
（次ページへ続く） 
NEWS HEADLINES

【商業】米マーサー、日系向け強化                    1

【金融】西武信用金庫、ＢＤＯと業務提携              3

【経済】17年も6.8％の成長維持、経済団体見通し        3

【経済】インフレ率上昇は９月まで、中銀は金利維持     4

【経済】国内優良企業１位はメトロパシ、経済紙投票     4

【経済】2016年の対外債務返済、ペソ安で28％増に       4

【金融】個人向け国債の入札順調、700億ペソを調達      4

【金融】16年末時点の銀行数、602行に減少             5

【金融】29日為替：＄１＝50.185ペソ（↓）             5

【ＩＴ】ＩＴサーパス、携帯事業好調で売り上げ倍増     5

【運輸】セブ航空、欧州企業と８年間の保守契約        5

【建設】不動産フィリンベストの投資、今年は39％増     6

【資源】ペトロン、「ユーロ６」対応燃料を発売        6

【社会】10年に中断の遺骨収集再開へ、比と大筋合意     6

【社会】〔クラクション〕米記事、大統領排斥の陰謀     7

アジア情報
【観光】デュシタニが日本進出、20年の開業目指す       7

【社会】≪進出≫亜細亜大、初の海外拠点を開設        8

【建設】三菱地所、プトラジャヤで２件目の住宅開発     8

特集
【セブ短信】「ＰＡＬとセブ航空、新路線開設」ほか    10
マーケット情報、その他
商品市況                                         11

クロスレート                                     11

マーケット情報　為替と株式                        12

各地のコラム                                     13

マニラ首都圏開発庁は来週予定
していた長距離バスターミナル
移転を延期した＝フィリピン（イ
ンクワイラー）

　
月
末
が
近
づ
く
と
気
が
重
く
な

る
。
ア
パ
ー
ト
の
電
気
料
金
を
な

か
な
か
期
日
ま
で
に
払
え
な
い
。

配
電
会
社
の
請
求
書
が
、
お
お
む

ね
締
め
切
り
の
前
日
か
当
日
に
届

く
の
だ
。
も
っ
と
早
く
言
っ
て
く

れ
た
ら
―
―
。

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
直
前
の
知
ら

せ
が
多
い
。
公
共
料
金
の
支
払
い

な
ら
大
事
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、

行
政
の
通
達
は
企
業
泣
か
せ
だ
。

当
局
の
担
当
者
が
あ
る
日
や
っ
て

き
て
、「
規
則
が
変
わ
り
ま
す
」
と

伝
え
る
の
が
よ
く
聞
く
パ
タ
ー
ン
。

「
い
つ
か
ら
？
」「
来
月
で
す
」
と

な
っ
て
、
真
面
目
な
日
本
人
担
当

者
は
頭
を
抱
え
る
。

　
休
日
も
突
然
だ
。
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
大
統
領
は
年
に
数
回
、「
○
月
○

日
を
特
別
に
休
み
に
す
る
」
と
、

お
お
む
ね
そ
の
２
週
間
前
に
宣
言

す
る
。
う
れ
し
い
反
面
、「
も
っ
と

早
く
」
の
思
い
が
よ
ぎ
る
。
知
人

に
よ
る
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
間

で
は
「
大
統
領
に
よ
る
次
の
休
日

は
４
月
中
旬
に
く
る
」
と
の
予
想

が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
さ
す

が
現
地
の
人
た
ち
は
突
然
の
知
ら

せ
に
慣
れ
て
い
る
。（
成
）

NNA PHILIPPINES CO., INC.
 Unit2006, 88 Corporate Center, 141 Valero Corner Sedeno Street, Salcedo 
 Village, Makati City　Tel：02-753-3515　Fax：02-753-3517　E-mail：sales_ph@nna.asia

MCI(P)157/03/2017

米マーサー、日系向け強化
マニラで初の人事セミナー開催

組織・人事コンサルティング大手の米マーサーは、東南アジアで日系企業向けサービスを強化している。
マーサージャパンと連携し、日系企業を支援するチーム「ジャパニーズ・ビジネス・アドバイザリー（Ｊ
ＢＡ）」を昨年１月に組成し、先月からフィリピン・マニラも日本人コンサルタント１人が常駐する体制
にした。域内で日本企業の存在感が高まっているため、従来の英語中心の情報提供に加え、日本人を現地
に置くことで顧客開拓を加速する。29日には、マニラ首都圏タギッグ市で日系企業向けとしては初の人事
セミナーを開催した。

　マーサーは、東南アジアではマニラに加え、シンガポ
ール、タイ・バンコク、インドネシア・ジャカルタ、マ
レーシア・クアラルンプールに拠点を展開する。このほ
か、香港、台湾・台北の拠点で、ＪＢＡのサービスを提
供。現地に日本人コンサルタントが常駐するのは、シン

ガポール、タイ、香港に続き、フィリピンは４カ国目と
なる。
　ＪＢＡは、◇人事制度・報酬◇福利厚生・保険◇退職
金・年金◇資産運用――の４分野について、国や課題領
域をまたいで支援するチーム。日本人コンサルタント
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は、慣習や制度に精通した現地拠点の専門家チームと提
携してサービスを提供する。
　ＪＢＡを統括するマーサーシンガポールの宮寺宏器
プリンシパル（Ｍ＆Ａ取引サービス担当）は、「組織・
人事の面では、（他国の多国籍企業と比べ）日系企業は
ユニークで、かなり違う」と指摘する。同氏は、現地に
進出する日系企業は、日系他社の人事・組織との比較か
ら自社の方針を決める傾向があるものの、現地で戦うた
めには、多国籍企業が何をしているのかをもっと知る必
要があると強調。グローバル企業として多国籍企業の組
織・人事を数多くサポートしてきたマーサーは、日系企
業の組織強化に貢献できるとの認識を示した。
　ＪＢＡはまず、各地でのセミナー開催や現地の日本商
工会議所の会報への寄稿など、日系企業向けの情報配信
を強化。東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）での問い合
わせ件数は、前年比で３割増加したという。２年目とな
る今年は、コンサルティングやデータ販売などの契約の
伸びに期待する。
　

フィリピン人を惹きつける企業に
　
　マーサーは29日、首都圏タギッグ市で日系企業を対
象に「フィリピン市場において日系企業が打つべき人事
施策」と題するセミナーを開催。マーシュジャパンの石
田実シニアマネジャーが「従業員の福利厚生保険のコス
ト」、マーサーフィリピンの川口知宏シニアコンサルタ
ントが「退職金」、宮寺宏器プリンシパルが「報酬」に
ついてそれぞれ講演した。
　　

