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　ここ数年、ASEANへの注目が高まっており、ジェトロ愛媛にも多くのお問い合わせをいただいてお
ります。そうした中「2016年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」の結果が発表されました。
この調査はジェトロが1987年度より毎年実施しているもので、2016年度も10月～11月にかけて、現地進
出日系企業を対象に行いました。

（詳細：https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/01/6f26fd5b57ac7b26.html）
　調査結果をみると、現地進出日系企業の景況感も上昇、事業拡大意欲の低下についても底打ちの兆し
が見え、今後ASEAN域内での日系企業の活動は活発化していくものと思われます。
　調査結果について以下のとおりまとめましたので、皆様のビジネスの一助となれば幸いです。
１．2016年は42.9％の企業が「増益」、新興国の景況感が上昇
　営業利益は、2016年度に続き2017年度も４割以上の企業が「改善」を見込んでいます。2017年度の景
況感を示すDI値（営業利益が前年比で「改善」した企業の割合から「悪化」した企業の割合を引いた数値）
も36ポイントとなり、2016年度見込みと比べ17.3ポイント上昇しました。国・地域別に見ると、ラオス
以外は軒並み改善し、特にミャンマー、カンボジア、バングラデシュ、インド、ベトナムなどの新興国
では、DI値が50ポイントを上回るなど景況感の改善が顕著でした。
２．中国、ASEANで事業拡大意欲の低下に底打ちの兆し。南西アジアは低下続く
　今後１～２年の事業展開の方向性についてみると、全体では「拡大」とする企業の割合は52.2％とな
り、2015年度（51.2％）から1.0ポイント上昇しました。中国は、「拡大」が３年ぶりに上昇（2.0ポイン
ト）し40.1％となっています。「拡大」の割合を東南アジアと中国で比較すると、2012年度に中国が急
落し、以後東南アジアが中国を上回る状態が続き、2016年にその差は15.3ポイントとなっています。なお、
事業拡大意欲が相対的に高いのは、ミャンマー（79.7％）、カンボジア（72.5％）、パキスタン（71.0％）、
インド （70.7％）などでした。
３．黒字企業が微増、赤字企業が微減
　 2016年度の営業利益（見込み）を「黒字」とした企業の割合は62.8％で、2015年度調査（62.2％）から0.6
ポイント上昇しました。国・地域別では、フィリピン（77.5％）で黒字企業の割合が高くなっています。
４．賃金上昇は最大の経営課題だが昇給率の高騰は概ね終息へ
　経営上の問題点では、「従業員の賃金上昇」を挙げる企業が全体では最も多く（65.3％）、2016年度の
昇給率（前年度比、全業種平均）はパキスタン、ミャンマー、インドネシア、インドの４カ国で、10％
台を記録したものの、昇給率は多くの国・地域で近年の実績を下回る見込みです。
５．ベトナムで現地調達率の伸びが顕著、中国の現地調達率は７割に迫る
　材料費の低減に向け「現地調達率を引き上げる」方針を示した企業の割合は、全体の72.0％に上ります。
現地調達率を経年変化でみると、中国、タイ、インド、ベトナム、フィリピンで現地調達率が2010年度
比で上昇し、特にベトナムの伸びが顕著でした。
　なお、ASEAN主要国では、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピンにおいて中国
からの調達率が上昇するとともに、インドネシア、マレーシア以外は日本からの調達比率が低下してい
ます。

アジアにおける進出日系企業の動向について
～2016年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査から～

日本貿易振興機構（ジェトロ）
愛媛貿易情報センター　所長　鈴木　隆之
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はじめに

　少子高齢化の進展に伴い、国内市場の縮小が見込ま

れる中、本県企業の海外での販路開拓は重要な課題で

あることから、県では経済成長著しい東アジア地域を

当面のターゲットとし、営業活動を精力的に展開する

ことで「実需の創出」に取り組んでおります。

　特に、ものづくり分野においては、県内企業が有す

るオンリーワンの高い技術や優れた製品等を、『愛媛

のものづくり企業「スゴ技」データベース』として収

録し、知事を先頭に、県の営業本部職員が、本データ

ベースを営業ツールに、国内外に広くPRすることで、

愛媛の技術力を対外的に広くアピールし、県内ものづ

くり企業の取引促進を図っています。

　主な取り組みとしては、2012年の台湾を皮切りに、

インドネシア、ベトナムなど、東南アジアを中心に、

県内経済団体や地元金融機関とも連携した、愛媛独自

の多面的サポート体制で、経済交流ミッションの派遣

を実施してきており、県主催で県内企業と現地企業と

のマッチング商談会を開催してきています。昨年度は、

タイ、ミャンマーで商談会を開催し、タイではタイ工

業省と「経済連携に関するMOU」を締結するなど、県

内企業の海外進出の道筋を付ける環境づくりにも注力

してきています。海外での事業展開は、法律や商習慣

等が異なるため、安易に取り組むと大きなリスクを負

う可能性があり、県が県内企業の事業ニーズに見合う、

且つ、信頼できる相手方との商談機会を提供すること

で、一事業者のみで取り組む場合のリスクを回避し、

より効果的なビジネスマッチングを実施しています。

　先般、今年の１月16日から20日にかけて、県商工会

議所連合会が実施したフィリピン経済交流ミッション

に、県のほか、本県企業関係者や商工会議所関係者、

金融機関など総勢65名が参加し、ミッションとして同

国を初めて訪問しました。

　今回の訪問では、①ものづくり分野のビジネスマッ

チング商談会を開催、及び知事のトップセールス、②

フィリピン経済特区庁（PEZA）との「経済連携に関

するMOU」の締結、③貿易産業省及びエネルギー省

副大臣への表敬訪問、④大手企業を多数傘下に持ち国

内最大とも言われているアヤラ財閥CEOとの意見交

換、⑤フィリピン日本人商工会議所やマニラ日本人会、

現地日系企業等との交流、⑥本県から進出している渦

潮電機の電動三輪車両生産工場視察などを行って参り

ましたので、その中から主な内容をご報告します。

愛媛県フィリピン経済交流ミッションの派遣について
～成長著しいフィリピンにおける“ものづくり”商談会の開催と

フィリピン経済特区庁（PEZA）とのＭＯＵの締結～

愛媛県 経済労働部 産業政策課 スゴ技グループ
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フィリピンの市場概況

