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香港に関する調査結果

事業進出・事業拡大した日本企業
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概要



香港に関する調査結果



親会社の主な国籍

中国本土 日本 アメリカ イギリス シンガポール

香港域外に親会社を有する企業 在香港地域統括拠点

国際ビジネスのハブ
2020年度 香港域外に親会社を有する企業の在香港拠点に関する調査報告書

出処：インベスト香港＆香港政府統計局「2020年度香港域外に親会社を有する企業の在香港拠点に関する調査報告書」



活気に満ちた
スタートアップとフィンテックのエコシステム

出処： 2020スタートアップ調査

スタートアップ数

従業員数

起業家の出身地

香港
中国本土、
イギリス、アメリカ
オーストラリア等

海外籍を持つ
香港人

主な事業分野

 フィンテック
 E-コマース/サプライ
チェーンマネジメント/
物流テクノロジー

 ビジネス・専門サービス
 情報通信
 データ分析

フィンテック企業数

600+



在香港日本企業：香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケート調査（1）

改善

37.9%
横ばい

48.5%

悪化

11.5%

大幅悪化 2.1%

改善

34.3%

横ばい

45.7%

悪化

20.0%

21年4~6月期 業績動向 － 改善傾向

• 「改善」と回答した企業の
割合は増加（前期：26.1％）

• 「悪化」または「大幅悪化」
と回答した企業の割合は減少
（前期：26.6％）

（注1）大幅悪化：前期比△20%以上
（注2）駐在員事務所や地方自治体事務所など、営業活動を行わない企業は回答対象外
（注3）非製造業かつ製造業と回答した企業がいるため、非製造業および製造業を足した数は回答企業数の合計と一致しない

改善

37.9

%
横ばい

47.5%

悪化

12.6%

大幅悪化1.9%

全体（n=261）

非製造業（n=235） 製造業（n=35）

第８回 、2021年７月に在香港日本国総領事館、日本貿易振興機構香港事務所、香港日本人商工会議所により
共同実施

• 全体の75.5%が「新型コロナウイルス」と回答

• 「その他」の回答は、「部品・機材等の供給不足」や「原料の
高騰」など

全体（n=265）

75.5%

4.2%

15.5%

3.4% 1.5%

新型コロナウイルス

中国の景気動向

貿易摩擦などの米中の対立

過去のデモ・抗議活動に関連した

社会不安や国家安全維持法の制定
その他

業績悪化に働いた最大要因

出処： 在香港日本国総領事館・ジェトロ香港・香港日本人商工会議所
「第８回香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケート調査」
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香港国家安全維持法への懸念と影響

• 香港国家安全維持法について56.5％の企業が「大いに懸念している」または「懸念している」と回答
（前回：「大いに懸念している」5.5％、「懸念している」45.3％）

• 香港国家安全維持法制定の影響について、15.5％が「マイナスの影響が生じている」、60.3％が「影響は生じていない」、23.1％が
「現時点ではわからない」と回答
（前回は6.4％が「マイナスの影響が生じている」、68.6％が「影響は生じていない」、22.9％が「現時点ではわからない」と回答）。

法制定への懸念（n=271） 法制定の影響（n=277）

大いに懸念している

12.2%

懸念している

44.3%

あまり懸念して

いない

34.3%

全く懸念していない

3.3%

現時点ではわからない

5.9% プラスの影響が生じている

1.1% マイナスの影響が生じている

15.5％

影響は生じていない

60.3%

現時点ではわからない

23.1%

出処： 在香港日本国総領事館・ジェトロ香港・香港日本人商工会議所
「第８回香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケート調査」

