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Trend, Triggers and Prospect of FP Industry; 

食品加工業界の傾向、成長要因、展望 

 

Advantage India:  Market, Resources, Incentives,  
Support 
インドの優位性： 市場、資源、優遇策、支援体制 

 

 Investment Opportunities 

投資機会 

Flow of Presentation 
プレゼンテーションの流れ 



 FP Sector growing annually at 8.6 % as compared to 3.8 % in Agriculture for the last 5 

years ending 2012-13;  

2012-13年までの5年間で農業部門が年間成長率3.8%を記録したのに対し、食品加工部門は

8.6%も成長。 

 Growing at a faster rate than agriculture sector;  more and more agriculture produce is 

getting processed; 

農業部門より早い成長； より多くの農産物が加工されている。 

 Investment FP sector is increasing annually at 21.66 per cent; 

食品加工部門に対する投資は毎年21.66%増加している。 

 FDI is increasing significantly; Avg. inflow of US $ 117 Million for 11 years ending 2011-

12; 2012-13: US $ 401 Million; 2013-14 (Apr-Mar): US $ 4.98 Billion; 

食品加工部門へ流入する海外直接投資は大幅に増加；2011-12年までの11年間で年間平均1億

1700万ドルが流入； 2012-13年は4億100万ドル；2013-14年(4月~3月)は49億8000万ドル。 

 Exports  increasing at  20.4 per cent per annum; 

輸出は毎年20.4%増加。 

 India is poised for a  big take-off in FP sector; More opportunities to Investors, Machinery 

manufacturers; logistics services providers and exporters.  

インドの食品加工部門は今後の大躍進への素地を整えた； 投資家、加工機器メーカー、物流や

輸出業者により多くのビジネスチャンスをもたらすことになる。 

 

 

Food Processing Sector: Sectoral Trend 
食品加工部門： 全体的な傾向 



Notable Trends  of  the Indian Food Processing Sector  
インド加工食品部門の注目すべき傾向 

• Tastes and preference changing fast of due to globalization, Wide range of 
products available  in the market; 
グローバル化の影響を受け、消費者の嗜好、好みが急激に変化。多様な製品が市
場に出回るようになった。 

• Strengthened by rising incomes, increasing urbanisation, a young population, 
emergence of nuclear families 
給与水準の向上、進む都市化、若年層の増加、核家族の台頭などにより、嗜好の
変化に拍車がかかっている。 

Changing consumer tastes 
消費者の嗜好の変化 

• 12 out of 13 Global 500 companies; 7  out of 15 fortune 500 companies in food 
sector are operating in India; 
グローバル500に選出された食品加工会社13社のうち12社、そしてフォーチュン
500に選出された食品加工会社15社のうち7社がインドで操業している。 

• With a large agriculture sector, abundant livestock, and cost competitiveness 
India is fast emerging as a sourcing hub of processed food. 
巨大な農業部門、膨大な数の家畜、高いコスト競争力を持つインドは、食品加工業
における原材料供給国として急速に台頭してきている。 

Entry of international 
companies  

国際企業の進出 

• FP units are moving up the value chain; Share of Registered FPI sector in GDP-FPI 
is increasing; FP companies are diversifying  in term of   product range; 
国内市場に占める食品加工部門の重要性は上昇しつつある；GDPに占める割合は
拡大中；食品加工会社は製品ラインを多様化させている。 

• Firms focusing on product innovation; MNC adopting domestic tastes, Domestic 
units introducing international flavours 
各社ともは製品の刷新に注力している；国際企業はインド料理の味を取り入れ始め
た；国内企業は外国の料理をインド市場に投入している。 

Rising business & product 
innovation 
食品加工部門の成長と製品革
新 

• India’s exports of processed food and related items increased by 20.4 per cent 
per annum; 
インドから輸出される食品加工品や関連製品は年20.4%増加している。 

• Strategic geographic location; abundant supply of raw materials helps India to 
export processed Food at competitive price 
戦略的に有利な地理的条件；原材料を大量に確保できるため、低コスト輸出が可
能。 