　マーサーによると、フィリピンでは、欧米系企業に比
べると就職先としての日系企業の人気は高くない。川口
氏は、「一番分かりやすく身近なこともあって、報酬に
ついての問い合わせは多い。しかし、優秀な人材を惹き
つけ、引き留めるためには、報酬だけでなく保険や退職
金などにも気を配ることが重要」と指摘した。
　2016年マーサー総報酬調査によると、374社（全産
業）のうち、法定給付金以外に退職金制度を実施してい
ない企業の割合は20％だったのに対し、日系企業は
41％に上った。また、外国籍企業を中心に導入が増えて
いる、会社の掛け金・社員の掛け金・資産運用で給付金
を支払う確定拠出型退職金（ＤＣ）の実施率は全体では
25％だったのに対し、日系企業はゼロという。川口氏
は、ＤＣのメリットとしては、社員個々の残高を開示す
ることで給付金に関心を持たせやすく、退職金制度の恩
恵を示しやすいので、離職防止に役立つと解説した。
　石田氏は、フィリピン人が就職活動で保険制度の充実
を重視していることを指摘した上で、コストを抑える方
法を紹介した。報酬制度の整備に加え、退職金、保険な
どの福利厚生の充実も優秀なフィリピン人を惹きつけ
るのに有効という。
　セミナーに参加した製薬会社の社長は、「マーサーの
報酬データなどを活用している。欧米系の大規模な企業
のように福利厚生を提供できたらいいが、簡単ではな
い。役職が上位の従業員など一部のみに支給するという
ことが可能か、などを相談したい」と話した。金融会社
のディレクターは、「特に報酬について知りたくて参加
した。福利厚生についてもまだ知らないことが多いの
で、今後もこういうセミナーがあれば参加したい」と感
想を述べた。
　ＪＢＡは、きょう30日にラグナ州でも同様のセミナ
ーを開催。５月に台北、６月にバンコクとシンガポール
でも人事セミナーの開催を予定している
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【フィリピン―金融】

西武信用金庫、ＢＤＯと業務提携
　西武信用金庫（東京都中野区）は29日、フィリピン
の商業銀行最大手ＢＤＯユニバンクと業務協力協定を
締結した。取引企業の現地進出や事業活動を支援する。
フィリピンの金融機関と提携するのは２行目。　

　協定によって、日本企業の現地での事業活動や投資環
境について情報を交換するほか、口座開設や送金、ペソ
建て融資などの個別案件の組成に向けて相互協力する。
また、中堅・中小企業のフィリピンでの事業展開支援を
目的としたセミナーを開催する。
　東京都内で行われた覚書（ＭＯＵ）調印式には、西武
信用金庫の落合寛司理事長とＢＤＯのロメオ・コー・シ
ニアバイスプレジデントが出席した。落合理事長は「企
業の海外進出では現地のネットワークを最大限に活用
する必要がある」と指摘し、フィリピン国内に1,073拠
点を展開するＢＤＯのネットワークが提携の決め手の
一つだと説明。さらに「取引企業が安心できる現地での
ビジネスパートナーの紹介に期待したい」と話した。
　西武信用金庫は、昨年４月にフィリピンの大手商銀メ
トロポリタン銀行（メトロバンク）と業務協力協定を締
結している。

【フィリピン―経済】

17年も6.8％の成長維持、経済団体見通し
　フィリピンの有力企業の８割以上が、今年の国内経済
に前向きな見通しを示している。有力経済団体マカテ
ィ・ビジネス・クラブ（ＭＢＣ）の調査によると、2017
年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年の6.8％から加
速するとの予想が34％、同水準を維持するとの予想が
49％に上った。自社の経営についても前向きな声が多か
った。ただ、４割超が貿易の縮小を予想した。
　調査は２月２日～３月15日に実施した。「ＧＤＰ成長
率」「投資」「粗利益」「雇用」など11項目の質問に加盟
企業380社中、76社が回答した。業種別の内訳は、サー
ビス業が全体の46％、コングロマリット（複合企業）が
14％、製造が11％、農業が３％、その他が18％だった。
　経済に対する明るい見通しと呼応して、自社の経営に
ついても楽観的な予想が目立った。83％が粗利益、74％
が純利益が前年より増えると回答。追加投資を実施する
予定の企業は74％で、平均追加投資額は７億8,500万ペ
ソ（約17億3,000万円）。51％が雇用を増やす予定だ。
　一方、貿易の不振を懸念する見方も強い。45％が輸出

額、64％が輸入額が前年より減少するとみている。
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【フィリピン―経済】

インフレ率上昇は９月まで、中銀は金利維持
　フィリピン中央銀行のテタンコ総裁は28日、インフ
レ率は第３四半期（７～９月）まで上昇するが、今年の
目標値上限（4.0％）を上回ることはないとの見通しを
示した。予想に基づき、政策金利の見直しは行わない方
針だ。地元紙ビジネスワールドなどが伝えた。
　テタンコ総裁は28日に開催されたフィリピン経営者
協会（ＭＡＰ）の会合で、今年のインフレ率の見通しに
ついて言及。「９月までは上昇傾向で推移し、各月のイ
ンフレ率は３％台に達する可能性もあるが、当初の政府

目標（2.0～4.0％）を上回ることはない」と予測した。
10月以降は伸びが鈍化し、最終的に通年のインフレ率は
3.4％と管理可能な範囲にとどまるとの見通しを示し、
「政策金利を見直す必要はない」と述べた。
　フィリピン統計庁（ＰＳＡ）によると、２月のインフ
レ率は3.3％と前月の2.7％から加速。2014年11月以
来、２年３カ月ぶりの高い水準となった。今月のインフ
レ率は来月５日に発表される予定で、中銀は「3.0～
3.8％の範囲」と予想している。

【フィリピン―経済】

国内優良企業１位はメトロパシ、経済紙投票
　香港の経済紙ファイナンス・アジアによる「アジアの
優良企業」ランキングで、フィリピンでは複合企業メト
ロ・パシフィック・インベストメンツ（ＭＰＩＣ）が首
位となった。
　ランキングは、世界中から180人以上の資産運用マネ
ジャーや証券アナリストが、フィリピン、シンガポー
ル、タイ、インドネシア、マレーシア、インド、台湾、
中国本土、香港、韓国の10カ国・地域の上場企業を対
象に投票した。
　ＭＰＩＣは、経営が38点で首位だったほか、企業統
治が24点、投資家向け広報が39点、ＣＳＲ（企業の社
会的責任）が27点でそれぞれトップだった。最高経営

責任者（ＣＥＯ）部門は、通信２位グローブ・テレコム
のアーネスト・クー氏が23点で首位、ＭＰＩＣのホセ・
リム氏は15点で２位だった。
　経営部門は、財閥アヤラ・コーポレーションが27点
で２位、３位はグローブ・テレコム（23点）、４位はア
ヤラ傘下の不動産開発アヤラ・ランド（20点）、５位は
ＭＰＩＣ傘下の配電最大手マニラ電力（メラルコ、18
点）だった。
　10カ国・地域全体のセクター別優良企業は、フィリピ
ンから発電でアボイティス・パワー、公益でアヤラ傘下
の水道マニラ・ウオーターがそれぞれ首位に選ばれた。