　1990年代まで、フィリピンの経済成長率は、東南ア

ジア諸国連合（ASEAN）の中で低位でしたが、その後、

経済成長率が好転して2012年以降の経済成長率は東南

アジアの中でも際立っています。

　フィリピンの人口は、JETROのHPによると、2014

年に１億人を突破しています。人口規模で言えば、

ASEANの中ではインドネシアの２億5,000万人に次ぐ

規模です。ただし、何より若い世代で構成されている

のが同国最大の強みであり、全国民の平均年齢は約23

歳と、生産年齢人口に占める割合が圧倒的に大きく

なっています。

　しかも、その出生率は3.08人と、東南アジアで最も

高い数字を誇っており、今後も2050年頃まで人口ボー

ナス期が続いていく見込みで、豊富な労働力の供給が

長期的に期待できる国は、東南アジアの中でも唯一、

フィリピンだけです。

　また、フィリピンの経済規模は、ここ10年間で約３

倍に伸びており、IMF（国際通貨基金）のデータでは、

2020年にはタイと同規模になると予測されています。

　さらに、直近の製造業賃金上昇率が、周辺国（イン

ドネシア、ベトナム）の年率10％超に対し、５％未満

と上昇率が低いことも魅力の一つです。

　そのうえ、フィリピンは、アジア最大の英語圏国。

公用語の一つとして、学校教育でも英語が広く用いら

れ、国民の９割以上が英語を話しています。英語ので

きる質の高い労働力が確保できることから、最近では

コールセンターなど、BPO（ビジネス・プロセス・ア

ウトソーシングの略。総務、人事、経理に関連する業

務、コールセンターやソフトウェアのプログラミング

などの業務外部委託）拠点としての注目が高まってい

ます。実際、フィリピンの産業構造については、これ

まで農業が主要産業でしたが、近年はBPO産業の発展

によりサービス産業の比重が高まってきています。

フィリピンの首都マニラ中心部の遠景

商談会

　今回、マニラ市内におけるビジネス・商業の中心と

なっているマカティエリアのニューワールドマカティ

ホテルにおいて商談会を開催しました。

　ビジネス商談会には、食品加工や農水産物選別など

の機械製造を行っているエヌエスコーポレーション、

医薬品製造設備メーカーの㈱トップシステム、フェイ

スマスクやキッチンペーパーなど紙加工品を扱う服部

製紙㈱など、県内ものづくり企業６社が参加し、現地

企業と商談を行いました。参加いただいた企業の中か

らは、今後につながる手応えを感じたとの声を頂戴し

たところであり、県としては、今後金融機関等とも連

携しながら、１件でも多く成約につながるよう粘り強

くフォローしていきたいと考えています。

個別商談会の様子

知事のトップセールス
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MOU（覚書：Memorandum of Understanding）

　今回、フィリピンとの経済交流を深めていく本県

ミッション団の派遣を、現地政府と調整する中で、フィ

リピン経済特区庁（PEZA）からMOU締結に関する

提案がありました。

　MOUの内容は、①既存の投資の取組み、並びに新

たなマッチング機会の創出の強化、②PEZAへの投資

を希望する本県企業の支援を目的としております。

　PEZAは、フィリピン貿易産業省傘下の投資促進機

関であり、同国へ投資する外資企業に対して、法人税

の免除など手厚い優遇措置のほか、各種手続きのワン

ストップサービスを提供しており、今回のMOU締結

による本県独自のスキームとして、投資やマッチング

を希望する本県企業に対し、PEZAと本県の双方が、

精度の高いマッチング機会を提供することとしており

ます。

　また、本県企業がフィリピンで事業展開をする場合

に立ち塞がる、日本と異なる煩雑な仕組みや、不透

明な商慣習などの障壁についても、PEZAは、24時間

365日のいつでもサービスを受け付け、クリーンなサ

ポートをしていただけることを確認することができ、

大きな期待を寄せています。

　なお、PEZAが、日本の自治体とMOUを締結する

のは、昨年１月に大阪府と締結したのに続いて２例目

となります。

　もちろん、MOUを締結することがゴールではあり

ませんので、今後の具体的事業内容については、これ

から双方で協議し、詰めていくこととしておりますが、

今回の締結を契機に、フィリピン政府と本県との両者

間で、コミュニケーションを密にとり、本県企業のニー

ズに寄り添う形で、「新たなビジネス展開支援」に取

り組んで参りたいと考えています。

まとめ

　今後も経済成長が見込まれるフィリピンでは、国内

の第二次産業を強く育てていくとの考えがあるため、

新たな産業政策が打ち立てられ、日本の優れた技術力

を必要とする状況が生まれてくるものと感じており、

そうした際は、バラエティに富んだ県内中小企業の技

術力が、フィリピンの産業振興に大きな役割を果たす

可能性があり、今回の訪問を機に、同国政府と本県の

双方が、強固なパートナーシップのもと、県内企業の

販路開拓等をサポートすることにより、同国での事業

展開を促進し、本県経済の活性化に寄与する好循環が

生じるよう、しっかりと「補助エンジン」としての取

組みを進めていきたいと考えています。

渦潮電機㈱　電動三輪車両　生産工場視察

愛媛県とPEZAとのMOU調印

愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課
〒790−8570　松山市一番町4−4−2
TEL：089−912−2473　FAX：089−912−2259
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株式会社　愛媛銀行