Rising demand of Indian 
products in international 
market 
国際市場で高まるインド製品の需
要 



Strong domestic   
demand 

力強い国内需要  

Rising disposable 
income 

可処分所得の増加 

Sizable middle class, 
urbanisation,  young 

population 
厚い中間層、都市化、若

年人口 

Changing lifestyles  
and food habits;  
Nuclear family 

ライフスタイルと食生活
の変化； 核家族 

Rising export 
opportunities 
輸出機会の拡大 

Greater integration 
with the global 

economy;   
より緊密な世界経済との

つながり 

Proximity to key 
export destination  
主要輸出先に近接 

Expected increase in 
global demand as 
emerging markets 
grow at a fast pace 
新興市場の急激な成長
に伴う世界的需要の増

加への期待 

Supply-side 
advantages  

供給者としての利点 

Favorable climate for 
agriculture; wide 
variety of crops  

農業に適した気候；多様な
作物 

Large livestock 
population: supports  

dairy and meat 
processing  

多くの家畜； 乳製品や食
肉加工に有利 

Inland water bodies, 
long coastline supports 

marine products  
水産物生産を支える内水

や長い海岸線 

Policy support  
支援政策 

Investment in 
Infrastructure: Mega 

Food Parks, Cold Chain, 
Abattoirs, Agri. Export 

Zones 
インフラ投資； 巨大食品

加工団地、低温輸送網、

食肉処理場、農産物輸出

特区 

Launching of National 
Mission on food 

Processing  
国家食品加工業促進プロ
ジェクトの立ち上げ 

Abolition of restrictions 
on FDI, Fiscal Incentives 
食品加工業に対する海外
直接投資 と報奨金の制限

制度の廃止 

Long Term Growth Prospects: Strong Fundamentals 
長期成長の展望：堅固な基盤 



•India’s Food Grain production  increased from 198 MT in 2004-05 to 259.3 MT 
in 2011-12;  Mainly primary processing; scope for value addition   
インドの穀物生産量は、2004-05年の198トンから2011-12年には259.3トンに増加； 
その大半は第一次加工に回される； より付加価値の高い製品を製造できる可能性が
ある。 

Grain processing  
穀物加工 

•With 132.4 MT in 2012-13, India is the largest producer of milk in the world; 
only 35% is processed 
インドは2012-13年に132.4トンの生乳を生産。世界最大の生産国； その内35%しか
加工されていない。 

Milk and Milk products 
生乳と乳製品 

•India is the world’s second largest producer of fruits and vegetables; High 
wastage 5-18%: Scope for increase in Processing 
インドは世界第2位の野菜・果物生産国； 廃棄率は5-18%と高い； 加工品増産の余
地がある。 

Fruit and Vegetables 
野菜と果物 

•With 8.9 MT production in 2011-12, India is the second largest producer of fish 
in the world; Demand for protein intake; Cheaper  protein option 
2011-12年には8.9トンを生産。インドは世界第2位の海産物生産国； たんぱく質供給
源としての需要； 廉価なたんぱく質供給源。 

Marine products 
海産物 

•Among the fastest growing segments in India; it includes; Packaged Food, 
Aerated Soft Drinks, Packaged Drinking water, Alcoholic Beverages. 
インドの食品加工業において最も急速に成長している部門； 加工食品や炭酸飲料水、
ペットボトル飲料水やアルコール飲料を含む。 

Consumer food 
消費者食品 

•India is the largest producer of buffalo meat (1.5 MT) and the second largest 
producer of goat meat (0.9 MT): FAO-2011; Large export market 
インドは世界最大の水牛肉生産国(1.5トン)で世界第2位のヤギ肉生産国でもある(0.9
トン)； 2011年食品農業機関の報告より； 大きな輸出市場。 

Meat and Poultry 
食肉、鶏肉 

Growth triggers for Major Segments 
食品加工部門別の成長要因 



Population 

人口  

探究層 

努力層 

中間層 

富裕層 

憧憬層 

貧困層 

予想値 

Advantage India: Population Dynamics (1/3) 
インドの優位性： 人口動態(1/3) 

• Each segment is large enough to support a huge production 
    それぞれの人口グループは、膨大な食品加工品を消費できる規模がある。 
• Sizable Middle class population growing over years 
     巨大な中間層人口は今後も増加すると予測されている。 

