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I. 各国の規制の最新状況

II. 各国の経済活動の最新状況

III. 今後のビジネス環境の変化

IV. その他 アジアの状況

【紹介予定のアジア諸国】

➢ シンガポール

➢ インドネシア

➢ 中国

➢ 香港

➢ フィリピン

➢ タイ

➢ ベトナム

セミナー 内容
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各社紹介
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異文化の価値感を受け入れ、

「他社ができないこと」と「他社がやりたくないこと」に

フォーカスしたサービスをクライアント様へ提供することを
モットーとしています。

本社概要

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング

2000年6月30日

東京都千代田区六番町2番地8 番町Ｍビル3F

90,000,000円

本社住所

会 社 名

資 本 金

会社創設

• テストマーケティング（オーチャードエリアでの路面店運営）

• ASEAN進出戦略コンサルティング

• 販売代理店／パートナー発掘、契約交渉

• デジタルマーケティング

• 事業リストラクチャリング

• 取引先信用調査・ビジネス翻訳

事業成長

• 現地独占「売」案件情報提供

• 「売」側 ファイナンシャルアドバイザリー

• PMI（M&A後の統合プロセス）サポート

• 企業価値評価、デューデリジェンス

クロスボーダーM&A

• 現地法人設立・運営支援

• 国際税務スキーム立案／実行支援

• 就労ビザ取得支援

会計・税務申告

経営理念

サービス

グローバル・パートナーズ・コンサルティングの紹介

ASEAN統括会社 概要

Global Partners Consulting Pte Ltd

2010年8月26日

146 Robinson Road #12-01 Singapore (068909)

西田 善太

35名（うち日本人9名）※2020年1月1日現在

シンガポール商工会議所会員（SBF）

シンガポール日本商工会議所会員（JCCI）

シンガポール雇用主協会会員（SNEF）

Employment Agency (17S8996)

税理士法人グローバル・パートナーズ

Global Partners Consulting（HK）Limited.(香港)

GPC VN Co., Ltd.(ベトナム-ホーチミン)

株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジー

株式会社ランチファクトリー

会社HP https://www.gpc-gr.com/jp/

運営店舗 https://www.melo2.com/

本社住所

会 社 名

代 表 者

会社創設

加入団体/
許認可等

従業員数

グループ
会 社

ウ ェ ブ
サ イ ト
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「日本の会計事務所の信頼を海外でも」を朝日ネットワークスグ
ループ全体のモットーとしています。

その中で弊社の理念は「クライアントへのコミットメント」を信
条にしています。

弊社概要

PT Asahi Networks Indonesia

2012年4月

Alamanda Tower 24th Fl. Jl. T.B.Simatupang Kav. 
23-24 Cilandak Barat  Jakarta Selatan Indonesia

岡本芳郎

45名（2020年５月現在）

会社HP www.asahinetworks.com

本社住所

会 社 名

会社創設

• 事業フィージビリティーサポート

• インドネシアやASEAN諸国への進出コンサルティング

• 現地パートナー、事業提携先の調査、契約サポート

• 財務、税務デューディリジェンス

進出サービス

• 売り手会社情報情報提供

• 売り手企業の財務他調査サポート

• 企業価値評価サポート（デューデリジェンスを含む）

事業買収関連サポート

• 記帳および税務コンプライアンスサポート

• 税務調査サポート

• クロスボーダー税務スキームレビュー、プランニング支援

• 就労ビザ取得関連支援

• リーガルサービスサポート

会計・税務申告・その他

経営理念

サービス

朝日ネットワークス インドネシアの紹介

グループ会社 概要

従業員数

グループ
会 社

ウ ェ ブ
サ イ ト

朝日ネットワークス タイランド

朝日ネットワークス フィリピン

朝日ビジネスソリューション株式会社

朝日税理士法人

朝日グループ全体

(日本国内10拠点、海外3拠点含む）675名

(2019年4月1日現在）

代 表 者
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グローウィン・パートナーズ株式会社

2005年8月1日

東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル8F 
TEL: 03-5157-1616
URL: http://www.growin.jp

35,000,000円（資本準備金含む）

代表取締役 CEO 佐野 哲哉
取締役 COO 石原 弘貴
取締役 瀧日 聡 （公認会計士・税理士）
上席顧問 伊香賀 正彦（元DTC会長）

88名（うち公認会計士18名、税理士1名)※2020年1月1日現在

グローウィン・パートナーズ・アカウンティング株式会社
グローウィン・キャピタル株式会社
グローウィン・ヒューマン・マネジメント株式会社
グローウィン・パートナーズ会計事務所

