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Andhra Pradesh | ESDM Sector | Overview
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#1 in India in Ease of Doing Business

In 10 best places to manufacture in India

Over 3.5 Million Mobile Phones produced every 

month in AP

300+ Engineering colleges, 300+ Polytechnics

500+ ITIs 30 Skill development centres

1 High end skills university 

15 days for deemed approvals through a seamless 

online process

Best possible location in terms of access to ports, airports and access domestic demand centers
AP - Best state to do business in India - now on reform path to reduce actual cost of doing business

Andhra 

Pradesh

83 Industry services from 22 dept. – all online

99.87% SLA 

achieved 

11 - Avg days 

for approvals

1 CAF for all 

approvals



アンドラプラデシュ州 |  ESDM(電子システム設計・製造)業界 |概要
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インドで「仕事のしやすさ」一位

インドで製造業に向いてる土地トップ10入り

毎月350万個以上の携帯電話を生産

300以上の工学カレッジ、300以上の技術専門学
校、500以上の産業訓練研修所、30の技術訓練
センター、1つの高技術大学

スムーズなオンライン申請で15日以内にみなし承
認が下りる

漁港、空港、そして国内需要の中心地へのアクセスに最高のロケーション
AP -インドでビジネスをするのに一番の州－現在ビジネスをするコストを削減するために改革中

アンドラプラデシュ州

22部門、83の産業サービス－すべてオンライン

99.87% のSLA

を達成
認可が下りるま
で平均11日

1つのCAFで全
ての認可に対応



Andhra Pradesh | ESDM Sector | Highlights

Sector Highlights
• Presence of ESDM MNCs from Japan, Taiwan, China, Israel 

across the state employing 25000+ and exporting USD 70mn

• Competitive Cost Arbitrage vis-à-vis leading States

✓ Up to 25% lower Labour Cost (USD 90 per month )

✓ Up to 2x cheaper Land Prices (USD 0.12mn per acre )

✓ Quality and uninterrupted power (USD 0.1 per kwh)

✓ Water available at all industrial parks (USD 0.65 per kl )

• Focus Sub-sectors: Consumer Electronics, Mobile

components, Medical Electronics, PCB Assembly, Li-ion

Batteries, Electronic Components – LEDs, LCDs, and

Software & Hardware design

Large Base of ESDM Players

Key Incentives Proposed

Capital Subsidy –
• 20% of  FCI up to INR 0.5 billion in EMCs

• 20% of FCI up to INR 1 billion for mega projects 

manufacturing components 
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Power Subsidy –
Up to INR 1.5 per kwh front loaded incentive on power cost

Interest subsidy–

Up to 7% interest subvention limited to INR 30 mn

Tax subsidy–
100% reimbursement of Net SGST accrued to state,

capped at INR 50 Cr. or for 5 years, whichever is earlier

(only for first 10 mega projects)

Skill development– Investing in Future
• 30 state of the art skill development centres across the state

• High end skills university catering to AI/ML/VR/IoT

• Skill Task Force to understand existing skill gap and 

emerging skill needs, and design robust solutions to align 

with local industry requirement



アンドラプラデシュ | ESDM(電子システム設計・製造)業界 | ハイライト

業界のハイライト
• 日本、台湾、中国、イスラエルからのESDMの多国籍企業が
存在。合計2万5千人以上の従業員と7千万USDの輸出高をもつ。

• 最先端の他州と肩を並べる競争力のある裁定取引コスト

✓ 最大25％の人件費カット (月90USD)

✓ 2倍安い土地価格 (1エーカー12万USD )

✓ 高品質の途切れることのない電力 (0.1USD／1kwh)

✓ 全ての工業団地に水の供給 (0.65USD／1kl)

• 焦点サブセクター：消費者電子機器、携帯電話部品、医療電
子機器、PCBアセンブリ、リチウムイオン電池、電子機器部
品– LED、LCD、ソフトウェア・ハードウェアデザイン

たくさんのESDM企業が築く強い基盤

提案中の重要なインセンティブ

資本助成金–
• 最大5億インド・ルピーまで、EMCでFCIの20%を助成
• 最大10億インド・ルピーまでメガプロジェクト製造企業で

FCIの20％を助成
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電力助成金 –
1kwhにつき最大1.5インド・ルピーの電力コストのインセン
ティブ