【フィリピン―経済】

2016年の対外債務返済、ペソ安で28％増に
　フィリピン中央銀行によると、政府と民間企業の2016
年の対外債務返済額は71億4,300万米ドル（約7,881
億円）となり、前年から27.9％増加した。地元紙マニラ
ブレティンなどが伝えた。
　返済額のうち元本は53.2％増の45億9,200万米ドル。
利払いは1.4％減の25億5,100万米ドルだった。債務返

済比率（輸出額に対する政府・民間債務の元利返済比率
＝ＤＳＲ）は6.9％と健全な水準だった。
　12月末時点の対外債務残高は前年同期比3.5％減の
748億米ドル。うち政府債務は375億米ドルで、全体の
51.0％を占めた。民間債務は、ほぼ横ばいの372億9,000
万ドルだった。

【フィリピン―金融】

個人向け国債の入札順調、700億ペソを調達
　フィリピンの財務省財務局は、28日に実施した個人向
け国債（ＲＴＢ）の入札で、700億ペソ（約1,551億円）
を調達したと発表した。利回りは上昇したものの、需要
が旺盛で、今年初のＲＴＢ入札を順調に終えた。29日付
ビジネスワールドなどが伝えた。
　発行したのは期間３年のＲＴＢ。財務局は当初、300
億ペソを調達する予定だったが、応募が861億7,200万
ペソに達したことから、発行枠を700億ペソに引き上げ

た。
　クーポン・レート（表面利率）は4.25％。同日の流通
利回り（3.9284％）、前回（16年９月）の10年物ＲＴＢ
入札の3.5％を上回った。レオン財務局長は、「予想され
る米国の追加利上げに伴い、市場がフィリピン中央銀行
も利上げに踏み切ると見込んでいることが反映された」
と指摘した。
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【フィリピン―金融】

16年末時点の銀行数、602行に減少
　フィリピン中央銀行によると、2016年12月末時点の
銀行数は602行となり、前年末から30行減少した。地
方銀行の合併・統合・閉鎖が進んだ。一方、支店などを
合わせた拠点数は１万1,178カ所で、422カ所増えた。
ユニバーサルバンク（総合金融機関）と商業銀行、貯蓄
銀行が支店網を拡大しているためだ。
　銀行数の内訳は、ユニバーサルバンク・商業銀行が２
行増の42行、貯蓄銀行が８行減の60行。地方・組合銀
行は24行減の500行だった。
　銀行の支店やその他営業所の数は１万576店で、452
店増えた。内訳は、ユニバーサルバンク・商業銀行が175

店増の6,195 店、地方・組合銀行が179店増の2,265
店、貯蓄銀行が98店増の2,116店だった。
　拠点の地域分布は、マニラ首都圏が3,504カ所で最
大。南部タガログＡ（カラバルソン）が1,665カ所、中
ルソンが1,146カ所で続いた。
　現金自動預払機（ＡＴＭ）の設置台数は１万9,084
台。昨年末から1,767台増加した。
　ノンバンクの数は5,552社と、前年同期から294社減
少。うち質店が5,407社で97％を占めた。ノンバンクの
拠点数は３％減の１万7,116カ所となった。

29日為替：＄１＝50.185ペソ（↓）
　29日のペソ相場は続落した。政府公式レートの終値
は前日比0.005ペソ安の１米ドル＝50.185ペソ。この
日は50.185～50.245ペソで取引された。
　同日のフィリピン証券取引所株価指数（ＰＳＥｉ）
は反落した。終値は前日比7.46ポイント（0.10％）安
の7,324.00ポイントだった。

＜株・為替＞３月29日
▼ペソ相場：１米ドル＝50.185ペソ
前日比：↓0.005ペソ
▼株価指数：7,324.00ポイント
前日比：↓7.46ポイント

【フィリピン―ＩＴ】

ＩＴサーパス、携帯事業好調で売り上げ倍増
　フィリピンのＩＴ企業サーパス（Ｘｕｒｐａｓ）が29
日発表した2016年通期決算は、売上高が前期比2.1倍
の19億7,000万ペソ（約43億6,000万円）、純利益が
33％増の３億490万ペソだった。主力の携帯ゲームや音
楽などのモバイルコンテンツ事業が好調だった。
　個人向けモバイルサービス事業の売上高は2.2倍の
12億4,000万ペソで、売上高全体の63％を占めた。携
帯ゲーム部門、昨年10月に買収したシンガポールのイ

ンターネット広告会社アート・オブ・クリックが増収に
貢献した。
　法人向けサービス事業の売上高は2.7倍の６億5,310
万ペソで、売上高全体の33％を占めた。
　ニコ・ノルレド会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は、
「商品開発からシステム構築への移行という長期的視点
に立った戦略が奏功している」とコメントした。

【フィリピン―運輸】

セブ航空、欧州企業と８年間の保守契約
　フィリピン最大の格安航空会社（ＬＣＣ）セブ・パシ
フィック航空は28日、保有するエアバス機の保守につ
いて、エールフランス・インダストリーズ・ＫＬＭエン
ジニアリング＆メンテナンス（ＡＦＩ-ＫＬＭ・Ｅ＆Ｍ）
と８年間の契約を締結したと発表した。29日付ビジネス
ミラーなどが伝えた。
　ＡＦＩ-ＫＬＭ・Ｅ＆Ｍはセブ・パシフィックが現在
運用している59機のエアバス機のうち、36機のＡ320
セオと、新たに調達する４機のＡ321ネオの保守、部品
交換、部品の総合サポートを請け負う。フィリピンでの
部品総合サポートは初となる。

　同社は欧州航空大手エールフランス―ＫＬＭ系の航
空エンジニアリング会社。セブ・パシフィックはエアバ
ス機の保守をシンガポール航空（ＳＩＡ）傘下のＳＩＡ
エンジニアリング（ＳＩＡＥＣ）に委託していたが、入
札を通じてＡＦＩ-ＫＬＭ・Ｅ＆Ｍに切り替えた。
　一方、セブ・パシフィックはこのほど、機材調達のた
め計画している約40億ペソ（約88億6,000万円）の融
資について、ＳＭグループの商業銀行チャイナ・バンキ
ング（チャイナバンク）を主幹事に指名した。調達した
資金でエアバスＡ330を購入する予定だ。

2017年（平成29年）3月30日（木） The Daily NNAフィリピン版【Philippines Edition】　第05233号［5］

【ASIA】www.nna.jp/　【EU】www.nna.eu/Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます



訂正とお詫び
弊紙29日付記事「大阪ガス、東南アで４カ国目の拠点開設」で、本文第２段落「将来的には、国内事業、海外ガス・
電力事業、情報処理・化学などその他の事業の売上高の比率を２対２対１にする方針」とあるのは、「大阪ガスグルー
プは、2030年度の連結経常利益を17年度の３倍程度まで拡大することを目指している。また、経常利益の国内事業
と海外事業の構成比が２：１になるよう、海外エネルギー事業を強化する中で、東南アジアはその中核地域となる」、
第６段落の「大阪ガスは、米国、英国に子会社を持つほか、オマーンやインドネシアなどでガス田開発といった上流
事業、イタリア、オーストラリアなどで発電所といった中・下流事業に参画。東南アジアではシンガポールに子会社、
タイ、インドネシアに駐在員事務所を置いている」は「大阪ガスは、米国、英国、豪州、シンガポール、タイに子会
社を持つほか、昨年10月にインドネシアに駐在員事務所を開設しており、東南アジアでの取り組みを強化している」
の誤りです。お詫びして訂正します。

