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State overview
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State GDP growth of 10% CAGR in the last five 

years

Growth of 240% in FDI in FY2019-20 over previous 

year 

Accounts for ~17% of India’s industrial output, and 

ranked 1st in terms of investment committed (2019)

State accounts for over 21% of India’s exports, 

catering to 180+ countries

Manufacturing sector accounts for almost 37% of 

State’s GDP 

Gujarat ranked 1st in Logistics Ease Across Different 

States (LEADS) Index in 2019

Gujarat

Gujarat is a policy-driven state offering incentives 

and subsidies across 30+ sectors 



州概要
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過去5年間にわたりCAGR10％で州のGDPの増加。

前年比2019-20年度にFDIの240％の成長

インドの工業算出生の17％を占め、投資額（2019

年）で1位にランクされた

州はインドの輸出の21％以上を占め、180か国以上に
対応する

製造業は州のGDPのほぼ37％を占める。

2019年にグジャラート州はさまざまな州の中で物流の
しやすさ（LEADS）インデックスで第1位にランクされ

た

グジャラート州

グジャラート州は政策主導の州で、30以上のセクター
にインセンティブと補助金を与える。



Sector Capabilities

Sector Highlights

• Gujarat accounts for 11.5% of the national food 

processing output. Ranked 2nd in India. 

• Food processing industry in Gujarat is valued at USD 2 

billion

• Gujarat has been the key driver of consumer and frozen 

food exports from India with international and domestic 

brands such as McCain, Cargill, ConAgra Foods, etc.

• Gujarat’s Amul dairy is Asia’s largest dairy. It is the leading 

firm in the ice cream and frozen desserts segment in 

India. 

• Processed food worth USD 312 million exported in 2018-19 

to over 145 countries

Focus sub-sectors/products

Agro Business Policy of Gujarat

Policy was launched with the long term vision of 

“EASE of Doing Farming and Food 

Processing” in Gujarat

Capital Investment & Interest Subsidy, freight 

subsidy, stamp duty concession, quality 

certification, skill development, assistance in 

electricity duty and charges, etc. 
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Existing players

Consumer foods Dairy Frozen foods

Over 300 applications approved with an incentive 

disbursement of USD 20 million. Investment of USD 

570 million committed  in the State under the policy



部門の力量

部門の注目点

• グジャラート州は、国の食品加工生産量の11.5％を占めてい
ます。インドで第2位にランクされた。

• グジャラート州の食品加工産業は20億米ドルと評価される。

• グジャラート州はMcCain, Cargill, ConAgra Foodsなどのよ
うな国際および国内ブランドとともにインドからの消費者食
品および冷凍食品の輸出の主要なドライバーとなっている。

• グジャラート州のAmul dairyはアジアの最大の乳製品です。
これはインドのアイスクリームおよび冷凍デザートセグメン
トの大手企業です。

• 2018-19年に145か国以上に3億1,200万ドルの加工食品が輸
出された。

焦点サブセクター/製品

グジャラート州の農業ビジネス政策

グジャラート州で「農業と食品加工が容易にでき
ること」という長期展望に沿って政策がもたらし
た。

資本投資・利子補助金、貨物補助金、印紙税免
許、品質認証、技能開発、電気税と電気代など
への補助
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既存の食品加工業者

消費者食品 乳製品 冷凍食品

2,000万米ドルのインセンティブ支出がある300以上
の申請が承認された。政策に基づく国家への5億
7,000万ドルの投資



Investment In Industrial Infrastructure/ Food Parks

Plug-and-play 

infrastructure available 

in the State

Markets, storage, 

projects across the 

State

A pro-active, stable 

Government committed 

to ease of business

• More than 30,000 food processing 

units are operating in Gujarat

• Food parks in Gujarat – Surat,  

Mundra, and Mehsana spread over 

170+ acres

• 500+ cold storage and fish 

processing units with capacity of 2 

million MT

• Retort packaging facilities in Gujarat 

– Vadodara, Ahmedabad, and Halol

• Close to 200 APMC markets and 

sub-market yards in the state

• Processing clusters for milk, fruits & 

vegetables, fish, Psyllium (Isabgol), 

bakery, cereals, etc. 

• 200+ warehouses across 45 

centres

• Multiple cold chain projects in –

Ahmedabad, Amreli, Banaskantha, 

Bharuch, Bhavnagar, Gandhinagar, 

Jamnagar, Junagadh, etc.

