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Telangana| ESDM Sector | Overview
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2nd in India in Ease of Doing Business

5th in terms of India’s total exports

6% of India ESDM manufacturing

24 Universities, 1988 colleges & 1,10,000 students 

trained through TASK initiative #627 Engineering Inst

Reputed institutes like IIT, IIIT, BITS & NIT, ISB, 

NALSAR and TISS

Single window system: TS-IPASS Act. Average time for 

clearance < 15 days

Telangana is one of the fastest growing states in India with a growth rate (at constant prices) of 8.2% (2019-20). 

Telangana

Telangana’s ESDM value proposition:

• Largest EMC land bank

• Competitive Incentives

• Effective and Timely Policy 

administration



テランガーナ | ESDM部門 | 概要

01

インドで容易にビジネスができる部門2位

インドの総輸出量5位

6%のインドのESDM製造

24件の総合大学、1988件の大学& 1,10,000人の学生が
TASKイニシアチブを通して訓練されている。
#627件の工学研究所
IIT、IIIT、BITS&NIT、ISB、
NALSAR、TISSなどの評判の良い機関
シングルウィンドウシステム: TS-IPASS Act. 

認可の平均時間は15日以下

テランガーナはインドで8.2%の比率で最も素早く成長（安定した値段で）している州のひとつです。（2019年-2020年）

テランガーナ

テランガーナのESDM価値提案:

• 最大のEMCランドバンク
• 競争性のあるインセンティブ
• 効果的でタイムリーな政策管理



Telangana| ESDM Sector | Highlights

Sector Highlights

• Telangana State’s Electronics Manufacturing contributed INR  76,410  

Crores in 2019-20, accounting for ~ 13% of the State’s Industrial GVA.

• Contributes to 6 percent of India’s Electronics Manufacturing in the 

country

• Factor cost details (Labour, power, tax, transportation)

• Labour cost: 5$ per day, 

• Among the cheapest electricity costs in the World @ 0.08US$ per 

kWh, 

• Corporate tax at 15% for new units and 22% for existing units,

• Competitive inland fright cost per tonne @ 0.018US$ by rail, 

0.016US$ by inland waterways & 0.030US$ by road.

• Sector Size: USD 3 Bn production, Employment > 50,000, No. of Units > 

250; Vision for 2024: $ 25 Bn Revenue, 5 lakh jobs, $10 Bn Investment

• Sub-sector contribution: Strategic Electronics (33%), Industrial Electronics 

(25%), Consumer Electronics (13%), Telecom (13%), Computer (9%)

Large Base Of ESDM Players

Key Incentives/Schemes
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• Key Players: Nvidia, Motorola, Qualcomm, 

AMD, CDAC, Cypress, HFCL. Skyworth, 

Oppo, Micromax

• Telangana has tailor made incentives policy for Mega Projects ~25Me
USD and above.

• The Govt of Telangana will Meet and Beat Policies of other States

Capital Subsidy: 20%, Capped at USD 4,285,000 for Mega 

Enterprises

SGST Reimbursement: 100 % net SGST for 7 years; Capped  to 

investments made in plant and machinery for Mega Enterprises

Power subsidy: 25% for 5 years; Capped at USD 710,000 for Mega

Transport subsidy: 60% with 10% reduction YoY - for 5 years; 

Capped at USD 710,000

Electricity Duty exemption: 100% for 5 years; Capped at USD 

710,000

Interest Subvention: 5.25% for 5 years; Capped at USD 710,000 

Lease Rental Assistance: 25% subsidy on lease rentals for a period 

of 10 years

* Other incentives on stamp duty, cleaner production, quality costs, patents, etc..



テランガーナ| ESDM部門 | 注目点

部門の注目点

• テランガーナ州の電気機器製造は2019年-2020年にINR76,410カロールに
貢献し、これはこの州の産業GVAの13%までを占めます。

• インドの電気機器製造の6%に貢献します。

• 要素費用詳細 (労働力、電力、消費税、運送)

• 人件費: 1日$5 

• $0.08/kWhと世界で最も安い電力のひとつ
• 法人税は新規ユニットに対して15%、既存のユニットに対して22%

• 競争率の高い内陸運送費はトン毎に、鉄道での輸送は$0.018、内
陸水路での輸送は$0.016、道路での輸送は$0.03

• 部門のサイズ: 30億ドルの製造、雇用50,000以上、ユニット数最大250、
2024年の計画:250億ドルの収益、5ラーク(50万）の雇用、100億ドルの
投資