【フィリピン―建設】

不動産フィリンベストの投資、今年は39％増
　フィリピンの不動産開発大手フィリンベスト・ランド
（ＦＬＩ）は今年、事業拡大のため200億ペソ（約440
億円）の投資を行う計画だ。投資額は前年の144億ペソ
を39％上回る規模となる。地元紙ビジネスワールドが伝
えた。
　ＦＬＩのメジア副最高財務責任者（ＣＦＯ）による
と、今年は総額140億ペソ規模の住宅建設プロジェクト
を立ち上げる。３件の中層ビル（ＭＲＢ）建設、２件の
高層多目的ビル建設などが含まれる。このほか、ビジネ
ス・プロセス・アウトソーシング（ＢＰＯ）企業向けオ

フィスのリース可能面積を2019年までに３倍に引き上
げる計画の一環として、３物件を完成させる計画だ。商
業施設に関しては、マニラ首都圏アラバン市の「フェス
ティバル・スーパーモール」の売り場面積を４万6,705
平方メートル拡張し、首都圏南部で最大のモールとして
の地位を強化する。
　ＦＬＩは業績が好調で、16年通期の純利益は前期比
７％増の53億5,000万ペソに拡大し、過去最高益を更
新した。

【フィリピン―資源】

ペトロン、「ユーロ６」対応燃料を発売
　フィリピンの石油元売り大手ペトロンはこのほど、欧
州連合（ＥＵ）の排ガス基準「ユーロ６」に対応したガ
ソリン「ブレーズ100ユーロ６」を発売した。29日付マ
ニラタイムズなどが伝えた。
　ユーロ６は世界で最も厳しい排ガス基準。ブレーズ
100ユーロ６は同基準を上回る世界最高水準のクリー
ン・ガソリンで、燃費やエンジン性能などの面でも優れ
ているという。

　ペトロンによると、ブレーズ100ユーロ６は英国、ド
イツの排ガス試験機関の審査で、硫黄含有量がユーロ６
の上限となっている10ｐｐｍを大きく下回る３ｐｐｍ
未満にとどまることが確認された。
　フィリピンでは自動車燃料の販売者に対して、ユーロ
４に対応した燃料を供給するよう求めている。ペトロン
は規制の先を行くユーロ５対応ガソリンの販売を昨年
に開始していた。

【フィリピン―社会】

10年に中断の遺骨収集再開へ、比と大筋合意
　【共同】日本政府が、2010年から中断しているフィリ
ピンでの戦没者遺骨収集事業を再開する方向で、フィリ
ピン政府と大筋合意したことが29日、厚生労働省への
取材で分かった。収集した遺骨に日本人以外のものが混
じっていた問題で中断していた。両政府は、ＤＮＡ型鑑
定導入などの再発防止策を盛り込んだ覚書を交わす方
針で、再開時期などの調整を進める。
　厚労省によると、第２次世界大戦の激戦地だったフィ
リピンでは約37万柱の遺骨が未収集とされ、日本政府
は1958年に収集事業を開始。しかし、厚労省が09年度
から委託したＮＰＯ法人が収集した骨に、フィリピン人

のものが混入している可能性が浮上し、10年10月に収
集事業を中断した。厚労省は11年10月、戦没者以外の
骨の混入を認める検証結果を公表。科学的な鑑定手法な
どを盛り込んだ改善策を示した。
　その後、日本政府は事業再開に向けた覚書案を作成。
専門知識を持つ両国の職員を現地に派遣し、遺骨の収集
や判定を主導することを盛り込んだ。また、ＤＮＡ型鑑
定に加え、死後経過した年数を把握するために紫外線照
射検査を実施するなどの再発防止策を示し、フィリピン
政府が大筋で了承しているという。
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米記事、大統領排斥の陰謀
　米ニューヨーク・タイムズ紙が、
このほどフィリピンのドゥテルテ
大統領の麻薬戦争などを批判した
ことに対し、アベリヤ大統領報道官
は「タイミングを考えると、背後に
誰かいるとしか思えない」と発言し
た。「米国にもたくさん問題がある
にもかかわらず、殊更フィリピンを
あげつらうのは不思議だ」と苦言を
呈した。地元メディアＡＢＳ―ＣＢ
Ｎなどが伝えた。
　タイムズ紙は24日、ドゥテルテ
大統領について取り上げ、大統領へ
の弾劾申し立て、超法規的殺人につ
いて国際刑事裁判所（ＩＣＣ）で訴

追の可能性があることに言及。大統
領の言動には欧州連合（ＥＵ）や国
連人権理事会（ＵＮＨＲＣ）も注目
しており、拘禁中のデリマ上院議員
は釈放するべきなどと批判的な論
調の記事を掲載した。
　これについてアベリヤ氏は、米国
とフィリピンが揺るぎない関係を
築いていることを強調し、「ニュー
ヨーク・タイムズが取り上げる必要
のある話題ではない」と非難。「大
統領を排斥して得をする人間が裏
で糸を引いているのでは」と述べ
た。
　一方、人権問題を問題視する欧米

への大統領の暴言は、いまだに続い
ている。先日は麻薬戦争や死刑制度
の復活に反対するＥＵの高官を喜
んで絞首刑にするなどと発言し、Ｅ
Ｕがフィリピン大使を呼び出し、説
明を求める事態となった。
　　

【タイ―観光】

デュシタニが日本進出、20年の開業目指す

　ホテル運営のカラーズ・インターナショナル（東京都
港区）は29日、タイの同業デュシット・インターナシ
ョナルと合弁会社を設立することに合意したと発表し
た。東京オリンピックが開幕する2020年までに京都で

「デュシタニ」ブランドのホテルを開業する計画だ。
　４月に合弁会社「デュシットカラーズ」を設立する。
資本金は1,000万円で、カラーズが51％、デュシットが
49％出資する。日本におけるデュシットグループ系ブラ
ンドのホテル運営を手掛ける。
　カラーズの担当者がＮＮＡに説明したところによる
と、まずは京都で高級ホテルの開設を目指す。客室数は
約150室、宿泊料金は１泊５万円前後になる見通し。将
来的には日本全国の主要都市でホテル31軒の展開を目
指す。
　新会社ではホテル運営のほか、ホスピタリティー教育
事業の開発や運営も進める。日本のホテル業界が直面す
る人材不足の解消やサービスの質の向上に向け、ホテル
スタッフを養成する学校の開校なども目指す。
　カラーズは、ビジネスホテルチェーン「イーホテル」
ブランドを日本で展開。2014年にはデュシットと共同事
業を行うことで合意していた。
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【シンガポール―社会】　《日系進出》