利子助成金–

最大3千万インド・ルピーまで、最大7％の利子を補助

税金助成金–

最大5億インド・ルピー、または5年間まで、州のネット
SGST（消費税）を100％返済、何れか早い方から（最初
の10個のメガプロジェクトのみ）

技術訓練–未来への投資
• 30の最先端技術訓練センター
• AI・ML・VR・IoTを教える高技術大学
• 現存するスキルのギャップや新たな需要を理解し、地元の
産業のニーズに合った解決策を練るためのスキル・タス
ク・フォース



Andhra Pradesh | Investment In Industrial Infrastructure

Encumbrance free land 

with all environmental 

clearances

2 industrial corridors 

driving growth in the state

• Government developed

industrial parks with

environmental clearance in all

districts- total 40,000+ acres

• In addition to government parks,

we also have private industrial

parks such as SRICITY, GMR,

Indo-space to name a few

• 2 EMCs in Tirupati, 1 private

EMC, and 3 more upcoming

EMCs to cater to the electronics

investment demand
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• Two industrial corridors are

being developed in the state-

VCIC and CBIC

• 90,000 Acres of land is being

developed as industrial nodes

under VCIC & CBIC

• Home to 20 operational SEZs,

4 SEZs with valid in-principle

approvals, 29 SEZs with formal

approvals and 25 notified SEZs

300+ industrial parks 

3 growth centers  

15 SPVs and JVs with private sector for 

industrial parks development   

10 special economic zones  

Overview of Industrial Infra

Details of the clusters identified



アンドラプラデシュ州 | 産業インフラストラクチャへの投資

環境クリアランス獲得済
みの、自由に使える土地

州の発展を促す2本の産業大
動脈

• 政府は環境クリアランス取得済
みの工業団地をすべての地区に
建設、合計面積は4万エーカー以
上にのぼる。

• 政府の団地以外にSRICITY、
GMR、Indo-space等々の個人経
営の工業団地も。

• 電子機器投資の需要に応えるた
めにティルパティでの２つの
EMC、一つの個人EMC、それと
3つの建設予定のEMC。
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• VCICとCBICに2本の産業大動
脈を建設中。

• VCICとCBICの元、90,000エー
カーの土地を産業用敷地とし
て開拓中。

• 20の運営上のSEZ、4つの原則
として承認されたSEZ、29の
正式に認可されたSEZ、25の
認識されたSEZ。

300+ の工業団地

3つの発展中心地

工業団地の発展のための15 の民間部門付
きSPVとJV 

10の特別経済区

産業インフラの概要

確認済みのクラスターについて
の詳細



Andhra Pradesh | Electronics Ecosystem and Identified Locations

Rayalaseema Region

▪ Koapprthy in Kadapa– 5404 acres

▪ Yarraguntal in Kadapa – 637 acres

▪ Orvakal (Kurnool Industrial Hub) – 6525 acres

▪ Timmasamudram in Anantapur – 1023 acres

▪ Kosalanagaram in Chittoor – 1500 acres

▪ Thatiguntapalle in Chittoor – 860 acres

▪ Routhusuramala in Chittoor – 12,860 acres

South Andhra

▪ Thotapalli in Krishna – 460 acre

▪ DMIH in Prakasam – 2352 acres

▪ NIMZ in Prakasam – 1783 acres

North Andhra

▪ Santabommali in Srikakulam – 1272 acres

▪ Atchutapuram (Expansion) DTA – 1231 Acre

▪ Atchutapuram (Denotified area) 514 acre

▪ Dubacherla in west Godavari – 543 acre

Focusing on cluster led development to move up the value chain

BENGALURU

CHENNAI

V I S H A K A PAT N A M

▪ Medical Electronics,  PCBs

▪ ESDM Design Incubation Centres

N E L L O R E

▪ Automot ive Electronics  

▪ Mobile  Components

▪ Solar  Equipment Manufacturing

C H I T T O O R

▪ Consumer Electronics

▪ Electr ical Components

▪ Mobile  Electronics

▪ 3 Electronics Manufacturing Clusters

A N A N TA P U R

▪ PCB Cluster

▪ Defence and Aerospace 

Electronics  

▪ Automot ive Electronics



アンドラプラデシュ州 | 電子機器産業エコシステムと確認済みのロケーション

ラヤラセーマ地域
▪ カダパ地区コアップルチー－5404エーカー
▪ カダパ地区ヤラグンタルー637エーカー
▪ オルバカル（カルヌール産業ハブ）– 6525エー
カー