１．概　要　（平成28年９月30日現在）
所　在　地：愛媛県松山市勝山町２丁目１番地
創　　　業：大正４年
資　本　金：191億14百万円
預　金　等：２兆1,654億円
貸　出　金：１兆5,289億円
店　舗　数：103店舗（本支店95、出張所８）
行　員　数：1,419名

２．沿　革
大正４年（創業） 東豫無尽蓄積株式会社設立

昭和18年３月 愛媛県内の無尽会社５社が合併し、愛媛無尽株式会社を設立

昭和26年10月 相互銀行に転換、株式会社愛媛相互銀行に商号変更

昭和47年２月 株式を大阪証券取引所市場第１部に上場

昭和48年１月 愛媛県指定代理金融機関事務取扱開始

昭和50年３月 外国為替公認銀行の許可を取得

昭和60年12月 株式を東京証券取引所市場第１部に上場

平成元年２月 普通銀行に転換、株式会社愛媛銀行に商号変更

平成14年４月 「個人インターネットバンキングサービス」取扱開始

平成17年11月 「法人インターネットバンキングサービス」取扱開始

平成18年11月 関連会社「えひめガイヤファンド投資事業有限責任組合」設立

平成20年４月 インターネット支店「四国八十八カ所支店」開設

平成27年９月 創業100周年記念式典開催

３．業務内容
　預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、その他付随業務

本田　元広
頭取

創業100周年　記念碑 本店外観

会 員 紹 介
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４．主な国際関連業務

「海外進出支援に対する当行の近年の取り組み」
　人口減少、少子高齢化に伴い、国内市場の成長鈍化が予想されるなか、アジアを始めとする新興国の著しい経済
成長を取り込むため、中小企業が海外展開することは非常に重要な課題となっています。
　このような経済の構造的変化に対応するため、海外展開を必要とする企業に対して当行も支援の枠組みとして以
下のような取り組みを行っています。

　直近の取り組みとしては、平成28年12月に中小企業の事業展開先として、大きな関心を集めており、堅調な経済
成長を背景に、国内消費市場が拡大傾向にあるベトナムへの販路開拓支援と進出セミナーを、（独)国際協力機構四国
支部、ジェトロ愛媛と共催のうえ実施しました。今後も、お客様の海外ビジネスに係るニーズにお応えし、海外進
出支援を強化していきます。

平成22年１月 営業統括部内に東アジア業務推進室発足
平成23年８月 「日立キャピタル㈱の海外進出支援サービスへの顧客紹介業務」の取り扱い開始
平成23年10月 国際協力銀行とタイのカシコン銀行が締結した覚書に基づき、同行との提携協力開始
平成23年12月 大和証券㈱とのアジア進出等コンサルティング支援に関する業務協定締結
平成24年３月 ㈱損保ジャパンと海外への進出企業への支援に関する業務協力締結

平成24年７月 ㈱国際協力銀行とインドネシアのバンクネガラインドネシア銀行が締結した覚書に基づき、同行との
提携協力開始

平成25年２月 ㈱国際協力銀行とインドのインドステイト銀行が締結した覚書に基づき、同行との提携協力開始
平成25年７月 ㈱国際協力銀行とフィリピンのメトロポリタン銀行が締結した覚書に基づき、同行との提携協力開始
平成25年10月 ㈱日本政策金融公庫とスタンドバイ・クレジットを活用した海外での資金調達に関する業務提携を開始
平成25年12月 ㈱国際協力銀行とベトナムのベトコム銀行が締結した覚書に基づき、同行との提携協力開始
平成26年２月 経済産業省と外務省を企画主体とする「海外展開一貫支援ファストパス制度」参加機関に加入
平成27年10月 （独)日本貿易保険と業務提携
平成28年６月 ㈱プロネクサスと海外への進出企業への支援に関する業務提携
平成28年７月 SCS 国際コンサルティング㈱と海外への進出企業への支援に関する業務提携

平成28年９月 ㈱国際協力銀行とメキシコのアグアスカリエンテス州、ハリスコ州、グアナファト州、ヌエボ・レオ
ン州及びバナメックス銀行が締結した覚書に基づき、同州政府及び同行との提携協力開始

平成28年12月 （独)国際協力機構（JICA）四国支部と「業務連携・協力に関する覚書」締結

種　　類 内　　容

外国為替
外国送金 海外への送金、日本国内の外貨建送金（インターネットバンキング）
外国送金受取 海外からの送金の口座受取
外国通貨 米ドル、ユーロ紙幣の販売および買取、その他の通貨の紙幣の買取

貿易金融

輸出 輸出信用状の通知、輸出手形の取立、買取
輸入 輸入信用状の発行（インターネットバンキング）、代金決済、輸入ユーザンスの供与

外国為替関係保証 荷物引取保証・入札保証・契約履行保証・前受金返還保証・関税保証などの各種保
証業務

先物為替予約 為替リスクを回避するための輸出入・外貨預金・外貨融資などの取引にかかる先物
為替予約

外貨金融
外貨預金 米ドル・ユーロなどの主要外貨建の預金を取扱。個人向けには自動継続式外貨定期

預金、積立式外貨定期預金を取扱
外貨貸付 資金調達の多様化、為替リスクヘッジのための外貨建貸付
対外貸付 外国企業・海外現地法人貸付

相談、
情報提供

信用調査 海外企業の信用調査や各国の政治・経済・金融などの各種情報サービスの提供
投資・貿易相談 海外投資・貿易に関する相談
ひめぎん外為ニュース 東京外国為替市場・ニューヨーク市場の相場、ユーロ市場の金利動向
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５．経営理念
　　１．ふるさとの発展に役立つ銀行
　　２．たくましく発展する銀行
　　３．働きがいのある銀行