亜細亜大、初の海外拠点を開設

　亜細亜大学は29日、シンガポールに初の海外拠点と
なる事務所を開設した。国際交流プログラムのさらなる
充実に向け、年内にアジア５カ国・地域に拠点を設ける
計画で、その第１弾となる。
　シンガポール事務所は、不動産仲介などを手掛ける地
場のコンパスホールディングス内に設置。この日、中心
部の同社オフィスで、栗田充治学長とコンパスのラウ・
ホンキョン社長が事務所運営に関する覚書を交わした。
覚書には◇シンガポールに派遣される学生・教職員への
支援◇亜細亜大の教育プログラムの広報活動への協力
◇シンガポールでの卒業生間の相互連絡・調整など人的
ネットワーク構築への支援――が盛り込まれている。
　ラウ社長は、亜細亜大に留学した経歴を持つ。卒業生
として、これまで同大国際関係学科、多文化コミュニケ

ーション学科が提供している海外インターンシップ制
度のシンガポールでの受け入れ先探しなどに協力して
きた。新たな事務所には亜細亜大の職員は常駐せず、ラ
ウ社長をはじめコンパスの社員が同大に関する情報提
供や問い合わせへの対応などに当たるという。
　亜細亜大は大学名に「アジア」を冠しているように、
「アジアの発展に貢献する人材を育成する」（栗田学長）
のが建学の精神。この理念を実現するため、2017年度か
らは「日本企業で活躍できるグローバル人材育成」を目
的に、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）出身の奨学生
向けの学部横断プログラムを新設する。
　ただ約20人を受け入れられる体制を整えたものの、
現時点では９人の受け入れしか決まっていない。海外で
の認知度を高めるため、シンガポールを皮切りに、年内
に台湾、中国、ベトナム、カンボジアへの拠点開設を進
めていく。いずれもシンガポールと同様、当初は「卒業
生の好意に甘える形」（栗田学長）で立ち上げ、コスト
を最小限に抑える考えだ。
　栗田学長によると、少子化で日本国内の若年層が減少
する中、留学生の呼び込みに向けて海外に拠点を設置す
る日本の大学が増えている。亜細亜大の留学生で最大の
比率を占めるのは中国人。台湾からも多いが、最近では
ベトナム、ネパールなどからが増えているという。
　同大では現在、国際関係学科の学生を主な対象とし
て、５カ月間の米国留学プログラムを提供している。今
後、同様の枠組みで、アジアの英語圏への留学も可能に
する方針だ。

【マレーシア―建設】

三菱地所、プトラジャヤで２件目の住宅開発
　三菱地所グループの三菱地所レジデンスは29日、マ
レーシア・クアラルンプール（ＫＬ）近郊の行政都市プ
トラジャヤで、国内２件目の住宅開発に参画すると発表
した。

　地場の不動産大手ＩＯＩプロパティーズ傘下のパイ
ン・プロパティーズ（ＰＰ）と共に、プトラジャヤ郊外
の「ＩＯＩリゾート」内の住宅開発「ザ・ジェムズ（The
Gems）」を手がける。出資比率は、三菱地所が45％、Ｐ
Ｐが55％。
　４万平方メートルの敷地に12階～34階建てまで８棟
の住宅を建設し、総戸数は676戸となる。間取りは、３

ベッドルームと４ベッドルームで、１戸あたりの専有面
積は110～160平方メートルの予定。今年５月に基礎・
低層部が着工し、19年３月の販売開始を予定している。
引き渡し時期は未定となっている。
　ＩＯＩリゾート内には、大型商業施設の「ＩＯＩシテ
ィーモール」や客室数300室超の「ル・メリディアンホ
テル・プトラジャヤ」が開業しており、オフィス・住
宅・レジャー施設の一体化が進んでいる。
　三菱地所は、不動産開発大手ＩＧＢコーポレーション
とＫＬ中心部のＫＬＣＣ地区で住宅開発プロジェクト
「ストナー３」を推進している。
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30日

東芝の臨時株主総会ほか

　【国内】
　＜政治＞
　・日ロ戦略対話（東京都）

　＜経済＞
　・東芝が臨時の株主総会（10時、千葉市・幕張メッ
セ。半導体事業分社化の承認を受ける）
　・電通の株主総会（10時、東京都中央区・ベルサー
ル汐留。株主総会などを経て山本敏博社長執行役員が
代表取締役に就任）

　＜文化＞
　・劇場中央部の客席が360度回転し、４方向の舞台

が楽しめるエンターテインメント施設「ＩＨＩステー
ジアラウンド東京」がオープン（東京都江東区・豊洲
地区）

　【海外】（現地日程）
　・ソウル中央地裁が朴槿恵前大統領に対する逮捕状
発付の可否を審査（韓国・ソウル）
　・米デンマーク首脳会談（米国・ワシントン）
　・第58回米州開発銀行（ＩＤＢ）年次総会
　（～４月２日、パラグアイ・アスンシオン）
　・ミャンマーで文民政権発足から１年

　情報提供：共同通信

市光工業社長にサワー・ハイコー氏ほか
　新社長
　▼市光工業
　サワー・ハイコー氏：ドイツのバンベルク大卒。2010
年から仏ヴァレオ社ライティングプロダクトグループ
中国リージョナルオペレーション部長。48歳。ドイツ
出身。オードバディ・アリ社長は代表権のある会長。
６月28日就任。

　会社人事
　▼丸紅
　（６月下旬）取締役　翁百合▽監査役　郡司和朗、
八丁地隆、米田壮▽退任　取締役黒田由貴子、監査役
榎正博、末綱隆、根津嘉澄
　▼フォスター電機
　（６月22日）監査役　後藤康浩▽退任　監査役中本
攻
　▼サンセイランディック
　（29日）常務（取締役）佐藤厚、永田武司
　▼富士通コンポーネント

　（６月23日）取締役　川上博矛、花野雅祥、森行博
▽退任　取締役五十嵐一浩、広瀬陽一
　▼アンリツ
　（31日）退任　取締役田中健二
　▼ベルシステム24ホールディングス
　（31日）退任　取締役野田俊介
　▼那須電機鉄工
　（６月29日）専務（常務）西岡雅之▽常務（取締
役）高橋昌裕▽取締役　横山明男▽退任　専務本庄隆
　▼中国塗料
　（４月１日）取締役（常務）尾野真史▽（６月下旬）
取締役　田中秀幸▽退任　取締役尾野真史
　▼兼房
　（31日）退任　取締役林繁樹
　▼栃木銀行
　（29日）退任　常務綱川清美

　情報提供：共同通信
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「ＰＡＬとセブ航空、新路線開設」ほか
　