在香港日本企業：香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケート調査（2）



改善した

9.0%

変わらない

63.1%

悪化した

20.4%

大きく悪化した

2.9%

わからない

4.7%

香港のビジネス環境評価（20年7月比）

全体（n=279）

• 1年前と比較して、 63.1％の企業が「変わらない」
と回答、23.3％の企業が「悪化した」または「大き
く悪化した」と回答

事業コスト（n=280） 人材の確保（n=279） 情報の自由な流通（n=278）

改善した

12.9%

変わらない

73.9%

悪化し

た

11.1%

大きく悪化した

1.1%

わからない1.1%
改善した

6.8%

変わらない

67.4%

悪化した

17.2%

大きく悪

化した

2.5%

わからない

6.1%
改善した

0.4%

変わらない

65.5%

悪化した

22.7%

大きく悪

化した

5.4%

わからない

6.1%

改善した

14.0%

変わらない

44.8%

悪化した

27.2%

大きく悪化した

6.5%

わからない

7.5%
改善した

2.2%

変わらない

63.8%

悪化した

22.6%

大きく悪化した

3.6%

わからない

7.9%

改善した

22.5%

変わらない

61.8%

悪化した

11.4%

大きく悪化した

2.1%
わからない

2.1%

政治の安定性（n=279） 規則・法運用（n=279） 生活環境・治安（n=280）

出処： 在香港日本国総領事館・ジェトロ香港・香港日本人商工会議所
「第８回香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケート調査」

調査レポート詳細はこちら：
https://www.jetro.go.jp/reportstop/asia/hk/reports/

在香港日本企業：香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケート調査（3）



事業進出・事業拡大した
日本企業



近年の事業進出・事業拡大事例（1）

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
（DON DON DONKI （ドン・キホーテ））

進出時期： 2019年7月
店舗数： 8店舗
進出理由： 日本食品の世界最大の輸入者、強い地元の需要

テストマーケティングに最適
自由貿易港、物流のハブ

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（スシロー）
進出時期： 2019年8月
店舗数： 9店舗
進出理由： 低税率、物流ハブ

香港での日本食への期待値が高い、人気がある
食事について美味しいものにお金を惜しまず使う文化がある
人口密度（密集度）がアジアの他の都市と比べて圧倒的に高い

Pan Pacific Retail Management (香港）
代表取締役社長 竹内三善氏

詳しくはこちら（事例集）：https://www.investhk.gov.hk/ja/case-studies/japanese-retail-giant-shares-tips-international-success.html

詳しくはこちら（事例集）：https://www.investhk.gov.hk/ja/case-studies/keeping-business-rolling.html

スシロー香港 社長 荒谷和男氏

https://www.investhk.gov.hk/ja/case-studies/japanese-retail-giant-shares-tips-international-success.html
https://www.investhk.gov.hk/ja/case-studies/keeping-business-rolling.html


バンダイナムコグループ(Namco Enterprises Asia Limited)

進出時期： 1977年
施設数： 11のアミューズメント施設

2020年10月と2021年に2月に新しいコンセプトの施設を開設

（SPORTAINMENT ARENA、DOCO DOCO）

進出理由： 香港人スタッフの質が高く、日本と同水準のサービス展開が可能
香港人の特性（好奇心が旺盛で消費意欲が高い）によりテストマーケティングに最適
ビジネスパートナー（ショッピングモール）が多数

その他

近年の事業進出・事業拡大事例（２）

Namco Enterprises Asia Limited
社長 菊池修一氏

詳しくはこちら（プレスリリース）：https://www.investhk.gov.hk/ja/news/namco-opens-first-overseas-docodoco-indoor-digital-adventure-playground-hong-kong.html

• 複数のフランチャイズパートナーと
店舗展開

• 深圳でもデリバリーサービスを開
始、
店舗展開も視野

• 香港サイエンスパークでラボを立ち
上げ、再生医療の研究開発を行う

• 中国本土を見据えた海外の研究開発
拠点

• 香港のバイオメディカル企業と合弁
事業を立ち上げ

• 清掃およびバイオ除染ロボット分野
の新たな技術とソリューションを
創造

• 香港に本社を置く航空機リース会社
• 2019年にみずほ銀行、みずほリー
ス、平安リース（Ping An Leasing）
からの共同出資を受け、グローバル企
業へと躍進

