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インドに関する情報

Country Name

国名

: India

インド

Area

国土

: 3.2 million square kilometers (about 8.8 times the size of Japan and 7th  

largest country of the world)

3百20万㎢ (日本の8.8 倍) インドは世界全体面積の７番目

Population

人口

: 1.3 billion (about 9 times of Japan and 17.86% of total world population)

13億人(日本の約9 倍) インドの人口は世界人口の17.86％を占めます、

Languages

言語

: English, Hindi & other regional and foreign languages

英語, ヒンディー語及びその他複数の各州公用語、その他の外国語も使 用

可

GDP Growth Rate

成長率

: 6.1% (Pre Covid-19)

6.1％（コロナ前予測)

7th Largest country of the world

世界で7番目の人口大国

Huge market / demand

巨大な市場 /旺盛な需要

Young working population

若者の労働人口の多さ

Supportive Government Policies

協力的な政府の政策

Rich natural resources

豊かな自然資源

Fastest growing economy globally

世界で最も急速に成長している経済

Strengths

強み

Japan Business



About existing Japanese companies in India

在インド日系企業

The total number of Japanese

companies registered in India, as of

October 2021, is 1439.

The total number of 

Japanese business 

establishments in India, 

as of October 2021, is 

4790.

日系の会社の約半数、また日系事業所の三分の
二が製造業に携わっています。最近の傾向として
は、日本のサービス業者もインド市場に参入してい
ます。

日系の企業は、自動車産業、電気、インフラ、IT、食品、農業、
エネルギーなど多くの分野に参入しています。

Japan was the 3rd largest investor 

in Indian economy with cumulative 

FDI inflows of USD 30.27 billion 

during 2000–2019, contributing to 

7.2% of India's total FDI inflows 

during the same period.

About existing

Japanese

companies in

India

Source: Embassy of Japan in India, JETRO

出典源：日本大使館、日本貿易振興機構

Japanese companies have expanded in India 

across many sectors such as automobile, 

electronics, infrastructure, information 

technology, food processing, agri-business, 

energy, etc. 

Manufacturing sector accounts for 

half of the Japanese companies and 

a third of the Japanese business 

establishments in India. Further, 

more and more Japanese 

companies have entered the service 

sector as a new trend.

For fiscal year 2022, total 

FDI from Japan to India is 

expected to be USD 1.5 

billion, accounting for 2.6% 

of overall inflow 

日本は、2000 年から 2019 年までの外国直接
投資額累計が 302 億 7000 万米ドルで、インド
経済への 3 番目に大きな投資国であり、同期
間のインドの総外国直接投資額の 7.2% に貢
献しています。

2022 会計年度の日本からインドへの
外国委直接投資総額は 15 億米ドル
と予想され、全体の流入の 2.6% を占
めていました。

2021 年 10 月現在、インドで登録されている日本企業総
数は1,439 件でした。

2021 年 10 月現在、インドにおける
日系事業所総数は4,790件でした。



Presence of Japanese Companiesin India
インドにおける日本企業の存在感

Reason for growth of Japanese companies in India

インドで日系企業が増えるわけ

Many Japanese companies are seeking new markets outside  

Japan because in Japan, the population is decreasing and  

market is shrinking. Till now, only the big companies have  

been entering into India. However, considering the shrinking  

market in Japan, even medium and small companies are now  

starting to do business in India. Many of these innovative  

medium and small companies have globally competitive  

technologies and show potential to drive Japan’s economic  

growth in the future.