• サブ部門の貢献: 戦略的エレクトロニクス（33%）、産業電気機器（25%

）、消費者向け電気機器（13%）、テレコム（13%）、コンピューター
（9%）

ESDMプレイヤーの大規模なベース

主要インセンティブ/計画
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• 主要プレイヤー: Nvidia, Motorola, 

Qualcomm, 

AMD, CDAC, Cypress, HFCL. Skyworth, 

Oppo, Micromax

• テランガーナは2,500万ドル以上のメガプロジェクトに対するイ
ンセンティブポリシーを作りました。

• テランガーナ政府は他の州のポリシーと同等か同等以上の方針を
作成します。

資本助成金: 20%、メガ企業向けは最大$4,285,000まで

SGST返済t: 7年間100%の総SGST、メガ企業向けの工場と機械への
投資への期限あり。

電力助成金: 5年間25%、メガ企業向けは最大$710,000

運送助成金: 5年間60%と10%の前年比削減、最大$710,000まで

電力税免除: 5年間100%、最大$710,000まで

利子助成金: 5年間5.25%、最大$710,000まで

賃貸借家賃援助: 10年間賃貸借家賃の25%助成

* 印紙税、より洗練された製造、品質費用、特許などその他のインセンティブ。



Telangana| Investment in Industrial Infrastructure

Electronics Manufacturing ClustersWorld-class Industrial Infrastructure

Total Industrial Land: 2.5 Lakh acres

2nd highest number of Operational SEZs in India

16,500 MW of Installed capacity of power generation.

300 MLD Surplus Water Supply for Industries

158 Km freeway (ORR) around Hyderabad

72 km stretch metro rail by L&T, world’s largest

E-City Hardware Park EMC (EMC1):

▪ 602 acres of EMC land (SEZ land of 263  acres) 
with plug and play facility

▪ 1 km from Outer Ring Road, Hyderabad

▪ 5 Kms to Hyderabad International Airport

▪ 220 kV power sub-station

▪ 2,00,000 sq. ft. BUA of ready to move-in plug-
and-play factory space

Maheshwaram Science Park EMC (EMC2):

• 310 acres of EMC land

• 10 kms from Outer Ring Road, Hyderabad

• 14 kms from Hyd International Airport

• Forms part of proposed ITIR

• Well developed social, educational and rural  

infrastructure in the catchment area.

30% of the Country’s EMC land located 

between at close proximity where the 

common manufacturing facilities can be 

complemented

2,00,000 sft State of the Art plug and 

play built up space, ready to move at E-

City



テランガーナ | 産業基盤投資

電気機器製造クラスタ世界クラスの産業インフラ

総産業土地: 2.5（25万）ラークエーカー
2番目に大きい数のインドの運営SEZ

インストールされた発電容量16,500 MW

産業用水源の剰余300 MLD

ハイデラバード周辺に158 Kmの高速道路(ORR) 

L&Tによって作られた72 kmに渡る世界最大のメトロ鉄道

E市ハードウェアパークEMC (EMC1):

▪ プラグアンドプレイ施設の付いた602エーカ
ーのEMC土地 (263エーカーのSEZ土地)

▪ ハイデラバードアウターリングロード（
ORR）から1 km

▪ ハイデラバード国際空港から5 Km

▪ 220 kV電力のサブステーション

▪ 引越可能なプラグアンドプレイ施設の
2,00,000平方フィートBUA

マヘーシュワラサイエンスパークEMC

(EMC2):

• 310エーカーのEMC土地

• ハイデラバードアウターリングロード（
ORR）から10 km

• ハイデラバード国際空港から14 km

• ITIR提案の一部

• 管轄区域内にある良く開発された社会的、
教育的、地方インフラを持つ地域

この国の30%のEMC土地は共通の製造

施設に便利なように近い距離内にあり
ます。

2,00,000平方フィートの最先端をいくE

市にあるプラグアンドプレイ施設はす
ぐに引越可能です。
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About The Speaker
Raminder Singh Soin, 

Managing Director

Raminder Singh Soin, an engineering alumnus and MBA, is the

Founding Managing Director of the Resolute Group. From starting his

career in the field of Electronics, he has come a long way to establish

and build the Resolute Group into its current form. Radiant & Skyquad

are the two shining stars of the Resolute group in the ESDM sector.

