2020年 第5号 ご挨拶
新型コロナは非常に大きな被害をもたらしています。世界の死者は 35 万人を超えました。亡くなられた方には、心からお悔やみ
を申し上げるとともにご冥福をお祈りします。 「ディスラプティブ」いったい何が、破壊的なんだ。変化の速度、大きさと様々に語ら
れる中で、これほど大きな試練が待ち受けているとは、誰も想像しなかったのではないでしょうか。ウイルスが、グローバル・サプライ
チェーンの機能を奪い、人類の活動を停止させてしまいました。各国で、活動再開の動きが出てきている中で、活動停止期間
中に人々の考え方、行動様式にも変化を生じます。できる人からできること始めること、指示を待たずに自分で考えて行動する
ことが一番大切であることを多くの人が自覚したのではないでしょうか。
2020 年第 1 四半期の中国経済成長率は前年同期比 6.8％減となりました。これは 1992 年に始まった四半期毎の GDP
統計開始以来初めてのことで、2008 年のリーマンショックによる国際金融危機を上回る影響です。中国は新型コロナとともに行
う活動の再開を世界に先駆けて始め、仕事や生産活動も従来の姿を取り戻しつつあります。最近の各種データからも、第 2 四
半期に入り中国経済が大きく改善していることが分かります。他の諸外国も順調な回復が進み、一刻も早く国を跨いだ行き来
ができることを期待しています。
KPMG 中国 GJP 中国総代表

髙部 一郎

1. 中国経済インサイト（2020 年第 2 四半期）
COVID-19 の世界的な流行は、世界経済に大きな影響を与え、企業収益の低下を招き、今後、対外直接投資に大きな影
響が出てくると思われます。これまでのところ、中国の対外投資誘致は着実な成長を維持しており、世界の対外直接投資に占
める中国のシェアは 10％程度となっています。中国では流行がほぼ収束し、職場や生産に復帰するプロセスを開始したことで、
海外投資マインドは、2 月の流行のピークから回復しています。外資系企業による今後の対中投資を考える上で、以下の 4 つ
の特徴があると考えています。
-「中国では、中国のために」のコンセプトは、中国に投資する多くの外資系企業の中心戦略となる。
- 知的財産権の保護を強化することで、中国はより多くのハイテク投資を誘致する。
- グリーン（環境対応）産業の大きな可能性がある。
- ヘルスケア業界は、今後さらなる成長が期待される。
＞ 全文はこちら（中国語）
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2. 半導体企業による未開拓のビジネス機会
今日のビジネスや社会のほぼすべての面において、私たちは半導体のエコシステムに依存しています。最近の米国と中国におけ
る関税問題は、半導体のチップ製造コストに直接的な影響を与えています。また、関税によりサプライチェーン全体におけるプロ
セスも大幅に複雑化しています。リスク軽減のため 58％の半導体企業が、サプライチェーンにおいて運営上の対策を実施する
予定です。現在の環境下で半導体企業が関税コストを削減するためには、例えば、原産地国の調整や、関税の免除、関税
還付などの選択肢が考えられます。KPMG の調査によると、戦略的な関税軽減プランを実施した企業は、米国への輸入品に
対する関税を平均 59％節減しました。柔軟なサプライチェーン戦略と強力な貿易インフラに投資し、安定したシナリオ計画に基
づいて戦略を策定することで、企業は競争上の優位性を高めることができます。
＞ 全文はこちら（日本語）
＞ 全文はこちら（英語）
＞ 全文はこちら（中国語）

3. Future Hong Kong 2030
香港は、地理的にも経済的にも、中華圏の中でも特に GBA（Greater Bay Area：大湾区）や ASEAN 地域と結びつい
ています。GBA は香港の大企業にとって、研究開発を含む海外への直接投資先として選ばれている一方、新興企業を含む中
小企業は、ASEAN 諸国との貿易・投資を優先的に行うことを計画しています。これらの市場との貿易・投資関係を継続的に
発展させていくことは、香港の経済繁栄につながる基本取組みであり、成長の原動力となり、香港市民の将来の雇用機会を創
出することになります。そして、地域社会に最も効果的に利益をもたらすソリューションを開発するために、企業と新興企業の間で
スマートシティプロジェクトに関するより深い協力関係が必要とされています。スマートシティとしての香港の発展を最適化するため
の次のステップとしては、効果的なガバナンスのベストプラクティス、官民連携の強化などがあり、企業は持続可能性と人材育成
に焦点を当てながら、大学やスタートアップ企業、その他の企業とのパートナーシップを拡大すべきです。そして、スタートアップや
中小企業は、利用可能な資源を最大限に活用し、大企業と大学の両方との連携機会を積極的に模索する必要があります。
＞ 全文はこちら（英語）

4. 新型コロナウイルス感染症問題の難関を克服する中国の支援政策
新型コロナウイルス感染症問題の防止・抑制期間において、企業は税務申告作業などの延期に対応すると同時に、財政・税
務措置、税金（社会保険）の納付延期・減免政策などを包括的に把握し、優遇政策の申請、納付延期申請や還付申請
の要否を検討する必要があります。一連の優遇政策では感染防止・抑制に関連する経済活動に対し、免税措置を適用する
ことができるとしています。企業は優遇政策を適用できる経済活動の範囲および既存の優遇政策との違いを正確に理解し、優
遇を最大限に適用するために証明となる資料を準備する必要があります。また、個人に関しては、個人所得税の観点から非課
税項目および控除項目が規定され、社会保険の観点からは社会保険料の納付猶予、社会保険費用の減免などが優遇政
策として公布されました。企業は現地政府と人的資源および社会保障部門などが公布する関連規定および実施細則を積極
的に把握し、優遇政策を享受することができます。
＞ 全文はこちら（日本語）
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＜ご参考＞新型コロナウイルス対応に関する情報提供
こちらのサイトに関連情報を掲載しております。
•

携手战“疫”（中国語）資料はこちら

•

Business Continuity Insights（英語） 資料はこちら

•

事業継続に関するインサイト（日本語） 資料はこちら

Wechat でも日々情報発信をしておりますので、是非ご登録頂けると幸いです。

Contact us お問合せ先
GJP China Markets: gjpmarkets.china@kpmg.com
Tel: +86 (21) 2212 2247（日本語）
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