Population in Million 
単位： 100万人 



Advantage India: Incentives (2/3) 
インドの優位性 : 財政優遇策 (2/3) 
 Automatic approval of FDI up to 100% equity except a few  items reserved for 

SSI; Repatriation of Profit permitted; 
小規模事業者を保護するために指定された産業分野以外について、100%海外直接
投資を自動的に承認する； インド国内で上げた利益の本国送金も許可。 

 A priority sector: New Manufacturing Policy and Make in India campaign; 
最優先分野： 新しい製造業政策-2011年 

 Project imports for Food Product machineries at concessional custom  duty; 
食品加工機器について輸入関税の譲歩を検討。 

 Income Tax exemption on the profit from the business of FP, Dairy, Poultry & 
Meat Products; 100% for 5 years and 25% for next 5 years; 
酪農、養鶏、食用肉の加工事業に対し、最初の5年間は所得税を100%免除。次の5
年間は25%の免税。 

 Investment-linked tax incentives of 100% deduction of capital expenditure for 
Cold Chain Units, warehousing facilities for storing agricultural produce;  

低温流通関連施設、農産物保管倉庫などへの設備投資については、投資関連税が
100％免除される。 

 Cold Chain and dairy machineries exempted from Excise Duty 
低温流通や酪農関連機器にかかる物品税を免除。 

 Nil or lower excise duty on Food Products. 
加工食品は免税か、低い物品税率が適用される。 



Advantage India: Proactive support   (3/3) 
インドの優位性： 積極的な政府支援(3/3) 
 Paradigm shift in Govt.  Strategy: Development & Regulation 
政府戦略の根本的な転換： 発展と規制 

  

 Catalyzing private investment/民間からの投資を触媒する: 

 Mega Food Park/巨大食品加工団地の建設 

 Cold Chain/低温流通網の整備 

 Special Economic Zones /経済特別区の設置 

 Agri Processing Zones/農産物加工区の指定 

 R&D and Skill Development /R&Dとスキル開発 

 

 Integrated Food Law /食品関連の法律を統合:  

 One law Food Safety and Standard Act 2006;  one Regulator FSSAI 
2006年の食品安全基準法が唯一の法律； 単独監督局 - インド食品安全基
準管理局 

 Facilitating Procurement of Raw materials / 原材料調達の便宜を図る 



Cold storage requirements of 61 million MT, as against the present capacity of 
cold storage of 29 million MT  
国内で必要とされる保冷倉庫の保管能力は610万トン。それに対し、現在の保管能力は
290万トン。         (Source: National Spot Exchanges Ltd./出典：ナショナル・スポット・エクスチェンジズ (NSEL)) 

Cold storage gap of about 32 million MT 
約320万トン分の不足。 
Fiscal incentives/税制優遇策:  

 Deduction for expenditure on investment under Income Tax 
納税申告時の投資関連支出控除 

 Exemption of Excise duty on cold Chain Machineries 
低温流通関連機器に課せられる物品税免除 

Investment Opportunities: Cold Chain 
投資機会: 低温流通 



 Cluster based:  “Hub & Spoke” model with CPC at the core and networked by 
PPCs and CCs; Ensures backward and forward linkages:  
部門別に整備： 中央加工センターを中心に第一次加工センターとCC同士をつなぐ流
通網、ハブ &スポークモデルを構築； 円滑な流通を確保。 

 

 Each Park   provides  developed plot/sheds for setting up about  30 processing 
units with all infra facility; Plug & play Model; Typical MFP Project Cost Rs 
2500 Million; 

工業団地ごとに必要インフラを備えた食品加工用工場を建設；進出すればすぐ生産開
始できる；一般的な巨大食品加工団地の建設コストは25億ルピー。 
 

 Government has sanctioned 42 projects 
インド政府はすでに42のプロジェクトを認可。 
 

 A unique opportunity for investors, including foreign investors, interested to 
enter the food processing sector 

食品加工部門への参入に興味を持つ、外国投資家を含むすべての投資家にとってこ
の上ない機会となる。 

 

 

 

Investment Opportunities: Mega Food Park 
投資機会: 巨大食品加工団地 
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Mega Food Parks:  

Layout 




