減、年末まで 

５月 31日、中国財政省及び税務総局は、排気量 2,000cc以下で車両価格 30万元（約 580万円、

増値税除く）を超えない乗用車（座席数：運転席含め９席まで）の購入について、車両購入税の

徴収を半分に減らすと発表した。期間は６月１日から 12月末まで。税優遇で乗用車販売を促す

狙い。 

◼ 上海市自動車保険各社、商業保険 30日延長 

５月 31日、上海市の保険会社で組織する上海市保険同業公会、上海市保険学会は、上海市で２

か月余り続いた事実上のロックダウン（都市封鎖）の影響で使用停止を余儀なくされた自動車に

ついて、商業保険の保険期間を 30日延長すると発表した。 

◼ 上海市、外資企業の登記をオンライン対応 

６月 14日、上海市市場監督管理局は、外資企業の会社設立に関する手続きのオンライン化を開

始した。これまで外資企業が登記を行う際、書類を提出する必要があったが、オンライン対応で

利便性を高める。 

◼ 36都市が上海からの訪問に隔離 

第一財経日報によると、６月 15日正午時点で全国の 36都市が上海からの訪問者に対して施設隔

離、自宅隔離、健康観察を求めている。施設・自宅隔離、健康観察の期間は７日間が主流だが、

中には 21日間に設定している都市もある。 

◼ 工業・通信業の省エネ・脱炭素化推進 上海市 

上海市経済情報委員会は、工業と通信業の省エネ、脱炭素化推進に向けた 2022年からの４か年

計画をまとめた。太陽光発電設備の普及やエネルギー効率の改善を進め、2025年までに各社の年

間エネルギー使用量を平均で１％削減する目標を掲げた。 

 

【経済・産業】 

◼ 上海市ロックダウン解除 

６月１日、上海市では２か月以上続いていたロックダウンが解除された。これにより、一部地域

を除き、上海市の人口の約９割に当たる約 2,250万人が自由に移動できるようになり、公共交通

機関の基本サービスや、店舗の営業も再開された。ただし、自宅の敷地や建物を出て他の場所へ

出向く際は、72時間以内の PCR検査の陰性証明書や、体温検査、健康アプリなどの提示が求めら

れるなど、新たなルールが導入された。 

◼ ５月の外貨準備高、５か月ぶりに増加 

中国国家外貨管理局が５月７日に発表した 2022年５月末の外貨準備高は３兆 1,277億 8,000万

米ドル（約 415兆円）だった。前月末から 80億 6,000万米ドル増え、５か月ぶりに増加した。

米ドルが小幅に下落し、他の外貨建て資産は米ドル換算後の金額が増えた。 
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◼ ５月のエネルギー生産、原炭は 10.3％増 

中国国家統計局が６月 15日発表したエネルギー生産統計によると、2022年５月の原炭生産量は

前年同月比 10.3％増の３億 7,000万トンだった。政府の増産策を背景に２桁の伸びを維持した

が、上昇幅は前月（10.7％）から鈍化した。 

◼ ５月の造船完工量が回復、生産再開で 

中国船舶工業行業協会によると、2022年５月の造船三大指標のうち、主要企業の完工量は前月比

22.4％増加した。新型コロナウイルス流行で停滞していた生産の再開が進み、完工量も上向い

た。 

◼ 浙江省の平均給与、2021年は 12.6％増 

浙江省統計局によると、同省の非私営単位（国有企業、株式会社、外資企業などを含む）で働く

従業員の 2021年の年間平均給与は 12万 2,309元（約 243万円）だった。前年のデータと照らし

合わせると 12.6％増加した。 

◼ 江蘇省の平均給与、2021年は 11.1％増 

江蘇省統計局によると、同省の非私営単位（国有企業、株式会社、外資企業などを含む）で働く

従業員の 2021年の年間平均給与は 11万 5,133元（約 231万円）だった。前年のデータと照らし

合わせると 11.1％増加した。 

◼ 財布のひも締める中国人、預金が今年大幅増 

中国人が今年に入り預金を増やしている。中国人民銀行（中央銀行）によると、個人の今年１～

５月の預金増加額は前年同期から５割増えた。新型コロナウイルスの流行で社会不安が広がる

中、人々が財布のひもを締めている。 

 