６．創業100年、“殻を破る”未来へ挑戦
「創業者精神について」
　当行の創業は、大正４年に東豫無尽株式会社が設立されたことに始まります。以来、当行は一貫して「無尽」の
精神を忘れることなく地域の発展に寄与してまいりました。「無尽」の思想は「思いやり」であり、またその目的は“助
け合い”、“協力し合い”などの「相互扶助」であります。1,500年前に仏教とともに伝わったとされるこの思想は、
庶民金融の原点であり当行のルーツであります。「お客様を第一に行員を大事にすることが繁盛のもとである」と
いう創業者精神を、私たちは今でも大切に守り続けています。

【当行サービス内容】
貿易取引に関するサポート

・海外企業との取引開始に関するご相談
・海外送金や信用状等の海外との決済方法のご相談
・為替リスクヘッジ、アジア通貨での決済に係るご提案

海外進出・展開に関するサポート
・進出検討地域・国に関する投資環境についての情報提供
・現地の規制、金融・経済状況等の情報提供
・海外で現法設立・再編・撤退に関するご相談
・提携海外銀行・外部専門機関等のご紹介・手続面のサポート
・現地での資金調達に係るサポート

「提携海外銀行・州」

インドステイト銀行

カシコン銀行

ベトコム銀行

アグアスカリエンテス州
ハリスコ州
グアナファト州
ヌエボ・レオン州
バナメックス銀行

メトロポリタン銀行

バンクネガラインドネシア銀行
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５年半の英国滞在を振り返り

　2011年８月、私が「自社のブレンド調味料でイギリ

スの食文化に貢献する」という希望を抱き、初めて英

国に赴任をさせて頂いてから、早くも約５年半が経ち

ました。

　今思い返しますと、英国史、ひいては、世界史にも

残る歴史的出来事が次々と起こる５年半となりまし

た。

　2012年のロンドンオリンピック、エリザベス女王の

ダイアモンド・ジュビリー（即位60周年）、2013年の

ウィリアム王子とキャサリン妃の第一子となるジョー

ジ王子のご誕生、2014年にはスコットランド独立の是

非を問う国民投票など、様々な出来事が起こりました。

　しかしながら、それら一連の歴史的ニュースがかす

むほどの大きな出来事として、2016年、1973年のEEC

加盟より43年続いてきた「ヨーロッパの統合体」崩壊

に歩みを進めた、ブレグジット（EUからのイギリス

脱退問題）の発生でした。

日本食研グループとして

　　～世界の食文化の開拓を目指す～ 

　このような目まぐるしく経済・社会情勢が変わる英

国において、自社は、45年前の創業時より掲げている、

「世界の食文化の開拓者」として、英国食文化に貢献

すべく、日々営業活動を行っております。

　日本食研グループが、英国の食文化開拓への一歩を

踏み出したのは、1990年の事です。

　1989年６月、ドイツにデュッセルドルフ事務所（現

デュッセルドルフ支店）を開設し、そこから定期的に

英国に出張訪問を行い、今でもお取引を継続頂いてい

る某日系会社様とお取引を頂けたのが始まりでした。

　お取引を皮切りに、某日系スーパーでの自社から揚

げの試食販売を通じ、現地のお客様より「本当に美味

しい！」とのお声を頂けた事で、「自社の商品は世界

に通用する味だ！」と確かな手ごたえを感じる事が出

来ました。

　そういった「新たな挑戦」と「小さな成功」をコツ

コツ積み上げた結果、2008年５月、念願の英国、ロン

ドンに事務所を開設するに至りました。

ロンドン支店【外観】

英国の食文化開拓者としての挑戦

日本食研ホールディングス株式会社　ロンドン支店　

 支店長　廣田　耕平

海 外 ビ ジ ネ ス
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　日本食研グループは、常日頃より、経営理念「仕事

で成功することは人類に最大の幸福をもたらす」に基

づき、「何事にも挑戦する組織」「小さい成功をコツコ

ツ積み上げられる事が出来る組織」「所員が仕事を好

きになれるような、社員教育が行き届いた組織」等、

どのような事を指針として企業経営を行うべきかを、

様々な形で社員に示してくれております。

ロンドン支店の活動【得意先への体験学習会】

　たとえ、場所を英国に移したとて、その根本となる

経営理念は変わりません。私を始め、当社、ロンドン

支店の所員は、「日本食研イズム」を、英国の市場・

社会環境に適応させ、体現する事が成功の鍵になると

信じ、試行錯誤を重ねております。

英国の食事情と日本食の可能性

　英国の食事情について、一般的に知られているのは

「あまり美味しくない」「味気のない伝統的な料理しか

ない」など、マイナスのイメージをもたれがちですが、

近年、首都であるロンドンを中心に、そのイメージは

急速に払拭されつつあります。

　ロンドンでは、2017年現在、約21,000軒を超える外

食店がひしめいており、伝統的なイギリス料理は勿論、

モダン・ブリティッシュといわれる近代イギリス料理、

フランス料理、イタリア料理、中華料理、ギリシャ料

理やトルコ料理、モロッコやエチオピアなどのアフリ

カンなレストランまで、ロンドンにいる人の国籍の数

と比例するように、様々な国の食文化が融合した、極

めて多様な食文化が集う場所となっております。

　様々な人種が集う事から、その情報の発信力・影響

力の大きさは欧州の中でも随一。外食業界でも、ロン

ドン出店を欧州での市場拡大の第一歩と捉え、挑戦す

る企業が増えつつあります。

Fish & Chips を提供するロンドンのシーフードレストラン

　中でも、日本食の人気は非常に高く、日系資本の出

店も増え、ロンドンでの日本食市場の裾野は着実に広

がっているのを実感致します。今や、ロンドンだけで

日本食レストランの数は500店舗を超え、中でもラー

メン（ロンドンでは主にとんこつラーメンが一番人

気）ブームと呼べるほど、多くの日本出資のラーメン

専門店が出店しており、そのブームは他の欧州各国に

も広がりを見せつつあります。ラーメンだけでなく、

「うどん専門店」、「焼肉専門店」、「カレー専門店」な

ロンドン支店【オフィス内部】
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ど、一つのジャンルに特化した専門店が台頭し始めて

