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State Overview: UP- Land of unlimited potential
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92.87 % score in Ease of Doing Business.

Largest state in terms of population with 220 million 

people occupying 7.3% of India’s land area.

UP is enriched with diverse agro climatic conditions. The 

State can be segmented into 9- agro climatic  zones 

having specialties in different forms of agro commodities.

Largest infrastructure of Central and State Institutions and 

Private sector education and R&D facilities - produce 

around 40000 agriculture students per year. 

Single window facilitation cell for all investors through 

Nivesh Mitra

Uttar Pradesh

❖ Strategically  located as Gateway to east India and 
Nepal – well-connected through extensive rail/road 
network

❖ Amritsar-Delhi-Kolkata and Delhi-Mumbai Industrial 
freight corridors pass through the State



州概要: UP州-無限可能な土地
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容易にビジネスができる部門に92.8%点

国土の7.3%を占め、2億2千万人で人口の面で最大の州

UPは多様な農業気候条件に富む。州は、さまざまな形態
の農産物に特化した9つの気候帯に分割できる.

.中央および州の機関と民間部門の教育およびR＆D施設の
最大のインフラー年間約40000人の農業学生を育て上げる。

ニベシュミトラによるすべての投資家向けの単一ウィンド
ウファシリテーションセル

ウッタルプラデーシュ州

❖ 東インドとネパールへの玄関口として戦略的に位
置高大な鉄道／道路ネットワークで接続

❖ アムリトサル-デリー-コルカタおよびデリー-ムン
バイ工業貨物通路が州を通す



Sector Capabilities of the state

Sector Highlights
• Sector’s contribution is 25% to state's GDP

• Export of major food items -US$ 2.53 billion (2018-19).    

• Largest producer of  Fruits (Mango, Gooseberry, Banana, 

Guava, Muskmelon and Watermelon)  & Vegetables (Potato, 

Peas, Pumpkin, Pointed gourd, Carrot and Bottle gourd). 

Largest livestock population in India, Largest producer of milk

in the country.

• UP has attracted a cumulative FDI worth USD 394 million since 

2011 to 2017.  

• State total GSVA (2017-18) - 149.76 billion USD, Agriculture & 

allied GSVA – 36.66 billion USD. Growth rate of Agri GSVA 

9.1% Existing Food Processing Players

Key Incentives/Schemes for Sector

UP Food Processing Industry Policy 2017 incentives

of capital and interest subsidy
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Focus sub-sectors/products

Fruits and Vegetable / 

Dairy /Meat processing

Grain Processing

Cold Chain and 

Marketing Infrastructure

Innovative Projects

Industrial and Employment promotion Policy of UP-

2017- incentives related with stamp duty exemption,

SGST re-imbursement, Electricity duty exemption et

Policy for Investment in Private Industrial Park



UP州の部門の力量

部門の注目点
• UP州のGDPに部門の25%に貢献
• 主要な食品の輸出 -25億3千万ドル(2018年-19年).    

• 果物（マンゴ、グーズベリー、バナナ、グアバ、マスクメロン、
スイカ）と野菜（じゃがいも、えんどう、かぼちゃ、とがった
ひょうたん、にんじん、ひょうたん）の最大の生産者。インド
で最大の家畜人口、国内で最大の牛乳生産者。

• 2011年から2017年にかけて、UPは累積3億9,400万ドルのFDI

を獲得。
• 州の合計GSVA（2017年-18年）-1,497億6,000万ドル、農業お
よび関連GSVA – 366億6,000万ドル。アグリGSVAの成長率
9.1％。

既存の食品加工業者

部門の主要なインセンティブ/計画

UP州食品加工産業政策2017年資本および利子補給
のインセンティブ
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焦点サブセクター/製品

果物と野菜 /乳製品/食肉加
工

穀物加工 革新的なプロジェク
ト

UP州の工業および雇用促進政策-2017 年-印紙税の
免除、SGSTの補償、電気税の免除に関連するイン
センティブ

民間工業団地への投資方針

コールドチェーンと
マーケティングインフラ



Industrial Infrastructure/Food Parks

• 3 Agro Processing Food Park –

Kursi Road Barabanki, Karkhion

Varanasi and GIDA fully operational

• Two new Mega Food Park projects 

in Mathura and G.B. Nagar are in 

pipeline.

• Highest number of Cold Storage 

infrastructure of country- 1919 cold 

storages with capacity of 154 MMT

• 21 Cold Chain Projects – 6 in 

operation

• 10 ICD’s.

• 4 Agri Export Zones (AEZs)

• 52 industrial areas 

• Largest railway network- 9077 Km

• Largest road network – 370752 Km

• One of Asia’s biggest airport – Jewar

(under construction)

• Air Cargo facility at Lucknow and 

Varanasi Airport

Installed Power

• Thermal: 16,388.92 MW, Nuclear: 335.72 

MW

• Hydro: 2,184.75 MW, Renewable: 2,202.47 

MW

Power Cost

• Domestic: Fixed charge- USD 0.8/Kw/Month 

Energy charge-USD 0.03/KwH

• Commercial and Industrial: Fixed charge-

USD 1/Kw/Month Energy charge- USD 

0.05/KwH

Water Cost

• Domestic: USD 1.16 to USD 11.2/Month (unit 

area range- 0 to 0.25 acre)

• Commercial and Industrial: USD 5.6 to USD 

373/month (area range-0 to 50 acre)
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Plug-and-play 

infrastructure/Key 

Industrial Parks/Costs

Sector specific 

infrastructure (cold 

chain, warehousing, 

transportation, ports)

Utility Availability & Costs



工業インフラ/フードパーク

• 3つの農産物加工フードパーク –ク
ルシロードバラバンキ、カルキオン
バラナシ、GIDAが全面的に作動。

• マトゥラとG.B.ナガールの2つの新
しいメガフードパークプロジェクト
は開発中

• 国内最大の冷蔵インフラ-1千9百１９
の冷蔵保管、容量は154 MMT

• 21のコールドチェーンプロジェクト–

6つが作動中
• 10の ICD.

