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ASEANへの外国直接投資（FDI） –
重要な調査結果
【シンガポール】今月初めに世界銀行が発表した「東アジア・大洋州地域
半期経済報告」によると、東南アジアの途上国は、外国資本による出資比
率上限を引き上げればFDI流入が増え、これまで以上に経済的利益を得ると
されています。対国内総生産（GDP）比FDI流入では、アジア太平洋地域
の中で最大の受入地域がASEANです。 1952年から2012年までにシン
ガポールが受け入れたFDIは、ASEAN地域全体へのFDI総額の半分以上
（52%）を占めます。2番目に多かったのはタイで13%、それにインドネ
シアの11%、マレーシアの10%、ベトナムの8%、フィリピンの3%が続
きます。
ASEANへのFDI主要投資国は、過去から欧州連合（EU）、日本、米国で
す。特に、EUからの投資はFDI総額の25%を占め、日本の13%、米国の
11%がそれに続きます。ASEAN域内でのFDI が急速に増加し、シンガ
ポールが域内FDIの主要投資国となっている一方で、米国からのFDI流入が
相対的に減少してきていることは注目に値します。 詳細はこちら
出典：ASEANブリーフィング

シンガポールが世界第2位の
人民元決済センターとなり、
ASEANでの人民元の存在感が強まる
【シンガポール】シンガポールは人民元決済センターとして世界第2位の
地位を取り戻しました。これを上回る市場シェアを有するのは香港だけで
す。また、3月の人民元建て国際送金の6.8%がシンガポール経由で行わ
れました。全体に占める香港のシェアは72.8%、ロンドンが5.9%でした。
決済センターは国際貿易には丌可欠であり、国際間での銀行支払義務を履
行するために利用されています。
シンガポールは2011年6月に中国国外初の人民元決済センターとなり、
香港とともに中国通貨の世界二大決済センターとなりました。これにより
シンガポールは、中国企業が東南アジア、特にASEAN地域との貿易関係
を開拓するためのハブ拠点となりました。2013年3月以降、シンガポー
ルで決済された人民元の増加率は375%に達し、ロンドンの203%を上回
りました。世界第2位の地位は、2012年6月以降ロンドンに奪われてい
ましたが、2014年2月‐3月にシンガポールが再び奪い返しました。
詳細はこちら
出典：ASEANブリーフィング
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最新のカントリーリスク
■シンガポールでは新会社が右肩上がりで増加

特集：シンガポールの
カントリーリスク

産業活動は引き続き緩やかに成長
3月、シンガポールは引き続き緩やかな成長を記録しました。
購買担当者指数（PMI）データは、3カ月連続で50.0超えの
ゾーンにとどまりました。 2月から0.1ポイント減とわずかな
がら下げたものの、PMIは50.8という水準を保ちました。さら
に、電子機器部門（間違いなくシンガポール経済の最重要セク
ター）のPMIは、3月に 0.4ポイント増の 51.6となりました。
電子機器部門は14カ月連続で成長拡大を続けており、最近の
シンガポールで相次ぐ喜ばしい驚きが更にもう一つ加わる形と
なりました。具体的にみると、第4四半期の実質GDP成長は、
通商産業省の当初の予測を上回りました。第4四半期の最終的
な実質GDPの数字は、2013年の年間成長率を4.0%に押し上
げました。予想以上に好調な経済成長に加え、最近ではインフ
レ率が低下しています。2月の消費者物価インフレ率は前年同
月比0.4%増で、過去4年間の最低水準にまで抑制されました。
強含みの経済成長と、低インフレ環境は、シンガポールにとっ
て短期的には明るい材料となります。

シンガポールにおける新会社登録件数は、2009年からの
４年間、増加の一途をたどっています。シンガポールの新
会社登録件数の増加率が最も大きかったのは2013年で、
2012年から6.08%増 という著しい伸びを記録しました。
政府援助による資金調達支援が増え、中小企業（SME）が
様々な資金調達源を利用しやすくなったことにより、新会
社登録件数が増えています。これは今後のシンガポール経
済にとって明るい兆しとなっています。2014年1月から
4月までのシンガポールにおける新会社登録件数は、前年
の同時期には約20,044件だったのに対して、すでに合計
20,508社を記録しています。今年1月から4月までの新会
社登録件数は、2009年の新会社登録件数の約38.6%に
相当します。
この兆候は、SMEセクターを活性化しようとするシンガ
ポール政府の企業寄りの政策と共に、確実に明るい材用と
なります。 今年3月初めに、政府は、SMEへのエクイティ
ファイナンス／民間投資を促すために、1億5千万ドルの
追加拠出を決めました。この追加資本は、2つの基金に割
り当てられます。ひとつは「SME共同投資基金II」で、こ
れは企業に対して、プライベート・エクイティ投資会社と
共同で政府支援による直接出資（エクイティ・ファイナン
ス）を行う形で、支援機能を果たすものです。もうひとつ
は「SMEメザニン成長基金」で、これは株式の希薄化は望
まないものの従来型の銀行からの借入による資金調達
（デット・ファイナンス）が困難であるSMEを対象とした、
ハイブリッド型のデット・エクイティ・ファイナンスとい
うオプションを提供するものです。登記から3年未満の企
業を対象とした、SPRING（規格生産性革新庁）のマイク
ロ・ローン・プログラムも拡充され、政府のリスクシェア
が50%から70%に引き上げられました。

関連記事：
2014年度予算：シンガポール企業の資金調達支援の拡大
出典：アジア・ワン
2014年度予算：企業向け施策
出典：シンガポール政府
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インドネシアのスマートフォン販売、税制計画により 50%減少の可能性
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米国、マレーシアへの三大投資国のひとつに
3月の自動車販売、 58,919台に増加
マレーシア投資開発庁、 ハイテク産業への外国直接投資受入促進を続行
ガス価格高騰により、工業部門は代替エネルギーを模索
マレーシア石油貯蔵産業、飛躍へ
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インフレ問題が深刻化すると世界銀行は見る
先送りされてきた知的財産法の見直しが始まる
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銀行の不信基準が厳しくなる
2015年のASEAN経済統合、 フィリピンでは賛否両論
フィリピン建設業界、今後大きく成長する見通し
「IT-BPOセクター減速の兆候なし」—DTSIグループ
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3月の工業生産高 12.1%増
シンガポールの対GDP比経常収支、過去3年間で暴落
テクノロジー新興企業支援に6千万シンガポールドルの基金
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景気低迷、「2015年になっても続く」
政治的行き詰まりが続けば、輸出に打撃
景気後退で燃料消費が小幅減
経済のためには機能する政府が必要：民間
新会社登録件数9%減
タイ経済は「景気後退に近い」：K 調査
報告：タイ、フィリピン経済、日本の消費税引き上げの影響を受ける
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ベトナムの街角の商店、主役は外資
ベトナム・オンライン – ベトナムのEコマース市場を知る
ベトナムの公的債務が対GDP比100%近くまで増大の恐れ、専門家が警
鐘
資本丌足で300件近くの丌動産プロジェクトが中止に
工業特区、経済特区に巨額の FDI資本流入
ハノイのスーパーの商品は80%がベトナム産
FDIの呼び込みに厳しい審査
消費の伸びで、ベトナムの鉄鋼輸入増加
ベトナムの建設業者、外資に追いつけ、追い越せの勢い
自動車メーカー、輸入業者、特別消費税 をめぐり分裂
外国投資家、製造業に注目
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ご意見・ご感想
ASEANニュースレターに関する皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。簡単なアンケートへご回答いただく
か、またはニュースレター・チーム（yoongs@dnb.com）まで直接メールをお送りください。
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