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Maharashtra | ESDM Sector | Overview
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13th in India in Ease of Doing Business Rankings

1st in terms of FDI inflows in India at 33% of FDI

10.6% GSDP Growth Rate, YoY (2017-18)

45 Million skilled manpower by 2022

Maharashtra is the most industrialised state in India and 

contributes ~15% to India’s GDP.

Maharashtra

23% of India’s total exports are from Maharashtra

91 Million Smart Phone Users



マハーラシュトラ | ESDM部門 | 概要
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インドのビジネスを行う容易さランキング13位

FDI33%でインドのFDI流入1位

10.6%のGSDP成長比率、前年比(2017-18年)

2022年までに4500万人の技術を持つ労働力

マハーラシュトラはインドで最も産業化された州で、イン
ドのGDPの15%まで貢献しています。

マハーラシュトラ

インドの総輸出の23%はマハーラシュトラから

9100万人のスマートフォンユーザー



Maharashtra | ESDM Sector | Highlights

Sector Highlights

• ~30% of India’s machinery, computer, electronics, optical 

products and equipment manufacturing output

• ESDM is a thrust sector and has an exclusive policy

• Incentivisation of Technology Transfer, R&D, IPR Creation

• Creation of Development Fund for ESDM Sector of USD 10 

Million 

• ESDM Industry is an Essential Services under 

the‘Maharashtra Essential Services and Maintenance Act

• Availability of Plug & Play Infrastructure with built to suit 

structures

ESDM Players in Maharashtra

Key Incentives/Schemes

➢ Total quantum of incentives offered up to 100% of the Fixed 

Capital Investments (FCI)

➢ Mega Project status will be accorded to Industries that 

either have a FCI of USD 60 Million or employ 500 persons

(in A&B Areas) and either a FCI of USD 20 Million or employ 

250 persons (rest of the state)

➢ Interest subsidy on term loans for acquisition of fixed assets

➢ Power tariff subsidy for 3 years in A&B Areas and 5 years in 

other areas

➢ Special Incentives for Anchor units (USD 30 Million +) 

investing in notified Electronic Cluster Area

➢ Subsidies between 25%-75% to MSME’s on capital 

equipment, patent registration, quality certifications etc.



マハーラシュトラ | ESDM部門 | 注目点

部門の注目点

• インドの機械、コンピューター、電子機器、光学製品、装置
の最大30%の製造

• ESDMはスラスト部門で排他的ポリシーを持っています。

• 技術伝承、R&D、IPR作品のインセンティブ化

• 1000万ドルのESDM部門への開発資金の生成

• ESDM市場はマハーラシュトラ必要不可欠なサービスと保守
法によって主要サービスとみなされています。

• ビルドトゥスーツ型建築のプラグアンドプレイインフラスト
ラクチャーが利用可能

マハーラシュトラのESDMプレイヤー

主要インセンティブ・計画

➢ 総量インセンティブは固定資本投資（FCI）の最大 100%を
提供

➢ メガプロジェクトの状態は6000万ドルのFCIを持つ、また
は500人を雇用（A&B部門で）する、または2000万ドルの
FCIを持つ、またはを250人雇用（その他の州）する業界に
送られます。

➢ 固定資産の取得に対するタームローンへの利子補給金

➢ A&B部門へ3年間、その他の部門へ5年間の電気料金助成

➢ アンカーユニットへの特別インセンティブ（３千万ドル以
上）は公認済み電気機器クラスタ地域へ投資されます。

➢ 資本的設備、特許登録、品質証明などに対するMSMEへの
25%-75%の助成



Maharashtra | Investment in Industrial Infrastructure

Plug-and-play factory 

space

Dedicated Sectoral 

corridors/SEZ’s

Utilities

• State promotes setting up of

incubation centers and the

Maharashtra Industrial Development

Corporation will provide the

infrastructure at nominal cost

• 8 Electronic Manufacturing Clusters

have been identified in Maharashtra

by the Govt. of India

• Special Incentives to Export Oriented

Units

• Provision of 24x7 uninterrupted power

supply

• Exemption of consent from State

Pollution Control Board to certain

manufacturing units

• Streamlining of e-Waste (Management

& Handling) Policy

• Provision of 24x7 high quality potable

water supply
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• 3 Brownfield Clusters with