ＰＡＬとセブ航空、新路線開設
　
　フィリピン航空（ＰＡＬ）とフィリピンの格安航空
会社（ＬＣＣ）最大手、セブ・パシフィック航空が相
次いでセブを含むビサヤ地方発着の新路線を開設し
た。
　ＰＡＬは26日、セブ発着の４路線を追加。就航都市
はパラワン州プエルトプリンセサとコロン、ミンダナ
オ地方スリガオとジェネラルサントス。同社のセブ発
着便は合計14便になった。
　セブ・パシフィック航空の完全子会社セブ・ゴーは
このほど、ボホール州タグビララン―ミンダナオ地方
カガヤンデオロ（週４便）と東ネグロス州バコロド―
カガヤンデオロ（週３便）の２路線を開設した。また、
需要の増加に対応するため、シキホール州とマスバテ
州発着の路線開設も視野に入れている。（28日／ビジ
ネスミラーほか）
　

ランドマスターズ、ダバオにコンド
　
　セブ市に本拠を置く不動産開発会社セブ・ランドマ
スターズ（ＣＬＩ）は、ダバオ本拠のユソン・コム・
インベストメンツとの合弁会社ユソン・エクセレン
ス・ソベラノを通じて、ダバオ市に22階建てのコンド
ミニアム、メサティエラ・ガーデン・レジデンシズを
建設する。同社初の事業となる。着工は今年５月、完
工は2022年の予定だが、既に８割が予約済みという。
　ＣＬＩのホセ・ソベラノ社長は、「ダバオ市は国内で
も主要なインフラ投資先。国家経済開発庁（ＮＥＤＡ）
によると、ダバオ市は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ
Ｎ）の中で、ビジネス・プロセス・アウトソーシング
（ＢＰＯ）産業が最も伸びている。これから官民の投資
が増え、住宅の需要が高まるだろう」と説明した。
　同コンドミニアムは、ＣＬＩがセブやカガヤンデオ
ロで開発する「ガーデン・シリーズ」の４カ所目で、
694戸から成る。空中庭園やスイミングプールなどを
併設している。(24日／サン・スター・セブ電子版ほか)
　

ジョンドーフ、ラプラプ市で住宅街開発
　
　ミンダナオ地方に拠点を置く不動産開発会社ジョン
ドーフ・ベンチャーズ（ＪＶＣ）は、マクタン島ラプ

ラプ市で、総面積24ヘクタールの分譲住宅街「エビ
サ」の建設を開始した。２階建ての住宅を492戸建設
し、１戸当たり140万～170万ペソ（約310万～377万
円）で販売する。事業費は５億ペソで、2019年半ばの
完成を予定している。
　同社は現在、このほかにビサヤ地方とミンダナオ地
方の５カ所で住宅開発事業を手掛けている。エビサ・
シリーズの開発は３カ所目だ。(28日／フリーマン電
子版ほか)
　

点心ティムホーワン、セブ進出
　
　香港拠点の点心専門店「添好運（ティムホーワン）」
がセブの商業施設内に開店した。セブでは初の店舗で、
フィリピン全体では７店目。
　地場企業フーディー・グローバル・コンセプツがフ
ランチャイズ運営する。同社のリッキー・ディー最高
経営責任者（ＣＥＯ）は、「セブの外食産業は発展して
きている。中間所得層が増えたこともあり、手頃な値
段で高級感があるレストランは需要がある」と話した。
同社は現在、外食12ブランドの運営を手掛けており、
年内にレストラン数を200店舗にする計画だ。(28日
／フリーマン電子版ほか)
　

水道アベホ、ボホールに事業拡大
　
　セブ州に本拠を置く水道事業者アベホ・ウオーター
ズは、子会社パングラオ・ウォーター・サービシズ（Ｐ
ＷＳＩ）を通じて、５月にボホール州パングラオで水
道事業を開始する。同地域で初めての24時間運営の水
道となる。
　パングラオ全域の３万3,000人に上水を供給する。
同地域を構成する10カ所のバランガイ（行政最小単
位）のうち、まずはダルホ、ポブラシオン、ローク、
ダナオの４地区6,000人を対象とする計画。その後、
残りのバランガイにも範囲を拡大する。
　同社の供給能力は１日当たり8,000立方メートルに
なる見通し。バランガイ・ロークにある敷地面積3,000
平方メートルの浄水場の初期投資は１億6,500万ペ
ソ。
　アベホのレネ・オリバ副社長は、「地方の開発に貢献
したい。パングラオの都市化の手助けになればよい」
と話した。（28日／サン・スター・セブ電子版ほか）
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海外主要市場の商品市況

Bloombergより作成の参考値

取引所・時間 銘柄 直近値 前日比 取引所・時間 銘柄 単位 直近値 前日比

銅先物 5869.50 -3.50 WTI原油先物 バレル 48.62 0.25
銅現物 5774.50 -74.75 ＮＹＭＥＸ 天然ガス先物 MMBTU 3.13 0.03
アルミニウム先物 1938.00 -6.00 (29日6時40分) ガソリン先物 ガロン 164.24 0.75
アルミニウム現物 1918.50 -17.00 灯油先物 ガロン 152.86 1.19
すず先物 20035.00 0.00 ＣＯＭＥＸ 金先物 トロイオンス 1254.60 -4.20 

ＬＭＥ すず現物 19925.00 -131.00 (29日6時40分) 銀先物 トロイオンス 18.16 -0.09 
(29日11時40分) 鉛先物 2311.00 -18.00 SICOM(29日18時40分) ゴムRSS３先物 キログラム 232.00 5.00

鉛現物 2307.75 -10.75 シカゴ 小麦先物 ブッシェル 426.50 2.00
ニッケル先物 9975.00 -20.00 (29日5時40分) 大豆先物 ブッシェル 975.25 3.25
ニッケル現物 9740.00 0.00 トウモロコシ先物 ブッシェル 358.75 1.00
亜鉛先物 2836.50 13.50 ICE(29日6時40分) 砂糖先物 ポンド 17.43 -0.13 
亜鉛現物 2764.50 -39.75 日本(29日19時40分) ナフサ先物 トン 464.50 5.62
亜鉛先物 22990.00 410.00 ﾄﾞﾊﾞｲ(29日14時40分) ドバイ原油 バレル 50.14 0.63
金先物 281.10 -0.40 ﾛﾝﾄﾞﾝ(29日11時40分) 北海ブレント バレル 50.85 0.18

上海 鉛先物 17455.00 50.00 　ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所

(29日18時40分) 銅先物 47260.00 930.00 　ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所

鋼線先物 3046.00 145.00 　※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間

アルミニウム先物 13780.00 140.00 　※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月

　ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所 　※ＬＭＥ、上海の単位：上海・金（グラム）を除き全てトン

　ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所　　　　 　※値：ＳＩＣＯＭ、シカゴは米セント。上海は中国元。それ以外は米ドル

　ＣＯＭＥＸ＝ニューヨーク商品取引所

■為替クロスレート

通貨＼ｺｰﾄﾞ JPY USD EUR GBP CNY HKD TWD KRW THB VND MMK MYR SGD IDR PHP INR AUD NZD

日本円 0.0090 0.0083 0.0072 0.0621 0.0700 0.2722 10.0314 0.3102 205.132 12.20145 0.0398 0.0126 119.859 0.4518 0.5848 0.0118 0.0128