• 4つの農業輸出アゾーン（AEZ）
• 52の工業地帯
• 最大の鉄道ネットワーク9077 キロ
• 最大の道路ネットワーク– 370752 キ
ロ

• アジアの最大の空港の1つ–ジュワール
（建設中）

• ラクナウとバラナシ空港で航空貨物施
設

設置電力
• 火力: 16,388.92 MW, 原発: 335.72 MW

• 水力: 2,184.75 MW, 生産可能: 2,202.47 MW

動力日
• 国内：固定料金- USD 0.8 / Kw /月のエネル
ギー料金-USD 0.03 / KwH

• 商業および工業：固定料金-USD 1 / Kw /月の
エネルギー料金-USD 0.05 / KwH

• 造水コスト
国内：USD 1.16からUSD 11.2 /月（単位面積
範囲-0から0.25エーカー）

商業および工業：5.6米ドルから373 /米ドル
（面積範囲0〜50エーカー）
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プラグアンドプレイイン
フラストラクチャ/主要な
工業団地/コスト

セクター固有のインフラ
ストラクチャ（コールド
チェーン、倉庫、輸送、
港湾）

実用性、可用性とコスト
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Success Story | C.P. Milk and Food products Pvt. Ltd. 

About The Speaker

Jai Kumar Agarwal 
Managing Director

Mr. Jai Kumar Agarwal is the Managing Director of a 
leading dairy products manufacturing company C.P. 
Milk and Food products Pvt. Ltd. 

About The Company
• Gyan Dairy is an Indian dairy company headquartered in

Lucknow, U.P and is known for the processing and distribution of
dairy products produced in regionally located facilities. Gyan
Dairy processes/ manufactures, markets and sells a full line of
dairy products such as Milk, Lassi, Curd, Butter, and Ghee.

• Company size - (120 Million USD top line) FY 19-20

• Pan India

• Year of establishment in India – 2007

• Employees 1200 personnel

• Completely manufactured and consumed in India

• Led by two brothers Jai Agarwal & Anuj Agarwal

Incorporated in India in year 2007

U.P. is a gold mine for dairy industry. It is the

biggest producer and also the biggest consumer

by a big margin. The untapped territories of

eastern UP are capable of becoming a hub of

milk production to satiate the whole of eastern

India. The sector specific policies of the state

govt. have been helpful and we have also taken

benefit of SAMPADA Yojana of GOI in a big way.

In this year we intend to increase our footprint

into Bihar as well as app based home delivery

model targeted at 100 thousands customers of

Lucknow. We intend to make Gyan a billion $

enterprise within three years through organic

and inorganic expansion.

The company has achieved a CAGR of 30% +

in the last five years. We have invested more

than 35 Million USD for creating of top of the

line infrastructure and are now ready to start

production in Varanasi and Gorakhpur to cover

most of Bihar.
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サクセスストーリー | C.P. Milk and Food products Pvt. Ltd. 

講演者について

ジャイ・クマール・アガルワ
ル
取締役社長

ジャイクマールアガルワルは乳製品の大手生産
会社、C.P.ミルクアンドフードプロダクト株式
会社の取締役社長である。

企業について

• Gyan Dairyは、UP州のラクナウに本社があり、インド
の乳製品会社で地域に位置する施設で生産された乳製
品の加工と配給するため知られている。 Gyan Dairyは、
牛乳、ラッシー、カード、バター、ギーなどの乳製品
の全ラインを加工、生産、販売している。

• 会社の規模-（1億2000万米ドルのトップライン）年度
19－20

• 全インド
• インドに設立 – 2007年
• 従業員1200 人
• インドで全て生産および消費される。
• ジャイ・アガルワルとアヌジ・アガルワルによって率
いる。

2007年にインドに法人化

UP州は乳業の金鉱です。それは最大の生産者で、
大きなマージンで最大の消費者もある。東部UP

州の未開発地域は、インド東部全体を満足させ
るための乳生産の中心地になることができる。
州政府のセクター固有の政策は助けになり、
GOIのSAMPADA Yojanaの恩恵も大きく受けま
た。

今年はビハールの他に、ラクナウの10万人の顧
客を対象としたアプリベースの宅配モデルへの
足跡を拡大する予定です。私たちは、Gyanを有
機的および無機的拡大により3年以内に10億ドル
規模の企業にする予定です。

会社は過去5年間で30％以上のCAGRを達成した。
最高水準のインフラを構築するために3500万米
ドル以上を投資し、現在、バラナシとゴラクプー
ルで生産を開始して、ビハールのほとんどをカ
バーする準備が整っている。