一般社法人 日本ベンチャーキャピタル協会
有料職業紹介事業（許可番号 13-ユ-310987）

Growin' Partnersはハイクオリティ、かつ価値あるサービスを
提供いたします。

そして、我々は お客様・スタッフを始めとする当社に関わる
全ての人々の成長（Growth）と成功（Win）を支援いたします。

会社概要

連 絡 先

会 社 名

資 本 金

経 営 陣

従業員数

会社創設

関連会社

加入団体/
許認可等

海外提携
拠 点

• M&Aアドバイザリー

• クロスボーダーM&A

• バリュエーション＆モデリング

• デューディリジェンス

• 取得価額配分（PPA）

• PMI（Post Merger Integration)

• 事業承継

フィナンシャル・アドバイザリー・サービス

• IT化構想/システム導入

• RPA（Robotic Process Automation）導入

• ペーパレス化支援

• 経理･財務部門の業務改善

• シェアードサービス導入支援

• 連結経営改革

• プロジェクトマネジメントサポート

• CFOアドバイザリー

バックオフィス業務コンサルティング

• 経営全般サポート

• 資本政策支援

• IPO支援

ベンチャー企業投資

• 採用戦略策定・実行

• 採用に関する課題解決

• 採用チャンネルの最適化

人材紹介サービス

経営理念

サービス

グローウィン・パートナーズの紹介

リフィニティブ・ジャパン株式会社発表のファイナン

シャル・アドバイザーランキングで、2009年以降11年

連続ランクインしております。

FAランキング
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コロナ渦でのアジアビジネス環境の変化と復活の鼓動
～『3つの視点』で各国専門家が最新事情を解説～
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感染者の状況（5月24日現在） 生活・外出の状況

31,616名 総感染者数

現在の感染者16,717名、回復者数14,876名、死亡者数23名

建設ワーカーの住居がクラスター化したため感染者数が激増

感染者数の96%が建設ワーカーから発症

死亡率は0.07%と極めて少ない

日々の回復者数＞感染者数となり、減少傾向となっている

サーキットブレーカー期間（4/7～6/1)

300ドルの罰金 マスク不着用の外出時

治安の悪化は感じられない

家庭内暴力が増加（政府がホットライン設置）

外を歩いている人は平常時の10分の1以下

外出は、スーパーの買い物、通院、運動等対象が限定

サーキットブレーカー以後（6/2～）も基本的に同様のルール

交通機関は運行本数を減らしているが稼働中

I. 各国の規制の最新状況（シンガポール 1/2）

出典：シンガポール保健省、財務省、その他公表情報より、Global Partners Consulting作成
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企業の状況

医療機関の状況

3フェーズで段階的に企業活動を許可

（6月2日から適用～）

フェーズ1
政府から通達された業種のみが営業可能
（少なくとも4週間継続）

フェーズ2
飲食店の店内飲食が許可される、小売店もオープン
（数か月程度継続）

フェーズ3
限定された人数（具体的な人数未公表）でのイベントが許可

安全管理基準（SMM）が全ての企業へ強制適用（6/2～）

ベッド占有率は平常時よりも低い（1月80%～90%)

感染者のうち、ICU入院中10名、入院中901名

ICUベッド数は11,321

コミュニティケア施設と回復施設を新たに設置し、軽度患者をケア

建設ワーカーの感染者は別途施設に収容しケア

78% 病院ベッド占有率（5/16現在）

(コロナ以外の患者も含む）

政府支援の状況

SGD637億 コロナ対策予算

（約5兆円, GDPの12%）

雇用支援制度（JSS）はローカル従業員の4月5月の給与の75%
を補助（政府→企業へ振込）

SGD600（約48,000円）を21歳以上のローカルへ個人支給

オーナーに課される2020賦課年度の不動産税を免除。免除分は
テナントに賃料引き下げで還元

5/24に副首相が社会福祉機関向けの追加補助を発表

I. 各国の規制の最新状況（シンガポール 2/2）

出典：シンガポール保健省、財務省、その他公表情報より、Global Partners Consulting作成
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1. インドネシアの感染者数の状況

• 5月26日現在：23,165人、死亡者数1,418人 （死亡率6.1%）

2. 当局規制の最新状況

(1) 企業の状況

① 大規模社会的制限（PSBB）に基づき各州が知事令

② ジャカルタ特別州原則在宅勤務（Work From Home “WFH” ）例外11業種

③ 違反企業は罰金1,000万ルピア（約74,000円）

(2) 工場稼働の状況

① 4月の自動車メーカーからの出荷台数８千台（前年同月比で９0％減）

I. 各国の規制の最新状況（インドネシア 1/2）

出典：インドネシア保険大臣令、ジャカルタ首都特別州知事令、その他公表情報より、PT Asahi Networks Indonesia作成
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2. 当局規制の最新状況（続き）