インドには日本のテクノロジーが必要であり、若くて技術力
のあるインド人人材が豊富であり、政府は政策的に日本企
業の進出に対して有利な条件を提供しております。

• Special Economic Zones for Japanese Companies

インド政府は日系企業に有利なインフラを整えています。

インドには、日系企業にビジネスチャンスを創設し、日 本企
業に必要な情報を提供する組織が複数存在します。

- Support from both Government and Private  

organizations

官民のサポート体制が整っています。

- Japan business centres

日系ビジネスを支援する組織があります。

- Japanese Hotels, Guest houses, Restaurants, Schools

& shops for daily requirements

日本人向けホテル、ゲストハウス、レストラン、学校、 食
材店があります。

- Japanese speaking professionals to abridge the

business and cultural differences of both countries

ビジネス・文化の橋渡しの出来る日本語を使える人材が
います。

- Japanese communities, Art & Culture foundations

各種日本人団体、日本・インドの芸術・文化の促進団体
があります。

日本の人口は減少しており、日本の市場規模も減少しています。
日本の企業は国外に市場を求めています。現在までの所、イン
ド市場に参入した日本企業は大企業が中心です。しかし、 日本
市場の規模の減少のため、日本の中小企業はインドに進出し
始めています。多くの中小企業はすぐれた競争力のある技術
を持っており、今後の日本とインドの経済に貢献するものと思わ
れます。

日系企業向けの特別経済区があります。

- Corporations which provides Business development &   

other important information to Japanese Companies

• Exclusive Infrastructure for Japanese people such as

India offers a huge market for Japanese companies 

such as

インドは日本企業にとって大きな将来性を秘めたマーケッ

トです。

• High demand for Japanese technology, young & 

skilled workforce, Supportive Government Policies



Initiatives taken by Governments of India &Japan for making it

easy for Japanese companies to do business in India
インド政府・日本政府は日本の企業がインドでビジネスをしやすい環境を造るための施策 を促進して
います。

世界銀行が発表したビジネスのしやすさランキング（192カ国中）

で、インドは63位に位置しており、2018年の調査時から14位向

上しています。インドのナレンドラ・モディ首相は、インドがトップ

50に入りする事を目指して努力しています。日本企業のインドで

のビジネスを促進をするため、インド政府と日本政府はいくつか

の取り組みを行っています。

インドと日本の関係を強化するための両国政府による二国間
の努力は、ビジネス・パートナーシップの相乗効果、投資促進、
日本からインドへ投資できる環境づくりです。

2022 年 3 月に初めてインドを訪問した岸田文夫首相は、今後 5 
年間で 420 億米ドルを投資することを約束しました。資金は相
互に関心のある公共、および、民間プロジェクトに使用されます。

• Relaxation of Foreign Direct Investment (‘FDI’) rules in India

• ‘Japan Plus’, a special management team formed in 2014  

to facilitate investment into India from Japan

• Development of 12 Japanese Industrial Townships (JITs) 

across 8 states in India, having 114 Japanese companies 

as of December 2021. These townships have world-class 

infrastructure facilities, plug-in-play factories and 

investment incentives for Japanese companies, especially 

those in manufacturing line of business

• The 14th India-Japan Annual Summit held in Delhi, India in 

March 2022 where Prime Ministers of both countries vowed 

to take India-Japan trade ties to the next level. The leaders 

acknowledged that the investment target of JPY 3.5 trillion 

announced in 2014, has been achieved.

• Bilateral efforts from Governments of both countries 

to strengthen India – Japan relations by synergising 

business partnerships, facilitating investments and 

creating empowering environment in India for 

Japanese investments.

• On his 1st visit to India in March 2022, Japanese Prime 

Minister Mr. Fumio Kishida pledged an investment of USD 42 

billion over the next 5 years, to be used to finance both public 

and private projects of mutual interest.

• ‘Make in India’ scheme, offering benefits to foreign  

companies for setting-up manufacturing operations in  

India. Japan has contributed substantially to the said 

scheme. Significantly low tax rate on new companies which 

commence manufacture on or before 31 March 2024

「ジャパン・プラス」は日本からインドへの投資を促進するため2014
年に特別マネジメント・チームが結成されました。

インドはインドへの直接投資規則を緩和します。

2021 年 12 月現在、インドの 8 つの州に 12 の日本工業団地
(JIT) が開発され、114 の日本企業が進出しています。これら
のタウンシップには、世界クラスのインフラ施設、プラグ・イン・
プレイ工場があり、日本企業、特に製造業の企業向け投資優
遇措置があります。

2022 年 3 月にインドのデリーで開催された第 14 回日印年
次サミットでは、両国首相が日印貿易関係を次のレベルに
引き上げることを誓いました。首脳陣は、2014年に発表さ
れた3.5兆円の投資目標が達成されたことを認めました。