About The Company
• Resolute Group has been in the electronics space for the last 25 years. While Skyquad is 

one of the fastest growing solution providers in the Lighting segment, Radiant has 

partnered with $5 billion China-based Skyworth Group to set up a world class 

manufacturing unit in Hyderabad and caters to global LCD brands.

• Company size ($ 62 Million in FY 19-20)

• Hyderabad, Telangana, India

• Skyquad – established in 2013 & Radiant established in 2019

• Creation of > 3500 jobs, R&D capability in Design Solutions from Concept to Reality for 

Industries like Television, Set-Top Box, LED lighting and Other Consumer Electronics 

Products

• Localization planned to increase from current 10-15 per cent to up to 50-60 per cent 

while the group created 30 plus vendors for establishing supply chain ecosystems

Skyquad established in 2013 & Radiant established in 2019

Resolute partnered with $5 billion China-based Skyworth

Group to set up a Rs 700 crore manufacturing unit which is

now supplying to electronic giants such as Samsung,

Panasonic, Motorola, One Plus, Skyworth and Nokia which

comprises 40% of the Indian TV market. The Group plans

to add 3,000-4,000 people in the next few months while the

facility will have a capacity to make 4 million units per

annum

The chief sector growth drivers today are the online &

offline electronics sales space and the bullish growth path

of consumer electronics; other enablers are the excellent

business climate and ease of doing business in Telangana

state coupled with its infrastructure advantage; additional

assistance & fast-tracking is solicited from agencies like

Customs, ITC&E Central ministries etc., Sectorial

Associations with CII, IESA and other Industrial bodies

shall help in promoting the cause and scope of growth of

the ESDM sector

Cater to global electronics OEMs and top brands as well as

export consumer appliances from Hyderabad while a sum

of $ 100 million investment is planned for AC, Refrigerator

Set top boxes and other appliances
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講演者について
ラミンダー・シン・ソイン
取締役社長

ラミンダースィンソインは工学学位とMBAを取得し、Resolute Groupの
創立者及び専務取締役です。彼はResolute Groupを現在の会社に設立・
成長させるまで長い道のりを歩いてきました。Radiant & Skyquadは
Resolute GroupのESDM部門の2つのスターです。

企業について
• Resolute Groupは過去25年間電気機器業界に参入しています。Skyquadは照明部門で最
も速く成長しているソリューションのプロバイダーで、Radiantは中国を拠点とし50億
ドルの資産を持つSkyworth Groupとのパートナーシップを結び、ハイデラバードに世界
クラスの製造ユニットを設定しグローバルLCDブランドに対応している。

• 会社のサイズ (2019-2020年会計年度$6,200万ドル)

• インド、テランガーナ、ハイデラバード
• Skyquadは2013年に設立、Radiantは2019年に設立
• 最大3500の仕事を生成し、テレビ、セットトップボックス、LED照明、その他の消費者
向け電気機器製品などの業界に対する構想から現実化までのデザインソリューションの
R&D能力を提供

• 局地化は現在の10-15%から50-60%まで増加する計画で、当グループはサプライチェー
ンエコシステムを設立するために30以上の供給業者を生成。

Skyquadは2013年に設立、Radiantは2019年に設立

Resoluteは中国を拠点とし50億ドルの資産を持つSkyworth

Gourpとパートナーシップを結び、現在サムスン、パナソ
ニック、モトローラ、One Plus、Skyworth、ノキアなどの
40%のインドTV市場を構成する電気機器大企業に供給する
Rs700カロールの製造ユニットを設定しました。当グルー
プは次の数ヶ月間に3,000-4,000人の社員を雇い、工業施設
は1年に400万ユニットを製造する能力を持つ予定です。

現在の主要部門の成長駆動はオンラインとオフラインの電
気機器販売エリアであり、消費者向け電気機器の強力な成
長経路です。その他に優れたビジネス環境とテランガーナ
州でビジネスを行う容易さと、そのインフラストラクチャ
ーの優位性にあります。追加の補助と素早いトラッキング
は税関、ITC&E、中央省庁などのエージェントから要請さ
れ、CII、IESAやその他の産業企業との業界団体はESDM

部門の成長の原因と余地を促進するでしょう。

グローバル電気機器OEMとトップブランドに対応し、ハ
イデラバードからの消費者向け家電製品輸出もして、エア
コン、冷蔵庫、セットトップボックスやその他の家電製品
への総1億ドルの投資が計画されています。