(3) 生活の状況

① 日本人駐在員は一時帰国。食事は宅配。日常の情報源も限られる

(4) 外出の状況

① スーパーなど生活必需品を買うための外出は認めるもほとんどのスーパーで入店人数の制限は設けていない模様

② 外出時は必ずマスク着用：罰金は10万ルピア（約750円）など

③ 公共交通機関、自家用車の定員50％厳守。罰金は50万ルピア（約3,700円）など

(5) 医療機関のキャパシティ状況

① 西ジャワ州はPSBB発令後は外出自粛が功を奏し医療崩壊は生じていない（西ジャワ州知事リドワンカミル）

I. 各国の規制の最新状況（インドネシア 2/2）

出典：インドネシア保険大臣令、ジャカルタ首都特別州知事令、その他公表情報より、PT Asahi Networks Indonesia作成
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I. 各国の規制の最新状況（中国 1/2）

1. 中国の感染者数の推移状況

• 2月17日ピーク時の入院者数は58,016名、1か月後の3月17日時点で入院者数は8,056名。5月26日時点の入院者数は130名

2. 発生時の規制

• 1月23日に空港や駅を閉鎖し、公共交通機関の運行を停止するなどの強硬な措置を取った。当日午前10時、1100万人都市の武

漢でロックダウンが開始

• 1月24日（大晦日）に全国民を対象に国内団体旅行を禁止し、27日より海外の団体旅行を禁止した。更に、1月下旬以降ヒトの

移動やヒトとの接触を厳格に制限した

• 2月始め中国全土に外出禁止令を発動、買い出しは各家庭2日に1人、武漢は各家庭5日に1人。全国全てのマンション敷地にゲー

トを設け、敷地に出入りするには、居住者証明と通行書の提示が必要、体温は必ず測る。違反者は通報され逮捕

• 武漢市の感染者が多いため、現地の医療機関のキャパシティーが不足。政府が僅か10日間でユニットハウス式の新病院を建設

し、延べ床面積3万3900平米、ベッド数1000床の巨大施設が世界を驚かせた。その他、体育館、国際会展センターに「コンテ

ナ病院」を新たに3か所設置して、3400床のベッドを増やし、軽症患者の収容・治療を行った

累計感染者数84,543名、死亡者数4,645名、回復者数79,767名

出典：中国衛生健康委員会より、グローウィン・パートナーズ作成

(表2)(表1)
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I. 各国の規制の最新状況（中国 2/2）

3. 新措置/新規制

(1) 最先端のテクノロジーを官民一体となって活用したことにより感染者数をピークアウトまで持って行けた

(2) 感染者との濃厚接触、感染ルート等すぐ分かるよう中国ITの監視力を更に強化

(3) 充実したOMOの仕組みが拡散リスクを低減

(4) テレワーク改革の推進

4. 解除状況

• 3月中旬から、上海を始めとした各地域の外出制限が解除されたと同時に、工場、交通機関、教育機関、外食、ホテル等の産業も

稼働し始めた。約半月遅れて、4月8日に重症地域である武漢市のロックダウンも解除された

地区 累積感染者数 累積回復者数 死亡者数

湖北省 68,135 63,617 4,512

武漢市 50,340 46,465 3,869

上海市 669 652 7

北京市 593 581 9

深圳市 423 420 3

中国の代表都市の統計

出典：中国衛生健康委員会より、グローウィン・パートナーズ作成
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株式市場の状況（5月25日現在）

STI指数△24% (2/17vs3/16）

STIはシンガポール取引所 (SGX) Mainboard 上場銘柄のうち時
価 総額が最も大きい 30 銘柄を指数化した指標で、過去5年間
で最大の下落幅

トップ上場企業の直近業績も軒並み悪化

社名 業種 税後利益 (百万）

2019.10-12 2020.1-3 減少額

DBS 金融業 SGD1,508 SGD 1,165 SGD△343

SIA 航空業 SGD 326 SGD△721 SGD△1,047

Capital Mall 不動産 SGD 126 SGD 124 SGD△2

SPH 公告業 SGD 57 SGD 45 SGD△12

Wilmar Intl 農業・物流 USD438 USD224 USD△214

サービス業の見通し

△58% 4～9月業績見通し

サービス(小売/卸売/金融/物流/観光/IT)はGDPの70%を占める

1,500社対象に過去6ヶ月より売上見通しが悪いと答えた割合

ホテル、飲食はほぼ△100%、最もよかったITでも△21%

42%の飲食店は今後2か月間は店内飲食は再開できない見通し

再開が6ヶ月かかる場合、81%の飲食店は閉鎖するとの回答

製造業の見通し

△56% 4～9月業績見通し

製造業はGDPの20%を占める

400社対象に過去6ヶ月より売上見通しが悪いと答えた割合

全ての業種でネガティブ評価（ワーストは輸送関連△64%)