▪ アナンタプル県チマサムドラム– 1023エーカー
▪ チットゥール県コサラナガラム– 1500エーカー
▪ チットゥール県チャティグンタパレ– 860エー
カー

▪ チットゥール県ルーツスラマラ– 12,860エーカー

南アンドラ

▪ クリシュナ県トタパリ－460エーカー
▪ プラカーシャム県DMIH– 2352エーカー
▪ プラカーシャム県NIMZ– 1783エーカー

北アンドラ

▪ スリカクラム地区サンタボマリ－1272エーカー
▪ アチュタプラム地区（拡大）– 1231エーカー
▪ アチュタプラム（不認可地区）－514エーカー
▪ ゴダヴァリ県ドゥバチェルラ－543エーカー

バリューチェーンを高めるクラスターごとの発展に焦点

ベンガルール

チェンナイ

ヴィシャーカパトナム

▪ 医療電子機器、PCB

▪ ESDM設計インキュベーションセンター

ネルール

▪ 自動車用電子機器

▪ 携帯電話部品

▪ ソーラー設備製造

チットゥール

▪ 消費者用電子機器

▪ 電子機器部品

▪ 携帯電子機器

▪ 3つの電子機器製造クラスター

アナンタプル

▪ PCBクラスター

▪ 防衛と航空宇宙用電子機器

▪ 自動車用電子機器
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Andhra Pradesh | Success Story | Foxconn

About The Speaker

Josh Foulger

Country head  &

Managing Director

Foxconn India

Josh is often credited by his industry peers for
putting India on the global map of smartphone
manufacturing hubs. For his tireless efforts, he
was named as the “Electronics Man Of The
Year” in 2016 by ELCINA. Currently, Josh is on
honorable PM’s Council of Industry Advisors
which consults PMO on strategic decision
making especially on developing manufacturing
ecosystem within India

About The Company
Foxconn is a Fortune Global 24 organization

generating annual revenues in excess of $175

billion and employing over 1.5 million people

worldwide.

Employing more than 15,000 in a single location

in Andhra Pradesh

Entry into India in 2015 

Opened First Factory in Andhra Pradesh

The company now operates two

assembly plants, with plans to expand

those and open two more.

Foxconn was facilitated with all approvals in

single window with a dedicated desk.

The state govt. has also ensured quick

restart of the factory after COVID lockdown

Foxconn plans to expand the production and 

open two more plants
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アンドラプラデシュ州 | サクセスストーリー | Foxconn

スピーカーについて

ジョシュ・フォルガー

国代表＆
代表取締役
Foxconn India

ジョシュ氏はインドを世界の携帯電話製造
の中心にのし上げた業績を持つ。彼の功績
を称え、ELCINAは2016年にJosh氏を「電子
機器業界のマン・オブ・ザ・イヤー」に選
んだ。 現在ジョシュ氏はPMOに対してイン
ド国内での製造業界を発展させるための戦
略的意思決定についてアドバイスをしてい
る、首相産業顧問評議会の一員です。

会社について
Foxconnは年間収益は1750億ドルを超え、世界
各国に150万人の従業員を抱えるフォーチュング
ローバル24企業である。

アンドラプラデシュ州一ヶ所だけで1.5万人の従
業員を抱える。

2015年にインド展開。
一つ目の工場をアンドラプラデシュ州に建設。

現在二つの組立工場を運営。その二つ
の拡大と、更に二つの工場の建設を予
定している。

Foxconnはすべての認可を一つのウィンド
ウ内で獲得。
COVIDによるロックダウンの後、州政府は
早急な再開を援助。

Foxconnは生産拡大と更に二つの工場の建設
を予定している。