【日系・外資企業動向】 

◼ 三菱ケミカル、青島市で電池向け負極材の生産増強 

５月 30日、化学メーカーの三菱ケミカルホールディングスは、山東省青島市のグループ会社と

関連会社が手掛けるリチウムイオン電池向け負極材の生産を増強すると発表した。増強後は現在

の年間 8,000トンから１万 2,000トンに拡大する。増設するラインは 2023年前半の稼働を予

定。 

◼ ビスコ、中国で販売開始 

５月 31日、江崎グリコは、中国市場でビスケット菓子「ビスコ」の本格販売を始めたと発表した。

現地では子ども向けお菓子の健康志向が強まっており、成長市場の開拓を図る。ビスコは 1933年

の発売以来、90年近いロングセラー商品だが、海外へ本格展開するのは初めて。 

◼ ロジザード、上海子会社を清算 

６月 14日、クラウドサービスを手掛けるロジザード（東京都中央区）は、上海市の全額出資子会

社を解散し、清算すると発表した。代理販売店として営業していたが、中国での販売体制が整った

ことで清算を決めた。  
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【人民元情報】 

人民元市場レート（2022年６月 17日時点） 

外貨名 100日本円 

中間値 4.9885人民元 

 

【中国ビジネスワンポイントアドバイス】 

設備・器具取得に関する税務上の優遇政策について 

「設備・器具の控除に関する企業所得税の通知」（財税【2018】54号）に基づく、単価 500万元以下

の設備・器具購入の一括損金算入規定については、これまで多くの日系企業で適用事例が見られまし

た。2022年３月に「中小零細企業の設備・器具に係る企業所得税の損金算入に関する政策」（財政部 

税務総局公告 2022年第 12号）が公布され、単価 500万元以上の設備・器具購入に関しても税務上の優

遇政策が発表されておりますので、その概要をご紹介します。 

 

中小零細企業が 2022年１月１日から 2022年 12月 31日までに新たに購入する設備・器具で単価 500

万元以上の場合、下記の一定比率で損金算入することを選択できます。 

 

設備・器具の償却耐用年数（※） 優遇内容 

３年 取得価額の 100％を当年度に損金算入 

４年、５年、10 年 
取得価額の 50％を当年度に損金算入 

残額の 50％を規定の残存耐用年数により減価償却して損金算入 

（※）企業所得税法実施条例で規定する最低耐用年数 

 

中小零細企業とは、国家が制限または禁止する業種に従事せず、かつ以下の条件を満たす企業を指し

ます。 

 

業種 条件 

(１) 情報通信産業、建築業、賃貸業、ビ

ジネスサービス業 

従業人数 2,000 人以下、または営業収入 10 億元以下、または 

資産総額 12 億元以下 

(２) 不動産開発経営 営業収入 20 億元以下、または資産総額１億元以下 

(３) その他の業種 従業人数 1,000 人以下、または営業収入４億元以下 

 

【ポイント】 

①本優遇政策における設備・器具とは、建物、構築物以外の固定資産を指します。 

②適用期限に注意が必要です。本優遇政策は 2022年度に購入した 500万元以上の設備・器具が対象で

あり、今のところ 2023年度以降は適用できないことになっています。 
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また、500万元以下の設備・器具購入に関する一括損金算入規定（財税【2018】54号）は、2023年

12月 31日までに購入した設備・器具が対象です。 

過去には適用期限が延長された実績があり、今後の動向を注視することも必要です。 

③本優遇政策は、設備・器具の購入初年度に取得価額の 100％（或いは 50％）を一括損金算入すること

で課税所得を減少させ、課税の将来への繰り延べ効果を享受するものです。本政策を享受するかどう

かは企業が自由に選択出来ます。但し、購入年度に享受しないことを選択した場合、当該設備・器具

については、次年度以降に変更して本政策を享受することはできません。 

 

多くの日系企業が本優遇政策で規定する中小零細企業の条件に合致するものと思われますので、今年

度に大規模な設備投資を予定されている企業様は、適用を検討されてみてはいかがでしょうか。 

 

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 

【移転価格の注意点に関するご相談】 

弊社では設備機械を、上海からタイ、マレーシアに輸出し、現地で販売しています。その場合の移転

価格の注意点について教えていただきたい。 

 

➢ 回答 

３者間で統一したルールの策定が必要です。価格は常識的な範囲内で設定され、統一基準のもと行

っていれば、指摘を受けることはありません。 

商品によってマージンを変更すると、税務上のリスクが高いので移転価格文書を作成することをお

すすめします。併せて、分配に関して３者間で同意している証拠となる資料（見積もり書等）を記録

として残しておくと良いでしょう。 

 

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中国企業とのビジネスマッチング・商談機会の創出 ⑥他県共同中国セミナー開催   

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）  
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＜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！！ 
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