教育機関の状況

段階的な再開を目指す
幼稚園：6/2～10で段階的に再開

小中学校：最終学年の生徒は毎日通学。他学年は週次ローテ

大学・専門学校：フェーズ2で全生徒の通学再開を目指す

全スタッフ＆生徒はマスク着用義務付け

雇用の状況

22.9%が整理解雇を検討

2020年第1四半期の雇用数は過去5年で最低水準を記録

減給を検討している企業（3月14.8%→5月29.1%）

整理解雇を検討している企業（3月15.9%→5月22.9%)

10名以上の従業員を持つ会社が5名以上の解雇を直近6ヶ月
以内に行う場合には政府への事前通知を義務化

II. 各国の経済活動の最新状況（シンガポール 1/2）

出典：シンガポール統計局、SGX、その他公表情報より、Global Partners Consulting作成
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II. 各国の経済活動の最新状況（シンガポール 2/2）

地場で体力のある企業はM&Aを検討中（スタートアップ資金ニーズ変化）

経済活動の状況

消費者行動に変化 オンライン購入が増加

オンライン小売販売量の伸びを示したグラフ
（1月の平均販売量を100とした場合の成長率）

滞留債権が増加傾向

業務可視化ツールの導入を検討する企業が増加

複数の国との国境オープンの協議開始

地域統括会社の展開が増加傾向

その他の事項

49%

46%

26%

19%

14%

11%

9%

9%

サニタイザー購入

マスク購入

サプリ購入

日用品を   購入

           利用

生鮮食品を   購入

加工食品を   購入

保険に加入

58%

54%

83%

69%

68%

70%

61%

40%

コロナ禍で初めてしたと答えた人の割合

うち、1年内に再度同じことをすると回答した人の割合

出典：シンガポール統計局、SGX、その他公表情報より、Global Partners Consulting作成
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II. 各国の経済活動の最新状況（インドネシア 1/2）

1. 経済活動の状況

(1) 定量的な企業業績の状況

① 4月の国内自動車販売台数 前年同月比70％減（自動車工業会）

② 2020年の国内二輪日系販売数は前年（648万台）比で25～30％減の見通し（二輪車協会”AISI”）

③ 4月16日現在ジャカルタ州内の3,687社の101万9,594人が在宅勤務（ジャカルタ州。11業種以外は特別許可を得た企業のみ

操業可）

(2) 工場稼働の状況

① 国内の中小製造業98万7千社のうち20％がコロナの影響で事業停止に追い込まれている。労働集約産業（手工芸品、金属加工）

が痛手

② 中小製造業に対する支援プログラム総額920億ルピア（約6億8千万円）（産業省）

(3) 教育機関の状況

① 原則在宅学習。インターナショナルスクールをはじめネットを使ったオンライン授業。6月中旬再開を目処

(4) 交通機関の状況

① 定員は通常時の50％。飛行機は国内便の再開、MRTやバスは営業時間短縮、停車駅を通常に比べて閉鎖、便の減少

(5) 外食、ホテル、物流の状況

① 国内のホテル客室稼働率は10％以下。西ジャワ州では5％以下（インドネシア・ホテル・レストラン協会”PHRI”）

② バリ島のホテル客室数全14万6千室のうち96％閉鎖

(6) 人の移動

① 人の移動はビジネス以外は禁止（書類必要）レバラン大祭前後に故郷とジャカルタを行き来しようとする人が当局に拘束

出典：公表情報より、PT Asahi Networks Indonesia作成
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2. 経済対策の状況

国家経済回復プログラム（PEN） 総額641兆1,700億ルピア (約5兆1,000億円)