• Dedicated Investor Desk - iNDEXTb

• MSME Ordinance 2019: exempts all 

MSMEs from obtaining approvals for 

a period of 3 years

• Gujarat Land Bank: Digital GIS 

based map of industrial land 

• Labour Laws Ordinance 2020: 

exempts industries from almost all 

labour laws for 1200 days

• Excellent air, rail, road, port 

connectivity, and uninterrupted 

power supply
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工業インフラ/フードパークに投資

州に利用可能プラグアン
ドプレイインフラ

州全体の市場、ストレー
ジ、プロジェクト

ビジネスの容易さを約束
する積極的、安定した政
府

• 30,000以上の食品加工ユニットが
グジャラート州で機能される。

• グジャラート州のフードパーク–ス
ラト、マンドラ、メフサナは170

エーカー以上に広がっている。

• 200万MTの容量を持つ500以上の冷
蔵および魚加工ユニット

• グジャラート州のレトルト包装施
設–バドダラ、アーメダバード、ハ
ロール

• 州内に200近くのAPMCマーケッ
トとサブマーケットヤード

• 牛乳、果物と野菜、魚、オオバコ
（イサブグル）、ベーカリー、穀
物などの加工クラスター

• 45のセンターに200以上の倉庫

• アーメダバード、アムレリ、バナ
スカンタ、バーチ、バーナガール、
ガンディナガール、ジャムナガー
ル、ジュナガドなどに複数のコー
ルドチェーンプロジェクト

• 専用投資家デスク-iNDEXTb

• MSME Ordinance （ MSME政令）
2019年：すべてのMSMEが3年間の
承認取得を免除

• Gujarat Land Bank（グジャラート
ランドバンク）：デジタルGISベー
スの工業用地の地図

• 労働法条例2020年：1200日間ほぼ
すべての労働法から産業を免除

• 優れた航空、鉄道、道路、ポート接
続、および無停電電源
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Success Story | Iscon Balaji Foods Pvt. Ltd.

About The Speaker

Neel Kotak, 

Managing Director (MD)

Mr. Neel Kotak, an IIT Bombay alumni, is the 

founder and current MD of Iscon Balaji Foods 

and a pivotal member of the team. 

About The Company

• Iscon Balaji Foods (IBF) is a JV of Iscon

Group (an eminent real estate firm) and 

Balaji wafers. 

• IBF’s potato farming spreads over 5,000 

acres of land and is associated with over 

1,000 farmers in the State

• Key products of the company includes 

dehydrated potato flakes and frozen foods 

such as French fries, burger patty, etc. 

Company started in 2012 with a potato 

flakes manufacturing unit in Gujarat.

Iscon Balaji is the largest player of 

potato flakes in Asia. It is amongst the 

top three manufacturers of frozen 

French Fries in the country.

At present, Balaji processes over 1.5 

lakh tonnes of potatoes a year to 

manufacture range of dehydrated and 

frozen potato product.

IBF’s customer profile consists reputed 

customers, such as ITC, Haldiram

Foods, Bikaji Foods, etc.
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サクセスストーリー| Iscon Balaji Foods Pvt. Ltd.

講演者について

ニールコタック
取締役社長(MD)

ニールコタックは IITBombayの卒業生,

Iscon Balaji Foodsの創設者で現在のMDで、
チームの中心的なメンバーです。

企業について

• Iscon Balaji Foods（IBF）はIscon Group

（著名な不動産会社）とBalajiウェーハの合
弁会社です。

• IBFのジャガイモ農業は5,000エーカー以上
の土地に広がり、州の1,000人以上の農家
と関連している。

• 同社の主要製品には、フライドポテト、ハ
ンバーガーパティなどのような脱水ポテト
フレークと冷凍食品がある。

2012年にグジャラート州にポテトフ
レークの製造ユニットを設立.

Iscon Balajiは、アジアでポテトフレー
クの最大の産業者です。国内の冷凍フ
ライドポテトのトップ3の産業者の一つ
です.

現在、 Balajiは年間１５万トンのジャ
ガイモを加工し、さまざまな脱水およ
び冷凍のジャガイモ製品を製造する。

IBFの顧客プロファイルは、ITC、
Haldiram Foods、Bikaji Foodsなどのよ
うな有名な顧客で構成されている。