common facilities for production,

R&D, prototyping, calibration and

funding support in Pune,

Aurangabad and Navi Mumbai

• 100 Acres reserved for ESDM at

AURIC (a DMIC node in Aurangabad)

one of India's First Greenfield Smart

Industrial Cities with plug and play

infrastructure



マハーラシュトラ | 産業基盤投資

プラグアンドプレイ
工場地域

専用部門回廊/SEZ 公共施設

• 州はインキュベーション施設の設定
を推進し、マハーラシュトラ工業開
発企業はわずかな費用でインフラを
提供する。

• インド政府によって8つの電気機器

製造クラスタがマハーラシュトラで
識別されている。

• 輸出志向ユニットへの特別インセン
ティブ

• 24時間7日の途切れのない動力電源の
供給

• 特定の製造ユニットに対する州公害
管理局からの同意の免除

• 電子廃棄物（管理と対処）ポリシー
の合理化

• 24時間7日の高質な持ち運び可能な水
源の供給
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• 3 プネー、アウランガーバード、ナ
ビムンバイに生産、R&D、プロトタ

イプ製作、構成、資金サポート用の
共有施設のあるブラウンフィールド
クラスタを持つ。

• プラグアンドプレイインフラのある
インド初のグリーンフィールドスマ
ート工業市のひとつであるAURIC（
アウランガーバードにあるDMIC中
心地）にESDM向けの100エーカーが
備えられている。
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Maharashtra | Success Story | JABIL

About The Speaker

Speaker Name,  Sunil Naik 

Designation – Director Operations, India

Mr Naik heads the Pune Operations providing OEM clients 

with a total solution for complete product development, global 

manufacturing, logistics, and aftermarket services. He has 

developed strong manufacturing capabilities with a proven 

track record of handling various functions which translates 

into strong results for India operations with over 30% growth 

in revenue with USD 500 Million. 

About The Company
• Description of business- World’s 2nd largest EMS –

contract Manufacturing Company 

• Company size (USD 30 Billion) 

• Geographical footprint – All region globally 

• Year of establishment in India -2003-04

• Employment generated in state - 3000+, State of art 

electronics, Windmill, Plastic Moulding,  R&D 

capability introduced to India 

• Pune 3 locations, Chennai -1 

• Key contribution to Make in India highest electronics 

exporter from India 

Entry into India in 2003-04

Jabil has invested over USD 100 Million in 

India growth story for the company (85% 

export, local workforce of over 3000+ and  

expansion plans in near future, for state of art 

product categories and world's best OEM 

customers 

Capital and labour productivity reforms. 

Infrastructural improvements. Complex  

tedious regime of regulations, and taxation. 

Many projects are under consideration in the 

telecom ,consumer and mobile sector.
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マハーラシュトラ | サクセスストーリー | JABIL

講演者について
講演者名スニール･ナイク
選任 –インド運営部長

ナイク氏はプネーオペレーションの主任で、OEM顧客に完
全な製品開発、グローバル製造、物流、市場後のサービスに
対する総合ソリューションを提供しています。彼は強力な製
造能力を開発し、様々な機能に対応する実績を持っており、
これはインドでの運営に5億ドル・30%以上の収入成長の結
果となっています。

企業について
• 企業概要-世界で2番目に大きなEMS契約を持つ製造

企業
• 会社のサイズ (300億ドル) 

• 地理上のフットプリント – 世界中全地域
• インドでの設立年-2003年から2004年
• この州での雇用生成-3000人以上の労働力、最先端

を行く電子機器、風車、プラスチック成形品、イン
ドへR&Dの能力を紹介

• プネーに3件、チェンナイに1件
• インドからの電子機器輸出を最大にする「メークイ

ンインディア」に主な貢献をしている。

2003-04年度にインドに参入

Jabilはインドでの会社の成長（85%の輸出、
3000人以上の地域労働力、近い将来の展開
計画、最先端を行く製品分野と世界最高の
OEM顧客）に一億ドル以上の投資をしてい
ます。

資本と労働力生産性の改正。インフラ改善。
規制に対する複雑で退屈な政策と課税。

テレコム部門、消費者部門、モバイル部門で
たくさんのプロジェクトを考慮中。