India stands at 63rd position in the World Bank’s ease of 

doing business rankings (out of 192 countries), which is an 

improvement by 14 positions since 2018. India Prime 

Minister Mr. Narendra Modi is working hard to see the 

country in top 50. Some initiatives taken by the Governments 

of India and Japan to encourage Japanese companies to do 

business in India are:

• Japan International Co-operation Agency (JICA) expects to 

fund USD 3 billion worth of projects in India in 2022-23. JICA 

is also financing other mega infrastructure projects such as 

the Mumbai-Ahmedabad Shinkansen (bullet train) project 

and the Mumbai Trans Harbour Link.

国際協力機構 (JICA) は、2022 年から 2023 年にかけ、インド
で 30 億米ドル相当のプロジェクトに資金を提供する予定です。
JICAは、ムンバイ・アーメダバード間新幹線（弾丸列車）プロ
ジェクトやムンバイ・トランス・ハーバー・リンクなど、他のメガ・
インフラ・プロジェクトにも資金を提供しています。

Make in India 計画は、インドで製造業務開始をのために
外国企業に利益をもたらします。日本は、この計画に大き
く貢献してきました。2024 年 3 月 31 日以前に製造を開始
する新会社に対して大幅に低税率が適用されます。



Japan Chamber

of Commerce and 

Industry in 

India(JCCII)

インド日本商工会
(JCCII)

Cross Border

Associates 

Germany

(CBA),

クロスボーダー・
アソシエイツ (CBA)

、ドイツ

Prime Advisory

Network (PAN),

London

プライム・アドバイ ザ
リー・ネットワー ク

(PAN)、英国

About KrayMan Consultants LLP
弊社クレーマン・コンサルタンツに関しまして

弊社は、主に在インドの日系企業を顧客とする、会計・経営コンサルティング会社です。また、ヨーロッパ・アメリカの多国籍企業のビジネ
ス・ニーズにも対応しております。当社は、豊富なコンサルティング経験と業界経験を持つプロフェッショナルによって設立されました。公
認会計士、カンパニー・セクレタリー、弁護士、MBAなどの専門家で構成されたチームは、アドバイスの面で大きなネットワークと能力を有
しております。

定期的に最新情報をお届けしております。最近の出版物の一部をご覧になりたい方は、当社のウェブサイトをご覧ください。

http://www.krayman.com/jp/

An Organisation of more than  

400 Japanese companies  

working towards the welfare of  

Japanese companies in India

Specializing in mergers &  

acquisitions activities having  

presence in 106 countries

A network of Accountants and

Lawyers with presence in more

than 60 countries

We are an accounting & management consulting firm working mainly for Japanese companies in India. We also serve 

European and American Multinational Companies for their business needs. We are founded by professionals from rich 

consulting and industry experience. We have a team of professionals including Chartered Accountants, Company Secretaries, 

Lawyers and MBAs having significant network and capability in terms of advisory

We are members of following associations:

弊社は、以下の団体のメンバーとなっております。

が拠点のM&A活動に特化し
た団 体であり、106カ国以上
が参加 しております。

が拠点の会計士及び法律家
の団 体であり、60カ国以上が
参加し ております。

400社以上の日系の会社が加
盟 しており、日本企業の活動
支援 をしております。

We share key  updates on a regular basis. To have a look at some of our recent publications, please visit our website:

http://www.krayman.com/jp/

In addition, we are member of the esteemed Tax Committee of JCCII

また、私たちはJCCIIの認知された税務委員会のメンバーです。



Our Service Offerings

弊社の提供しております業務内容

India-Entry Services

インド参入業務

Consulting  

Services for market  

entry options in  

India

インド市場参入の

ための助言業務

Comparison of  

different market  

entry options

市場参入方法比

較 検討

Evaluation  

of regulatory  

environment,  

tax and other  

government

policies

諸規則、税制及び

政府方針の査定

Screening of  

partners /  

acquisition targets

業務提携先選別/

合 併対象先選別

Market Search,  

Feasibility 

study  and 

location  

analysis

市場調査、事前調

査、地理的条件の

分析

Analysis of tax-

efficient funding  

structures and  

repatriation  

strategies

税制的に有利な

資 金調達及び本

国へ の資金還流

戦略

Audit, Tax & Regulatory Services

監査、税務、法務関連業務

Setting up of company,  

branch and liaison office in  

India

インド国内における会社、支

店、駐在員事務所の設立

Book-keeping & Accounting

記帳・会計業務

Audit services

監査業務

Corporate Secretarial &  

Regulatory Services

役会などの会社秘書業務、諸

規則に関する調査業務

Obtaining tax & other  

registrations in India

インド国内における税、その

他の登録業務

Tax Advisory, Compliance 

&  Representation

税務助言、法令遵守、委託代

理業務

Payroll, Labour laws & 

Human  Resources

給与支払い、労働法、人事

業務

Corporate Finance, Planning  

& Strategy

コーポレートファイナンス、 計

画、戦略策定業務

Transaction Services

業務サービス

Mergers, 

acquisitions,  joint 

ventures, and  

strategic alliances

合併、買収、合弁、戦

略的提携

Setting up of  

dealership /  

distributorship network

特約販売店契約、代

理店網構築と契約

Due Diligence  

including financial,  

tax, commercial,  

operational, legal, &  

Human Resources

財務、税務、商業取

引、法務、人事等契約

などに関する内容精査

Valuation including  

business & asset  

valuation

事業及び資産評価

Negotiation,  

documentation & deal  

closure

各種交渉事、書類作成

業務、撤退業務



Our Strengths

弊社の強み

Experience of serving Japanese clients

through dedicated Japan Desk

選任のジャパン・デスクによる日本企業取
引

Single shop-stop for all advisory

& compliance requirements of

Japanese companies in India

インドにおける日系企業様への助言業
務、遵守事項確認業務の窓口

High quality of services at

reasonable cost

質の高い業務提供と合理的な価
格設定

Strong team of qualified

professionals having expertise in

serving Japanese companies

日系企業担当経験の豊かなプロ・
チーム



Yukihiko Yamada

山田幸彦

Feedback /Testimonials

お客様からのフィードバック例

www.krayman.com/jp/ 

Contact Us

Naoki Yamada

山田直輝

naoki.yamada@strada-tax.jp

+81 80 69687270

C/O Strada Group Corp

501 Auto X Kudo Building, 

2-11-2 Nihonbashi-Kaigaracho, 

Chuo-ku, Tokyo, 103-0014, Japan

japandesk@krayman.com

+91 9911450283

Please visit our website for details.

‘We appreciate your continuous support. Your updated information on tax and accounting in India is 

very useful. We rely on your support .’

- Japanese multinational group engaged in the business of Confectioneries 

継続的な支援に感謝しております。インドの税と会計に関する新しい情報は大変役に立っています。御
社のサ ポートを信頼しています。 日系の多国籍製菓業者

‘We had a wonderful experience with KrayMan. The quality of services is excellent. We never had to 

follow up, team has always been quick in responding and understanding their responsibilities.’

- Japanese group engaged in distribution of Electronic Equipments

クレイマンを通じて良い経験をしました。外部業者に業務委託したと言う印象ではありませんでした。サー
ビ スは高品質でした。自社から催促をする事はありませんでした。弊社チームの対応は早く、良く理解して
貰 え、責任感が感じられました。

‘We are highly satisfied with your working and expect the same support in future’

- Japanese Group engaged in Logistics.

御社の働きぶりに十分満足しており、今後お同じサポートを得られる事を期待しています。日系の運輸会
社

Japan Office India Office

KrayMan Consultants LLP

1170 A, 11th Floor, Tower B1, 

Spaze i-Tech Park, Sector 49 

Sohna Road, Gurugram, 

Haryana – 122001, India
Shohei Miyaguchi

宮口奨平

shohei.miyaguchi@strada-bs.jp

+81 80 50104228

Manan  Agarwal (JLPT N5)

マナン・アガルワル

manan.agarwal@krayman.com

+91 9971698268

Hisako Sugawara 

菅原 久子

hisako.sugawara@krayman.com

+91 9560205244

http://www.krayman.com/jp/
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