１）歳出（427兆4,600億ルピア、約3兆4,200億円）：中小零細企業の金利補助など、税優遇、貧困層向けの社会的支援

２）資金供給（133兆5,100億ルピア、約１兆600億円）：国営企業への公的資金注入、銀行への資金供給、政府投資、保証

３）省庁、分野別予算の追加（65兆1,000億ルピア、約5,200億円）：観光、住宅分野への景気刺激策など

４）地方政府支援（15兆1,000億ルピア、約1,200億円）

（例）

① 税金の優遇政策（従業員所得税、前払法人税、VAT早期還付）（総額2,600億円強）

② 新型コロナ対策関連の73品目（検査キットやマスク）の輸入関税、付加価値税、前払法人税（PPH22）など免除

③ 1ヶ月60万ルピア（約4,000円）の生活必需品を3ヶ月間190万世帯に配布（Uberなど利用し直接届ける）

④ 大祭の帰省禁止としたことで首都圏では生活必需品の配給、失業者対策の職業訓練カードの配布、貧困層向けの現金支給

⑤ 住宅自動車ローンの金利補助融資額が5億ルピア未満の場合当初3ヶ月は金利の6％相当、次の3ヶ月は３％相当補助

⑥ 融資額が5億～100億ルピアの場合当初3ヶ月は金利3％相当、次の3ヶ月は２％相当を補助

⑦ 電気代6ヶ月免除（ビジネスと産業カテゴリー小口顧客契約容量450ボルトアンペア）、家庭カテゴリー３ヶ月は契約容量

450ボルトアンペア、900ボルトアンペアは50％免除

II. 各国の経済活動の最新状況（インドネシア 2/2）

出典：”時事速報”より、PT Asahi Networks Indonesia作成
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II. 各国の経済活動の最新状況（中国）

◼ 経済活動状況

(1) 政府の経済支援策

① 中小企業の倒産や雇用の悪化を回避するためのセーフティネットとなるものが中心。具体的には、企業向け社会保障費の減

免や減税、国有銀行による中小企業向け融資の拡大、企業の利払い延期、雇用調整助成金の支給など、これらによって

資金繰り難に直面する中小企業を支援

② 商品券の配布、自動車の購入規制緩和なども散見されるものの、需要刺激策は総じて限定的

③ 5月22日の全人代にて、医療・衛生システムや設備等の増強、被害を受けた中小・零細企業の支援などを目的に、13 年ぶ

りに発行される特別国債は 1 兆元（約15兆円）と発表

(2) 経済回復の動向

① 4月の鉱工業生産は前年同月比3.9％増、輸出は3.5％増、消費関連では自動車販売台数が22ヵ月ぶりの増加となり、固定資

産投資のうちインフラ投資が４月単月で増加に転じるなど、経済は一部で明るさを増している。一方、映画館再開の見通し

はまだ立っておらず、4月の飲食業は前年同月比－31.1％、国内のビジネス出張者の回復率もまだ20％～30％程度

② 個人消費に関しては、5月始めのメーデー５連休の国内旅行者数が1億1,500万人に達した。テレワークとオンライン学

習の需要増加を受けて、携帯電話の売り上げは同＋70％、ノートPCの売り上げは２倍に、タブレットPCは3.5倍にまで

増加、輸入品購入も同＋41％増加。5月11日に営業を再開した上海ディズニーランドの当日の入場チケットは発売後数分

で完売

左図：上海ディズニーランド
右図：出勤中の工場従業員

出典：公表情報より、グローウィン・パートナーズ作成
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収益構造の変化

コロナ前 コロナ後

売上の性質

提供のタイミング

主な業績評価指標

営業スタイル

ブランド

売切型
（フローモデル）

利用型
（ストックモデル）

スケジュール型
（供給側が決める）

リアルタイム型
（消費側が決める）

販売単価
販売個数

継続顧客の数
サービス利用度

リピート率,顧客満足度

人がメイン
（対面営業）

広告＆ツールがメイン
（IT営業）

品質重視 有用性重視

Made in Japanから
Japan Brand Produced in Localへ

マレーシアで日本野菜を生産
シンガポールのスーパーで販売

インドネシア工場で日本のアパレル
ブランドを縫製し、現地で販売

全ての企業がIT×マーケティングを使い
こなす時代へ

国が丸ごとテストマーケティングプラットフォーム化

ASEANのハブ→ゲートウェイ

代表的なスタートアップ 国内全てデリバリー可能

国際展開の優位性

FTA数アジア1位
DTA数アジア1位

アジアの
金融ハブ

政治的
安定性

アジアHQ
メッカ

III. 各国の今後のビジネス環境の変化（シンガポール）
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1. 今後の段階的な経済活動復活の見込み状況

(1) PSBB後2ヶ月。1日あたりの患者数は増加傾向（５月23日：923人）、PSBBの実効性に疑問の声

(2) レバラン大祭明け外出自粛に対する飽きが蔓延（例：大祭前に買い出しの人で混雑するローカルマーケットの報道、マスク着用
者の減少）

(3) PSBBは6月4日まで政府の動きをみながら徐々に経済活動が実質的に再開。感染封じ込めの具体的な成果が片寄った情報で伝え
られ、自粛に対する飽きの感覚が一般人にも蔓延。