米ﾄﾞﾙ 111.0230 0.9248 0.8029 6.8906 7.7688 30.2230 1113.55 34.4360 22740.0 1354.500 4.4185 1.3949 13305.0 50.1570 64.9150 1.3067 1.4242

ﾕｰﾛ 120.151 1.0814 0.8683 7.4512 8.4008 32.6818 1204.14 37.2375 24590.0 1464.69 4.7780 1.5084 14387.4 54.2375 70.1961 1.4130 1.5401

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ 138.388 1.2454 1.1517 8.5819 9.6756 37.6412 1386.87 42.8883 28321.5 1686.96 5.5030 1.7373 16570.7 62.4680 80.8484 1.6274 1.7738

中国人民元 16.1122 0.1451 0.1342 0.1165 1.1274 4.3861 161.604 4.9975 3300.15 196.572 0.6412 0.2024 1930.89 7.2790 9.4208 0.1896 0.2067

香港ﾄﾞﾙ 14.2910 0.1287 0.1190 0.1034 0.8870 3.8903 143.336 4.4326 2927.09 174.351 0.5687 0.1796 1712.62 6.4562 8.3559 0.1682 0.1833

台湾ﾄﾞﾙ 3.6731 0.0331 0.0306 0.0266 0.2280 0.2570 36.8445 1.1394 752.407 44.8169 0.1462 0.0462 440.228 1.6596 2.1479 0.0432 0.0471

韓国ｳｫﾝ 0.0997 0.0009 0.0008 0.0007 0.0062 0.0070 0.0271 0.0309 20.4212 1.21638 0.0040 0.0013 11.9483 0.0450 0.0583 0.0012 0.0013

ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.2240 0.0290 0.0269 0.0233 0.2001 0.2256 0.8777 32.3368 660.355 39.3338 0.1283 0.0405 386.369 1.4565 1.8851 0.0379 0.0414

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 0.0049 0.00004 0.00004 0.00004 0.00030 0.00034 0.0013 0.049 0.0015 0.05956 0.0002 0.0001 0.5851 0.0022 0.0029 0.00006 0.0001

ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ 0.0820 0.00074 0.00068 0.00059 0.00509 0.00574 0.02231 0.82211 0.02542 16.7885 0.0033 0.0010 9.8228 0.03703 0.04793 0.00096 0.00105

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 25.1258 0.2263 0.2093 0.1817 1.5595 1.7582 6.8401 252.020 7.7936 5146.54 306.552 0.3157 3011.20 11.3516 14.6916 0.2957 0.3223

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 79.5894 0.7169 0.6629 0.5756 4.9397 5.5693 21.6663 798.284 24.6865 16301.9 971.02 3.1675 9538.11 35.9566 46.5364 0.9367 1.0210

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.0083 0.00008 0.00007 0.00006 0.00052 0.00058 0.0023 0.0837 0.0026 1.7091 0.10180 0.0003 0.0001 0.0038 0.0049 0.0001 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ 2.2136 0.0199 0.0184 0.0160 0.1374 0.1549 0.6026 22.2013 0.6866 453.376 27.0052 0.0881 0.0278 265.267 1.2942 0.0261 0.0284

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.7100 0.0154 0.0142 0.0124 0.1061 0.1197 0.4656 17.154 0.5305 350.304 20.8657 0.0681 0.0215 204.96 0.7727 0.0201 0.0219

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 84.9528 0.7653 0.7077 0.6145 5.2733 5.9454 23.1293 852.18 26.3534 17402.6 1036.581 3.3814 1.0675 10182.14 38.3845 49.6786 1.0900

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 77.9449 0.7021 0.6493 0.5638 4.8381 5.4547 21.2204 781.856 24.1785 15966.4 951.034 3.1024 0.9794 9341.82 35.2167 45.5787 0.9175

2017/3/29 19:30 JST（日本標準時）
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Bloombergより作成の参考値

    為替       

地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR 地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR

オセアニア 29日 77.9449 1.4242 1.5372 アジア 29日 0.004875 22,740.00 24,575.24
29日 84.9528 1.3067 1.4103 欧州 28日 120.1510 0.9248 1.0000

アジア 29日 1.0000 111.023 119.803 28日 138.3880 0.8029 0.8683
29日 0.09969 1,113.550 1,201.666 28日 112.0060 0.9921 1.0729
29日 16.1122 6.8906 7.4364 28日 16.1502 6.8798 7.44034
29日 14.2910 7.7688 8.3842 28日 1.9492 57.0050 61.6421
29日 3.6731 30.2230 32.6181 28日 38.7876 286.4450 309.8270
29日 2.2136 50.1570 54.1240 28日 28.3369 3.9201 4.2404
29日 79.5894 1.3949 1.5053 28日 4.4464 24.9880 27.0224
29日 25.1258 4.4185 4.7699 28日 12.5792 8.8315 9.5494
29日 3.2240 34.4360 37.164 北米 28日 111.1080 1.0000 1.0814
29日 0.008343 13,305.00 14,359.02 28日 83.0242 1.3384 1.4473
29日 1.7100 64.9150 70.0446 中南米 28日 5.8389 19.0294 20.5777

オセアニア・アジア：19:30 JST(日本標準時)、 欧州・北米・中南米：06:00 JST(日本標準時) 時点

    株式       

地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比 地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比

オセアニア ウェリントン NZSX50 29日 7,133.57 68.34 159.27 アジア ジャカルタ JSX 29日 5,592.51 51.31 316.54
シドニー ASX 29日 5,910.70 50.30 126.10 マニラ Composite PSE 29日 7,324.00 -7.46 462.69

アジア 東京 日経平均 29日 19,217.48 14.61 -376.68 ホーチミン ベトナム株価指数 29日 720.47 1.21 48.46
TOPIX 29日 1,542.07 -2.76 -12.41 ムンバイ SENSEX30 29日 29,531.43 121.91 2,935.98
JASDAQ 29日 134.10 0.50 10.41 欧州 ロンドン FTSE 100 28日 7,343.42 49.92 165.53

ソウル 総合 29日 2,166.98 3.67 140.82 フランクフルト DAX 28日 12,149.42 153.35 551.09
KOSDAQ 29日 613.63 1.35 -18.41 パリ CAC40 28日 5,046.20 28.77 163.82

上海 B株 29日 339.48 -2.02 -4.28 アムステルダム AEX 28日 512.15 2.83 25.78
深セン B株 29日 1,145.10 -2.09 11.37 ミラノ FTSEMIB 28日 20,330.42 206.23 763.89
香港 ハンセン 29日 24,392.05 46.18 2,241.65 マドリード IBEX35 28日 10,389.00 86.10 970.30