事例集：https://www.investhk.gov.hk/ja/case-studies.html プレスリリース：https://www.investhk.gov.hk/ja/news.html

https://www.investhk.gov.hk/ja/news/namco-opens-first-overseas-docodoco-indoor-digital-adventure-playground-hong-kong.html
https://www.investhk.gov.hk/ja/case-studies.html
https://www.investhk.gov.hk/ja/news.html


香港の最新情報と商機



香港は今でも直接対内投資の重要な拠点



香港は今でも主要な投資ルート

66%

34%

2019年中国対外直接投資国・地域

香港

その他

70%

30%

2019年中国対内直接投資国・地域

香港

その他

出処：中国商務部、国家統計局、国家外貨管理局 「2019年中国対外直接投資統計公報」



中国の双循環戦略が香港の投資ルートとしての機能を強化

国内循環 国際循環

中国本土企業が
香港を経由して世界へ羽ばたく

海外企業が
香港を経由して中国で事業拡大



中国の第14次五カ年計画が香港の戦略的発展をサポート

1. 国際金融、物流、商取引の拠点

2. 国際オフショア人民元ビジネスハブ、国際的な資産運用およびリスク管理センター

3. 国際紛争解決センター

4. 高級、高付加価値サービス産業

5. 国際航空ハブ

6. 国際イノベーション＆テクノロジー拠点、地域知的財産取引センター

7. 中国-世界各国間の芸術・文化交流拠点



広東・香港・マカオ大湾区
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肇慶

恵州
広州

東莞
深圳

仏山

江門 珠海

中山

マカオ

香港

人口1

8,600万

土地面積2

56,000km2

GDP3

1.6兆USドル

1 ドイツ以上
2 アイルランド、ラトビア、パナマ以上
3 オーストラリア、スペインと同等



香港 – 大湾区への最適なゲートウェイ

香港

アジアの中心 一国二制度 低率でシンプルな税制度

16.5%
課税所得

200万香港ドル超

8.25%
課税所得

200万香港ドル以下

高い経済自由度
コモンロー制度と司法権の独立
強固な金融システム

NO 
 付加価値税/消費税/売上税
 キャピタルゲイン課税
 投資に対する源泉徴収税
 相続税
 全世界所得課税
 ワイン課税



大湾区でのビジネスにおける香港の機能

地域統括拠点  香港域外企業1,504社が地域統括機能を香港に設置
 最も重要な投資先

販売＆
マーケティング

 大湾区、中国全土、その他アジア（特にASEAN）におけるB2C
B2Bビジネスの足掛かり

R&D 
 知的財産の保護および取引
 世界の大学ランキング上位校
 深圳市とのコラボレーション

資金調達
 過去12年間で７回、国際IPOセンターとして世界第１位
 2020年、154社が総額 HK$3,980億を調達： 1年間の調達額と
しては2010年以来、過去最高



深圳イノベーション＆
テクノロジー区

Shenzhen 
Innovation and 

Technology Zone

西区
（West Wing）

東区
（East Wing）

香港・深圳
イノベーション＆
テクノロジーパーク

(第一期のビル8棟が
2024-27年に完成予定) 

大湾区における商機 – イノベーション＆テクノロジー

落馬州河套地区
（Lok Ma Chau Loop）

(香港科技園が敷地の一部
を利用および管理可能。香
港の企業や団体は大湾区で
容易に事業を開始すること
ができる)

深圳-香港イノベーション＆テクノロジー協力区



大湾区における商機 – 金融サービス
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越境ウェルスマネジメント・コネクト

対象者（以下の条件を全て満たす者）
• 大湾区9都市に居住、あるいは大湾区9都市に5年以上社会保険料または個人所得税を納めている
• 2年以上の投資経験を有する
• 過去3か月純金融資産100万人民元以上保有している、または過去3か月の月平均金融資産残高が200万人民
元以上ある