(4) 各人で清潔、マスク、密にならないように留意して予防するというような収束

(5) まだまだ感染者は増加する中で経済が再開していくというような状況が呈されていくのではないか

2. 新措置/新規制

(1) 国営企業のニューノーマル（新常態）予測シナリオ（国営企業省令2020年S-336号）
5月25日から7月中旬までに45歳以下の社員のオフィス活動、ショッピングモール営業など５段階で再開していく想定

① 第一段階 45歳以下の社員による企業のオフィス活動再開（5月25日）

② 第二段階 モール、小売店などの再開（6月1日）

③ 第三段階 観光サービスと学校の再開（6月8日）

④ 第四段階 飲食店と礼拝所の再開（6月29日）

⑤ 第五段階 業種全体の再開 （7月13、20日から8月初旬見込み）

(2)企業向けの新型コロナウイルス対策指針の概要 （保健省決定2020年第01.07号）

① 大規模社会的制限の実施期間中（11項目）

• 新型ウイルス関連情報の入手、対策本部の設置、労働者に感染疑い例が発生した場合の雇用主による保健当局への報告、
在宅勤務に関する規定の作成 、体温測定 、残業の回避、出勤から帰宅までのマスク着用義務化、ビタミンCを含む果物
やサプリメントの支給、職場の衛生安全確保 など

② 大規模社会的制限の解除後 （13項目）

• 呼吸困難の症状がある従業員や来訪者の受け入れ停止、エリアの確保・体温測定で症状が見つかった労働者の経過を観
察するための部屋、接客場所でのガラス設置等による仕切り、エレベーターの乗員数制限、可能な場合は従業員専用の
送迎手段の提供 など

III. 今後のビジネス環境の変化（インドネシア 1/2）

出典：インドネシア保険大臣令、国営企業省令、その他公表情報より、PT Asahi Networks Indonesia作成
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3. コロナ後の見通し

(1) IT関連：外資は小売業への参入障壁高い、ecommerceでの事業展開の可能性

(2) 国内でマスクやサニタイザー関連品は従来輸入品が多かったが、国内製造が増えそう

(3) 物流関連（e.g.コールドストレージ）

(4) 金融関連（e.g. 電子マネー系の需要が高まる ovo, flaz, e-toll）

(5) 不動産投資：コロナ前の20％程度下落

(6) M&A案件増加の気配

(7) リロケーション関連：コロナをきっかけにこじれていた労使問題をクリアにする、人件費を引き下げる、工場のリロケーション

加速

III. 今後のビジネス環境の変化（インドネシア 2/2）

出典：インドネシア保険大臣令、国営企業省令、その他公表情報より、PT Asahi Networks Indonesia作成
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III. 今後のビジネス環境の変化（中国）

1. 撤退か、現状維持か

(1) コロナの影響よりも、米中貿易摩擦の最中でグローバルサプライチェーンはどうなるかが重要なポイント

(2) 中国進出日系企業の現地調達率は70％とASEAN全体の平均値48％に比べ22ポイントも高い。周辺国のサプライチェーンと比較

しても圧倒的に強い。また、中国にはサプライヤーの集積があり、産業の厚み、人材等中国と同じ環境を持つ国はあまりない

(3) 現地の日系企業は人件費の高騰よりも現地で部品を調達できるかどうか、販売としての市場があるかどうかを重視。在中の日系

企業で、生産地の移管や調達先の変更を実施するのは1割未満。日本企業にとって中国は依然重要な投資先になっている

(4) 5月13日のCNBCにより、世界の有力グローバルファンド800社が中国株式への割り当ては、既に総運用資産である2兆ドルの4

分の１に達した。また、中国商務省が5月14日発表した４月の対中直接投資（金融除く）はドルベースで前年同月比8.6％増の

101億ドル（約１兆800億円）となった。世界の資金が再び中国へ向かい始めている

2. 内需拡大は今後中国が目指す発展方向

(1) 自動車産業：未所有⇒所有、シェアリング⇒所有

(2) インフラ投資：5月22日の全人代にて西部大開発に注力すると発表

(3) 新基建投資：2025年までの６年間で推定１兆4000億ドル（約150兆円）を投資

５G基地局の拡大、データーセンターの増設、AI、充電ステーションの増築など

(4) 更なるファクトリーオートメーション（FA）化へと進む

(5) ドローンやロボットなどを使ったモノのモビリティー（移動）

サービスの再進化

(6) ビッグデータ、オンライン教育、遠隔医療、バイオテクノロジー
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IV. アジア各国の状況（1/3）