いる事から、今後、より日本の食文化の広がり、ひい

ては、ビジネスチャンスが広がる事が大いに期待され

ます。

日本のブレンド調味料メーカーとしての使命

　　～英国伝統料理と日本食の融合～

　そういった日本食文化の広がりが起こり、専門店の

チェーン展開が進むにつれ、必要となってくるのが、

「味の均一化」、「機能性」、「簡便性」。そこで、自社の

「ブレンド調味料」の出番となって参ります。

　自社の強みは、原材料を世界中から調達し、それら

の中から厳選した素材を選別・配合し、そして製品化

することが出来る、「ブレンド調味料メーカー」だか

らこそ出来る、高品質の「モノ」作りが出来る点。そ

の出来上がった「モノ」を、英国の食文化へと浸透さ

せていく役割を担うのが、我々「ヒト」である自社ロ

ンドン支店社員の使命となります。

日本食研ロンドン支店の営業活動

　イギリスの伝統的な料理として、まず一番に挙げら

れるのが「Fish & Chips（たらのフリッターに、大量

のポテトチップスが供された物）」。

　2008年からの営業努力が実り、近年、自社の天ぷら

粉をFish & Chipsに使ってくれる現地のお客様も少し

ずつですが、確実に増えております。

当社のてんぷら粉使用のFish & Chips

　「英国伝統料理と日本食の融合」が、言葉だけでは

なく、形として現れ始めていることに喜びをひしひし

と感じながら、この喜びをコツコツ、一つ一つ積み上

げていく所存です。

　自社商品が「英国と日本の食文化の架け橋」の一助

となれる事、ひいては、英国に住むすべての人々の胃

袋を満たし、英国の人々に幸福（しあわせ）をもたら

せる企業となれる事を最終目標として、今後も日々、

英国での営業活動に邁進して参りたいと思います。

展示会にて
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　日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易情報センター
と愛媛県産業貿易振興協会は、愛媛県内企業の国際経
済取引の状況（貿易取引や海外進出など）について、
実態を把握するために実施しているアンケート方式に
よる調査を今年も実施しました。
　本調査は1995年から実施していますが、今回の調査
概要および結果について「愛媛県国際取引企業リスト」
として冊子とともに以下のホームページでも公開して
います。
愛媛県産業貿易振興協会：http://www.ehime-sanbokyo.jp/

１．調査の概要
⑴　アンケート調査結果

今回調査 （前回調査）
送付先数 664社 （719社）
回答数 631社 （662社）
回答率 95.0% （92.1%）
有効回答数

（リスト掲載企業数） 608社 （596社）

有効回答率 91.6% （82.9%）

⑵　調査実施期間
　2016年11月～12月
　（前回調査　2015年11月～12月）
⑶　調査内容
　A．貿易取引の状況
　　 輸出・輸入の品目・サービスグループと相手国・

地域、取引の形態（直接・間接）
　B．海外進出の状況
　　 進出先エリアおよび国・地域、進出形態、設置年月、

事業内容
　C．海外企業との提携状況
　　 提携先エリアおよび国・地域、提携形態、提携内容
　D．外国人の雇用状況
　　 雇用している外国人の国・地域、雇用企業の品目・

サービスグループ
⑷　調査対象
　 　調査対象は、愛媛県内に本社、支社、工場など設

置する企業。本社等が愛媛県外にある先は、愛媛県
内の事業所が行っている国際取引に限定しています。

２．項目別調査結果
⑴　貿易取引
　Ａ．貿易を行っている企業（表１）
　　⒜ 　「貿易を行っている」との回答は、前回調査の

384社より15社増加の399社。
　　⒝ 　輸出取引企業の比率は全体の70.4％、輸入取

引企業は71.9％、輸出入両方は42.4％。

　
　Ｂ．取引形態別の輸出入取引の状況（表２）
　　⒜ 　輸出取引企業は、直接取引が前回より３社減少

して全体との割合は3.0ポイントの低下、間接取引
は９社増加して1.9ポイントの上昇、直・間併用も
４社増加して0.1ポイントの上昇となっています。

　　⒝ 　輸入取引企業は、直接取引が前回同数の135
社ながら割合は0.5ポイントの低下、間接取引は
６社増加して1.9ポイントの上昇、直・間併用
は２社減少の1.0ポイント低下となっています。

　

　Ｃ．エリア別の輸出入取引状況（表３−１）
　　⒜ 　輸出取引相手エリアは、アジアが前回より

12社増の253社で全体との割合も0.2ポイント上
昇、北米は87社で１社増ながら0.6ポイントの
低下、欧州は前年同数の79社で0.7ポイントの
低下。しかし、上位３地域が前年度と同順位で
81％超を占めています。

　　⒝ 　輸入取引相手エリアでは、アジアが前回同
数の243社ながら割合は0.6ポイント低下、北米
が１社減の60社で0.3ポイント低下、欧州は２
社増の57社で0.3ポイント上昇となり、輸出同
様この３地域で0.6ポイント低下するも全体の
86％超を占めています。