 適格投資商品は香港およびマカオの規制当局により検証、公表予定
 専用投資口座を開設
 人民元による投資資金送金と専用投資口座の紐づけることによりクローズド・ループ管理を実施

@ 100万人民元
南向通（Southbound）北向通（Northbound） 総割当枠

1,500億人民元

中国本土/
大湾区

香港

 適格要件の詳細は香港およびマカオ規制当局により公表予定
 北向通の適格投資家は、中国本土の資産管理会社によって発行されたClass1-Class3の元本保証のない投資
商品（キャッシュ・マネジメント商品を除く）およびR1-R3のオープンエンド型投資信託を購入することが
できる

 人民元による投資資金送金と専用投資口座の紐づけることによりクローズド・ループ管理を実施

@ 100万人民元



共同提案の実施

環大湾区対内投資連絡チーム

インベスト香港と大湾区各都市の担当組織がシナジーを発揮し、大湾区
圏内への投資に関し総合的な共同提案を行うことを目的とした、『環大
湾区対内投資連絡チーム』（the PanGreater Bay Area Inward 
Investment Liaison Group）」の設立を発表

行政長官による2020年施政方針

戦略的発展

同チームは大湾区のビジネス発展に関連した計画を立案および実行
し、次の4つを主要分野において大湾区各都市と互いに協力

共同イベントの
実施

共同プロモーション
資料の作成

ベスト・プラクティス
（最良の事例）の共有



インベスト香港の支援サービス



事業拡大を支援
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 ビジネス計画の戦略
的実施と評価に関す
るアドバイス

 香港での生活や仕事
に関する助言（住
宅、医療、学校、
ネットワークなど）

 事業ライセンス、ビザ
申請、商標登録、知的
財産権、貿易規制など
の情報を提供報

 税務・業務規制に関す
る情報提供

 ビジネス専門サービス
業者、業界団体、政府
機関との面談の手配

 業種別のアドバイスや
ビジネスチャンスに関
する情報を提供

 弁護事務所、会計事務
所、人材紹介・派遣会
社、コンサルタント、
デザイナー、内装業
者、不動産会社などの
紹介

 マーケティングおよび
PRサービスの提供

 継続的な事業拡大に必要
な情報を提供

 ビジネスの持続的な発展
のためのアドバイス

 マーケティングおよび
PR支援を継続的に提供

計画 準備 設立 フォロー・事業拡大



© Copyright Invest Hong Kong, HKSAR 

investhk.gov.hk

(852) 3107 1000

enq@investhk.gov.hk

24/F Fairmont House
8 Cotton Tree Drive
Central, Hong Kong

INVEST_HK

e.weibo.com/investhk

@InvestHK

www.linkedin.com/company/invest-hong-
kong

www.youtube.com/user/investhk

www.flickr.com/photos/investhk

Get in Touch
Dr Jimmy Chiang
JChiang@investhk.gov.hk

東日本：
香港経済貿易代表部 投資推進室（インベスト香港）
室長 橋場清子
k_hashiba@hketotyo.gov.hk 
+81 3 3556 8961

hk.linkedin.com/in/jimmyhlchiang
@jimmyhlchiang

西日本：
コンサルタント 中田武正

tnakata@investhk.com.hk 
+81 6 4705 7019


	日本経済団体連合会ビジネスセミナー��香港の最新情報と商機
	概要
	香港に関する調査結果
	Slide Number 4
	活気に満ちた�スタートアップとフィンテックのエコシステム
	21年4~6月期 業績動向　－　改善傾向
	Slide Number 7
	香港のビジネス環境評価（20年7月比）
	事業進出・事業拡大した�日本企業
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	香港の最新情報と商機
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	広東・香港・マカオ大湾区
	香港 – 大湾区への最適なゲートウェイ
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	大湾区における商機 – 金融サービス
	環大湾区対内投資連絡チーム
	�インベスト香港の支援サービス�
	事業拡大を支援
	Slide Number 25