国名 人口 感染者数

100万人

当たり

感染者数

当局の

規制内容

規制の

解除見込み

入国規制の

解除見込み

ビジネスの

復活状況

中国 約14億人 約8.3万人 約60人

1月23日に空港や駅を閉鎖。

翌24日に全国民を対象に国内団体旅行

を禁止。同27日より海外の団体旅行を

禁止。

1月下旬以降、移動や対人接触を厳格

に制限。

4月に武漢を除く中国の各地が規制解

除済。5月8日に武漢も規制解除済。

6月中旬～下旬

ビジネスを目的とした入国者が先に解

除の可能性が高い。

現時点では中国全土で経済活動が再

開。但し、映画館だけはまだ解除して

いない。

約3.2万人 約5543人

約1,021

人
約179人

インド

ネシア
約2.7億人 約1.8万人 約67人

中央政府のPSBB（大規模社会的制

限。4月3日公布）による外出規制を受

けて各州毎に知事令（4月3日付）が発

令された。

外出時のマスクの着用、公共交通手段

の利用制限、業種による在宅勤務義

務、職場休業については８分野（後11

分野に変更）の例外を除いて原則在宅

勤務。

5月25日から8月初旬までに以下を段階

的に実施見込

■第一段階 45歳以下の社員による企

業のオフィス活動再開

■第二段階 ショッピングモール、小売

店などの再開

■第三段階 観光サービスと学校の再開

■第四段階 飲食店と礼拝所の再開

■第五段階 業種全体の再開

PSBBは6月4日で解除か？

未定

PSBBが解除されていないので原則的

には許可されている業種や特別に許可

を得ている会社以外はビジネスはでき

ないことになっている。

一方で、当局の監視の目を盗んで再開

している会社も増えているとの噂が

ある。

レバラン明け（5月26日）から具体的

な動きがあるのではないかと思料。

サーキットブレーカー（4/7～6/1)

個人はスーパーの買い物、通院、運動

等の限定列挙された場合のみマスクを

着用し外出可能。

企業はスーパーや医療機関などエッセ

ンシャルな業種のみ営業可。レストラ

ンも営業可能だが、店内飲食は禁止

で、持ち帰りとデリバリーのみ。

サーキットブレーカー終了後は、

3段階に分けて規制を解除する予定

■フェーズ1 政府から通達された業種

のみが営業可能

■フェーズ2 飲食店の店内飲食が許可

される、小売店もオープン

■フェーズ3 限定された人数（具体的

な人数未公表）でのイベントが許可

・安全管理基準（SMM）が全ての企業

へ強制適用（6/2～）

公式発表なし

3段階の規制解除とは別に判断する

予定。

政府は複数の国との国境オープンの協

議を開始したとの新聞報道あり。

B to Bのビジネスについては、6/2以

降徐々に再開される予定。

飲食店の復活は8月以降になる

見通し。

エンタメ関連は年内の復活は難しいと

予想。

シンガ

ポール

約5.7百万

人

総感染者

総感染者
数（建設
ワーカー
除く)
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IV. アジア各国の状況（2/3）