愛媛県内企業の貿易・投資等実態調査結果について
「愛媛県国際取引企業リスト 2017」の発行

愛媛県産業貿易振興協会 

（表１）貿易を行っている企業数
区　　分 今回調査 前回調査

貿易取引企業 399社 384社 
うち輸出取引企業

（うち輸出取引のみ）
281社 

（112社）
268社 

（100社）
うち輸入取引企業

（うち輸入取引のみ）
287社

（118社）
284社 

（116社）
輸出・輸入とも 169社 168社 

（表２）形態別輸出・輸入取引の状況

貿易形態
輸　　出 輸　　入

企業数 割合（%） 企業数 割合（%）

直　　接 111
（114）

39.5 
（42.5）

135 
（135）

47.0 
（47.5）

間　　接 84 
（75）

29.9 
（28.0）

76 
（70）

26.5 
（24.6）

直間併用 79 
（75）

28.1 
（28.0）

72 
（74）

25.1 
（26.1）

無 回 答 7 
（4）

2.5 
（1.5）

4 
（5）

1.4 
（1.8）

計 281 
（268）

100.0 
（100.0）

287 
（284）

100.0
（100.0）

（注）（　　）内は前回調査での計数。以下同様。
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　（表３−１）エリア別 輸出･輸入取引状況
エリア 企業数 割　合（%）

輸
　
　
　
出

アジア 253（241） 49.0 （48.8）
北　米 87 （86） 16.8 （17.4）
欧　州 79 （79） 15.3 （16.0）
中南米 25 （20） 4.8 （4.0）
オセアニア 40 （36） 7.8 （7.3）
中　東 24 （25） 4.7 （5.1）
アフリカ 8 （7） 1.6 （1.4）

計（延企業数） 516（494） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

アジア 243（243） 58.1 （58.7）
北　米 60 （61） 14.4 （14.7）
欧　州 57 （55） 13.6 （13.3）
中南米 22 （20） 5.3 （4.8）
オセアニア 25 （25） 6.0 （6.1）
中　東 10 （9） 2.4 （2.2）
アフリカ 1 （1） 0.2 （0.2）

計（延企業数） 418（414） 100.0（100.0）

　Ｄ．国・地域別の輸出入取引状況（表３−２）
　　⒜ 　輸出取引の相手国は、中国が前回比６社増加

の131社、台湾が３社増の109社、米国も３社増
の79社、韓国が前回同数で75社、シンガポール
は６社増の73社、香港が５社増の69社など、各
国とも増加する中、上記以外のその他も42社増
加の567社となり、全体で65社増加の1,103社と
輸出を行う延べ企業数全体の拡大が見られます。

　　⒝ 　輸入取引では、中国が前回比６社減の174社、
韓国が１社増72社、米国が１社増57社のほか、
上位以外の台湾以下その他の国・地域は14社増
の404社となるなど、輸入取引を行う延べ企業
数も、輸出ほどではありませんが、10社増の
707社と増加しています。

　Ｅ．品目・サービスグループ別の輸出入取引企業数（表４）
　　⒜ 　輸出については、前回調査と上位の順位に変

動はありませんが、第１位の「農水産物・飲食
料品」は２社増加の85社となるも全体での割合
は0.8ポイント低下して30.2%、第２位「機械・
金属」も２社増加の50社ながら割合は0.2ポイ
ント低下の17.8%になっています。しかし、こ
の２つの品目で全体の48%と半分近くを占める
状況に変化はありません。

　　　 　これに続く第３位の「繊維・繊維製品」が前
回よりも３社減少の23社で割合も1.5ポイント
低下の8.2%となる一方、第４位の「製紙・紙製
品」が３社増加の22社で割合も7.8%と0.7ポイ
ント上昇しています。

　　⒝ 　輸入については、第１位は前回同様「農水産
物・飲食料品」で３社増の62社で全体での割合
も0.9ポイント上昇して21.7%、第２位の「機械・
金属」は２社減の39社で割合も0.8ポイント低
下の13.6%、第３位の「繊維・繊維製品」と「製
紙・紙製品」は、いずれも２社減の28社で割合
も9.8%で0.8ポイントの低下となっていますが、
この４つの品目が輸入全体に占める割合は、1.5
ポイント低下したものの54.9%と過半数となっ
ています。

　（表４）品目・サービスグループ別輸出輸入取引企業数

品目・
サービスグループ別

輸　出 輸　入
企業数 割合（%） 企業数 割合（%）

農水産物・飲食料品 85
（83）

30.2
（31.0）

62
（59）

21.7
（20.8）

石材・陶磁器 4
（4）

1.4
（1.5）

8
（8）

2.8
（2.8）

繊維・繊維製品 23
（26）

8.2
（9.7）

28
（30）

9.8
（10.6）

製紙・紙製品 22
（19）

7.8
（7.1）

28
（30）

9.8
（10.6）

木材・木製品 6
（4）

2.1
（1.5）

13
（13）

4.5
（4.6）

化学製品 14
（14）

5.0
（5.2）

19
（19）

6.6
（6.7）

雑　貨 12
（13）

4.3
（4.9）

18
（18）

6.3
（6.3）

機械・金属 50
（48）

17.8
（18.0）

39
（41）

13.6
（14.4）

電気・電子機器 12
（12）

4.3
（4.5）

15
（13）

5.2
（4.6）

輸送機器 10
（9）

3.6
（3.3）

9
（8）

3.1
（2.8）

その他品目 13
（13）

4.6
（4.8）

15
（15）

5.2
（5.3）

総合流通業 6
（4）

2.1
（1.5）

11
（8）

3.8
（2.8）

運輸・通信・観光 3
（2）

1.1
（0.7）

1
（1）

0.3
（0.4）

建設・土木 3
（3）

1.1
（1.1）

6
（7）

2.1
（2.5）

その他サービス業 18
（14）

6.4
（5.2）

15
（14）

5.2
（4.8）

計 281
（268）

100.0
（100.0）

287
（284）

100.0
（100.0）

（注）１社、１業種で計上。

（表３−２）国・地域別 輸出･輸入取引状況
国・地域 企業数 割　合（%）

輸
　
　
　
出

中　国 131 （125） 11.9 （12.0）
台　湾 109 （106） 9.9 （10.2）
米　国 79 （76） 7.2 （7.3）
韓　国 75 （75） 6.8 （7.2）
シンガポール 73 （67） 6.6 （6.5）
香　港 69 （64） 6.3 （6.2）
その他 567 （525） 51.3 （50.6）

計（延企業数） 1,103 （1,038） 100.0 （100.0）

輸
　
　
　
入

中　国 174 （180） 24.6 （25.8）
韓　国 72 （71） 10.2 （10.2）
米　国 57 （56） 8.1 （8.0）
台　湾 46 （42） 6.5 （6.0）
タ　イ 44 （43） 6.2 （6.2）
ベトナム 40 （39） 5.7 （5.6）
その他 274 （266） 38.7 （38.2）

計（延企業数） 707 （697） 100.0 （100.0）
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⑵　海外進出（海外投資）
　Ａ．海外進出の形態（表５）
　　⒜ 　今回調査では、海外に現地法人や支店、駐在

員事務所などの拠点を設置している企業（進出
企業数）は、前回調査よりも６社増加して124
社となっており、増加傾向が継続しています。

　　⒝ 　内訳では、現地法人が前回調査比４か所増加
の209拠点、支店は横ばいで８拠点、駐在員事
務所は１か所増加の38拠点となっています。

　　⒞ 　全体での海外拠点数は、前回調査の250拠点
から５か所増加して255拠点となっています。

　Ｂ．海外進出のエリア別分布（表６）
　　 　海外進出のエリア別分布状況は、従来同様アジ

アが突出した第１位という状況に変化はなく、前
回よりさらに６拠点増加の209拠点となり、全体
との割合も0.8ポイント上昇して81.2%から82.0%
になっています。

　　 　第２位の北米は、前回と同じく23拠点となり、
第３位の欧州が２拠点減少する一方、第４位の中
南米が１拠点増加しています。

　Ｃ．海外進出の国・地域別分布（表７）
　　 　海外進出の国・地域は、中国と米国が前回調査

と同じ92拠点と22拠点で第１位と第２位は変わら
ないものの、割合は、それぞれ0.7ポイントと0.2
ポイント低下し、36.1%と8.6%になっています。

　　 　また、前回第４位のインドネシアが18拠点から
22拠点に４拠点増加して米国と同じ第２位に順位
を上げ、前回第３位のベトナムは19拠点で増減は
ありませんが第４位に順位を下げています。

　　 　前回第５位のタイは14拠点と前回よりも１拠点　
減少しましたが第５位を維持しています。

　　 　また、前回第６位のシンガポールが２拠点減少
の10拠点で第７位に順位を下げる一方、前回第８

位の香港が３拠点増加の13拠点で、第６位に順位
を上げています。

　Ｄ．品目・サービスグループ別の海外進出企業数（表８）
　　 　品目・サービスグループ別での海外進出企業数

は、前回第１位の「機械・金属」と第２位「製紙・
紙製品」はそれぞれ23社と16社と前回と同じです
が、割合はそれぞれ18.6%、12.9%と0.7ポイント
および0.6ポイント低下しています。

　　 　また、前回第２位の「繊維・繊維製品」が16社
から13社に３社減少して割合も3.0ポイント低下
の10.5%となる一方、第４位であった「農水産物・
飲食料品」が２社増加の16社で、割合も1.1ポイ
ント上昇の12.9%と第２位に上がっています。

　　 　上位４品目・グループで50%超を占める状況は
不変です。

　（表８）品目・サービスグループ別海外進出企業数
品目・サービスグループ別 企業数 割　合（%）

農水産物・飲食料品 16 （14） 12.9 （11.8）
石材・陶磁器 1   （1） 0.8   （0.8）
繊維・繊維製品 13  （16） 10.5 （13.5）
製紙・紙製品 16  （16） 12.9 （13.5）
木材・木製品 3   （2） 2.4   （1.7）
化学製品 5   （5） 4.0   （4.2）
雑　貨 6   （5） 4.8   （4.2）
機械・金属 23 （23） 18.6 （19.3）
電気・電子機器 3  （6） 2.4   （5.0）
輸送機器 2  （2） 1.6   （1.7）
その他品目 8  （8） 6.6   （6.7）
総合流通業 4  （3） 3.2   （2.5）
運輸・通信・観光 5  （5） 4.0   （4.2）
建設・土木 5  （3） 4.0   （2.5）
その他サービス業 14 （10） 11.3   （8.4）

計 124（119） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。

⑶　海外企業との提携（表９）（表10）（表11）（表12）
　 　海外企業との提携は、「代理店契約」が前回と同

じ91件、「委託契約」は５件減少の63件となる一方、
「技術提携」は３件増加の35件になっています。

（表５）海外進出の形態
進出形態 海外拠点数 割　合（%）

現地法人 　209（205） 82.0 （82.0）
支　　店   8　（8） 3.1  （3.2）
駐在員事務所  　38 （37） 14.9 （14.8）
そ の 他   　0  （0） 0.0  （0.0）

計（拠点数） 　255（250） 100.0（100.0）
海外進出企業数 　124（118）

（表６）海外進出のエリア別分布
エリア 海外拠点数 割　合（%）

アジア 209　（203） 82.0 （81.2）
北　米 23   （23） 9.0  （9.2）
欧　州 10   （12） 3.9  （4.8）
中南米 7    （6） 2.7  （2.4）
オセアニア  　4    （4）   1.6  （1.6）
中　東 　1    （1）  0.4  （0.4）
アフリカ  1　  （1）   0.4  （0.4）