国名 人口 感染者数

100万人

当たり

感染者数

当局の

規制内容

規制の

解除見込み

入国規制の

解除見込み

ビジネスの

復活状況

香港
約7.5百万

人

約1,066

人
約142人

個人の外出規制は特になく、店内飲食

も8名グループまでは許可されてい

る。マスクの着用義務はない。

企業は、5月の初旬からオフィス勤務

を開始し、今では大部分が事業再開し

ており、政府省庁や銀行の支店もオー

プンしている。

規制は解除されており、当地ではコロ

ナの影響は落ち着いたものと認識して

いる。世界中のマーケットは冷え込ん

でいるものの金融の中心地としての機

能は戻りつつある。

政府に対する評価は、中国との国境閉

鎖が遅れたこともあったが、全般的に

高い。

一方で、Security Lawの法案可決を巡

りプロテスト活動が活発化している。

3月19日から6月18日の3か月間、香港

への入境者に対して、14日間の強制検

疫を実施

マカオとの往来は、橋はオープンして

いるが、フェリーは運航停止状態のま

まである。

小売店はオープンしているが、コロナ

前からのプロテスト活動の影響で路面

店は閉鎖しているところが目立つ。

不動産は住居は横ばいだが、オフィス

は下落傾向にある。ホテルは営業中だ

が稼働率は低い。

ローカル遊園地のオーシャンパークが

経営破綻し、話題となっている。

金融はバーチャルバンクの取組が今年

の終わりから来年にかけて始まる見込

みである。香港人で不動産を海外に移

す人、金融商品に切り替える人は多

く、香港の不動産・金融は引き続き忙

しい。貿易債権を裏付けとした金融商

品が焦げ付く可能性があると言われて

いるが、香港の金融関係者でも実情が

見えないので不気味さがある。

ベトナム
約9,467

万人
約330 約3人

4月22日ベトナムの首相は社会隔離措

置の緩和等に関し以下の通り決定

(1) 国外からの感染を徹底的に防止、

国内の感染を根絶、積極的な治療実施

全ての入国者及び感染リスクの高い者

の隔離

(2) 感染リスクのある地域（ハノイ市

の一部地域，ホーチミン市，バクニン

省，ハザン省）では、省／市の人民委

員長が管轄地域の状況に基づき感染症

防止対策を施した上で必需品以外を扱

う店や露店の営業を決定

(3) 感染リスクの低い地域（その他の

省／市）では必需品以外を扱う店や露

店の営業を認める一方で、規定された

間隔を取ることが要請される

4月23日の時点でバー，カラオケ，

マッサージ，インターネットカフェ，

ゲームセンターなど，人々が集中する

一部サービスの営業以外は解除され

た。 学校再開については、現時点での

想定として，高校以上の教育機関は5

月4日から，小学校，幼稚園について

は5月11日から再開を予定。

入国規制解除の予定は5月31日だが、

14日間隔離される。また、国籍によっ

て入国可能かどうかが変わる。

4月22日に自粛解除が発表された後、

企業の活動が再開された。しかし、全

世界の状況がまだ回復していないた

め、海外に依存している企業はまだ完

全には復活していない。特に、観光

業、ホテル業、飲食業は非常に影響を

受けている。
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IV. アジア各国の状況（3/3）

国名 人口 感染者数

100万人

当たり

感染者数

当局の

規制内容

規制の

解除見込み

入国規制の

解除見込み

ビジネスの

復活状況

フィリピ

ン
約1.5億人 約1.2万人 約117人

ECQ（Enhanced Community

Quarantine: 広域隔離措置）による外

出規制、業種による在宅勤務義務がメ

トロマニラ、セブ、ダバオなどの主要

都市からその周辺地域及び全国的に広

がる（農業、輸送、インフラ関連、メ

ディア、海外向けコールセンターなど

のBPO、銀行、薬局、スーパーやデリ

バリー・テイクアウトなどは条件付き

で活動可能）

5月16日より地域別で規制継続もしく

は規制緩和開始。但し、レストラン、

美容院、ジム、映画館、遊園地やリ

ゾートなどの再開は未定。

ビサヤ地方は広域隔離措置（ECQ）継

続：外出規制、公共交通、行政、製造

の停止、及び商業施設等の閉鎖。

マニラ首都圏と周辺諸州は修正広域隔

離措置（MECQ）に移行：ECQより下

記を緩和。5名以下の集会、50％以下

の従業員数で製造再開、必需品取扱い

店舗のみ活動再開など。

それ以外は一般的コミュニティー隔離

措置（GCQ）に移行：条件付き外出解

除、公共交通機関、行政機関の再開、

10名以下の集会許可、不動産サービス

再開、モールの再開など。

未定

ECQ→MECQ→GCQ→New Normalと

移行していくことが予想される。

6月1日以降の規制判断に注目。

タイ
約6,800

万人

約3,000

人
約44人

非常事態宣言（5月末迄）

外出禁止令（現在午後11時から

翌朝4時）

酒類の販売禁止（5月2日迄）

店内飲酒不可（期限不明）

タイへの国際旅客便の乗り入れ禁止措

置（6月末迄）

海外在住のタイ人のみ帰国受け入れる

も隔離施設で14日間滞在必要

5月3日から段階的に感染者数動向を考

慮の上解除

5月3日から：飲食店（モール外）や

理髪店等

5月17日から：ショッピングモール、

モール内飲食店等（アプリで出入管

理）。ただし店内飲酒は不可。

その後は業種により段階的に、最速で

全て解除されるのが6月中旬を想定。

ただし一部業種は難しいとの思料。

7月から国際線が乗入れできる可能

性。ただし状況次第であり、乗客が隔

離されるか否か、及びPCR陰性検査結

果必要等は未定。

タイ大手企業や日系でも知名度ある企

業は非常事態宣言解除まではテレワー

クを継続している感じ。ただし、今日

現在7割程度の通勤ラッシュ状態と

感じる。

自動車関連中心に売上が半減してお

り、この状況は少なくとも数ヶ月続く

とされ、日系は自動車関連多く、今後

より深刻な状況となると感じる。
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