計（拠点数） 255　（250） 100.0（100.0）

（表７）海外進出の国・地域別分布
国・地域 海外拠点数 割　合（%）

中　国 92  （92） 36.1 （36.8）
米　国 22　（22） 8.6  （8.8）
インドネシア 22　（18） 8.6  （7.2）
ベトナム 19　（19） 7.6  （7.6）
タ　イ   14  （15） 5.5  （6.0）
香　港  13  （10）  5.1  （4.0）
シンガポール 10  （12） 3.9  （4.8）
韓　国 10  （11） 3.9  （4.4）
台　湾 10  （10）  3.9  （4.0）
マレーシア   7   （7）  2.7  （2.8）
その他  　  36  （34） 14.1 （13.6）

計　（拠点数） 255 （250） 100.0（100.0）
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⑷　外国人の雇用状況
　Ａ．外国人の雇用について（表13）
　　 　外国人を雇用している企業は154社、雇用に関心

のある企業127社と合わせると前回より９社増加。

　Ｂ．外国人の雇用体系別人数（表14）
　　 　外国人の雇用体系別人数は、ベトナムからの技

能実習生が大幅に増加する一方、中国人は減少し
ています。社員としての採用は、中国人が全体の
60%以上を占める状況で、前回よりもさらに増加
しています。

　Ｃ．外国人雇用企業の品目・サービスグループ（表15）
　　 　外国人を雇用する企業の上位では「製紙・紙製品」

が３社増加し、「機械・金属」が横ばいとなる一方、
「農水産物・飲食料品」「繊維・繊維製品」「その他
サービス業」は前回よりも若干減少しています。

（表９）海外提携の形態別内訳
提携形態 提携件数 割　合（%）

代理店契約 91  （91） 38.1 （38.1）
委託契約 63  （68） 26.4 （28.4）
技術提携 35  （32） 14.6 （13.4）
その他 50  （48） 20.9 （20.1）

計（件数） 239 （239） 100.0（100.0）
海外提携企業数 104 （107）

（表10）海外提携のエリア別分布
エリア 海外拠点数 割　合（%）

アジア 188 （189） 78.6 （79.1）
北　米 17  （19） 7.1  （7.9）
欧　州 22  （22） 9.2  （9.2）
中南米 5   （2） 2.1  （0.8）
オセアニア 4   （4） 1.7  （1.7）
中　東 0   （0） 0.0  （0.0）
アフリカ 3   （3） 1.3  （1.3）
その他 0   （0） 0.0  （0.0）

計 239 （239） 100.0（100.0）

（表11）海外提携の国・地域別分布
国・地域 海外拠点数 割　合（%）

中　国  65 （70） 27.2  （29.3）
台　湾  23 （23） 9.6  （9.6）
ベトナム  19 （18） 7.9  （7.5）
韓　国  16 （16） 6.7  （6.7）
米　国  14 （14） 5.9  （5.9）
インドネシア  13 （13） 5.4  （5.5）
タ　イ  12 （11） 5.1  （4.6）
香　港  8  （8） 3.3  （3.3）
その他  69 （66） 28.9 （27.6）

計  239（239） 100.0（100.0）

（表12）品目・サービスグループ別海外提携企業数
品目・サービスグループ別 企業数 割合（%）

農水産物・飲食料品 13 （14） 12.5 （13.0）
石材・陶磁器 3  （3） 2.9 （2.8）
繊維・繊維製品 6  （7） 5.8 （6.5）
製紙・紙製品 8  （7） 7.7 （6.5）
木材・木製品 2  （3） 1.9 （2.8）
化学製品 5  （5） 4.8 （4.7）
雑　貨 6  （6） 5.8 （5.6）
機械・金属 23 （22） 22.1 （20.6）
電気・電子機器 7  （8） 6.7 （7.5）
輸送機器 5  （5） 4.8 （4.7）
その他品目 5  （5） 4.8 （4.7）
総合流通業 2  （2） 1.9 （1.9）
運輸・通信・観光 4  （4） 3.8 （3.7）
建設・土木 4  （5） 3.8 （4.7）
その他サービス業 11 （11） 10.7 （10.3）

計 104（107） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。

（表13）外国人の雇用について
外国人の雇用 企　業　数

雇用している 154 （147）
関心がある 127 （125）
関心がない 313 （303）
本社所管 14 （16）

計 608 （591）

（表14）雇用している外国人の雇用体系別人数
国・地域 技能実習生（人） 社　員（人）

中　国 482（543） 161（146）
ベトナム 437（278） 24 （29）
韓　国 0 （0） 14 （14）
フィリピン 21 （10） 3 （7）
インドネシア 40 （29） 3 （7）
タ　イ 30 （25） 3 （1）
マレーシア 0 （0） 4 （8）
台　湾 0 （0） 4 （4）
その他 4 （0） 32 （22）

計 1,014（885） 248（238）

（表15）品目・サービスグループ別 外国人雇用企業数

品目・サービスグループ別 企業数 割　合（%）
農水産物・飲食料品 34 （35） 22.1 （23.8）
石材・陶磁器 0  （0） 0.0 （0.0）
繊維・繊維製品 19 （21） 12.4 （14.3）
製紙・紙製品 17 （14） 11.1 （9.5）
木材・木製品 3  （2） 2.0 （1.4）
化学製品 1  （1） 0.6 （0.7）
雑　貨 4  （4） 2.6 （2.7）
機械・金属 26 （26） 16.9 （17.6）
電気・電子機器 8  （5） 5.2 （3.4）
輸送機器 9  （8） 5.8 （5.4）
その他品目 7  （5） 4.5 （3.4）
総合流通業 3  （2） 1.9 （1.4）
運輸・通信・観光 7  （7）  4.5 （4.8）
建設・土木 2  （1）  1.3 （0.7）
その他サービス業 14 （16） 9.1 （10.9）

雇用企業数 154（147） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。
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