ハンセンH 29日 10,437.51 11.62 977.96 ブリュッセル BEL20 28日 3,768.85 29.31 138.63
台北 加権 29日 9,856.25 -20.20 583.37 チューリヒ SMI 28日 8,597.02 2.48 280.84
シンガポール ST指数 29日 3,184.57 26.75 285.60 北米 ニューヨーク ダウ 28日 20,701.50 150.52 819.74
クアラルンプール KLSE総合 29日 1,750.41 -4.01 114.88 NASDAQ 28日 5,875.14 34.77 446.06
バンコク SET 29日 1,574.97 -1.75 11.39 トロント トロント300 28日 15,598.57 92.35 195.54

マーケット情報　為替と株式

中国人民元
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デンマーククローネ

オーストラリアドル ユーロ

現地通貨 通貨

ニュージーランドドル ベトナムドン

ポーランドズロチ

香港ドル ロシアルーブル

台湾ドル ハンガリーフォリント

フィリピンペソ

シンガポールドル チェココルナ

マレーシアリンギ スウェーデンクローナ

インドルピー メキシコペソ

インドネシアルピア カナダドル

タイバーツ 米ドル　

48.000

48.600

49.200

49.800

50.400

51.000

2.10000

2.17600

2.25200

2.32800

2.40400

2.48000

3/293/223/153/83/12/222/152/82/1

PHP/USD JPY/PHP
Daily Chart

7,000.00

7,100.00

7,200.00

7,300.00

7,400.00

7,500.00

3/293/223/153/83/12/222/152/82/1

Manila Composite PSE Index Daily Chart

2017年（平成29年）3月30日（木）［12］The Daily NNAフィリピン版【Philippines Edition】　第05233号

【ASIA】www.nna.jp/　【EU】www.nna.eu/Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます



　「若干上向いてるかな、若干」――。
モーターショーでタイの自動車業界の
関係者に新車市況を聞いて回ると、まだ
何か引っかかったような返事が多い。昨
年初めの税改正の影響があり、今年１～
２月は数値上では急回復。一時的な要因
を差し引いて、やや増えている、という
のが肌感覚だそうだ。
　昨年に市場底打ちが宣言され、マイナ
ス要素も絞りきったはず。今年に「まさ
かの二番底」となる可能性は限りなく低
いと思える。東南アジア２大市場の一角
として、また数年で100万台に乗るだろ
うか。
　ショーでは各社の今年の一押しモデ
ルが来場者を待ち受けており、催しにも
華やかさが戻っている。プレス公開日で
は、知り合いの専門雑誌のタイ人記者が
コンパニオン撮影に夢中になっていた。
１台目を探す若年層に家族連れ、多様な
趣味趣向を持つ人々の集まる祭典。週末
にぜひ。（弘）

タイ

　西部ラジャスタン州の幹線沿い。自動
車の窓から収穫期を迎えた黄金色の小
麦畑をぼんやり眺めていると、「ショッ
キング・オレンジ」とでも呼びたくなる
鮮やかな色彩のサリーの女性たちが目
を引いた。
　「人種のるつぼ」と形容されるイン
ド。数十キロも移動すれば使われる言葉
が変わるとされるが、民族衣装のサリー
もその土地ごとに独特の色使いやデザ
インがあるそうだ。
　女性の肌の露出が少ないインドにあ
って、サリーのおなか部分だけは大きく
露わになっている。わき腹がちらりとみ
えるベトナムのアオザイにも似て、どき
りとすることがある。ただし、アオザイ
を着るのは総じて若い女性が多いのに
対し、サリーは年配の女性が多い気がす
る。大きく突き出たおなかは「セクシ
ー」というより七福神の布袋様を連想さ
せ、何やらありがたい気持ちになるのは
自分だけか。（須）

インド

　多民族・多宗教国家のシンガポールで
生活していると、全く異なる食文化の人
と交流する機会も増える。菜食主義者
（卵と牛乳はＯＫ）という友人が、別の
菜食主義の人物を連れてきた。スイーツ
なら大丈夫だろうと当たりをつけ、近く
のカフェでクレームブリュレを頼んだ
が、一口食べたところで「牛乳は大丈夫
だけど、卵は食べない」ことが発覚。一
騒動あった。
　幸い大きな問題にはならず、そこから
菜食主義の種類について話が盛り上が
った。「葉や実は食べるが、植物の命を
絶ってしまうので根菜は食べない」菜食
主義者もいれば、「植物、乳製品、卵、
魚介類までは菜食」というグループもい
る。
　一番驚愕したのは「フラミンゴの肉ま
では菜食」という人々がいること。「菜」
や「ベジ」の意味とは？　と混乱しつ
つ、フラミンゴを食べることにも驚きを
隠せなかった。（薩）

シンガポール

　今月、北京から上海に引っ越した。秋
田から鹿児島へ行くような大移動だが、
所詮は男の独り身であり、引っ越しもそ
う大変ではなかった。荷物は段ボール箱
２個分、送料は300元（約5,000円）程
度で済み、翌々日にはきっちり上海に着
いた。
　北京では新たな趣味として自転車に
目覚め、そこそこ値の張るクロスバイク
を買っていた。こいつは鉄道輸送サービ
スを利用することにした。北京西駅まで
自転車をこいで行ってそのまま預けれ
ば、列車で上海駅まで運んでくれる。分
解も梱包も必要ないのが何よりありが
たい。
　料金も約100元と良心的だ。包装代が
含まれているので、ブレーキなどのデリ
ケートな部分は包装材できちんと保護
してくれる。今や中国の運送業はかくも
至れり尽くせりである。まあ、さすがに
家まで届けてはくれないので、駅に取り
に行かなければならないが。（反）

中国

　広東語は難しいとよく言われる。９つ
のトーンがあるし、スペルが分かってい
ても正しく発音できる訳ではない。自分
はどうやって広東語を勉強したのかと
同僚などに聞かれるが、香港人の私は考
えたこともなく、答えに窮する。
　そこで思い起こしてみると、幼稚園か
ら簡単な字の書き方と発音の勉強を始
めた。先生は口の動きを園児によく見せ
るため、いつも誇張して口を動かした。
園児は先生に続いて何度も正確に繰り
返す。もしちゃんと先生に従わないと、
発音は不正確になる。
　小学生になると、先生から辞書の使い
方を教わったが、香港ではスペルで発音
を学ぶという方法を取らないので、大抵
の香港人は明確な区別がある字しかス
ペルが分からないと思う。香港人にはス
ペルを見せて発音を聞くより、漢字を見
せる方が早いはず。広東語を勉強する方
々、頑張ってくださいね！（霆）

香港

　４月が近づきソウルでもあちこちで
春の花が咲き始めた。陽気も暖かくなっ
てきて外に出て春を満喫したいところ
だが、連日の微小粒子状物質（ＰＭ
2.5）が気になる。
　ここのところ、朝部屋のカーテンを開
けるとそこに見えるのはもやっとした
白い空。遠くに見えるはずの山は確認で
きずすがすがしい朝が迎えられない。当
地の人は風邪やインフルエンザなどが
流行していてもマスクをあまり着けな
いが、さすがに最近はマスク姿の人も増
えてきた。薬局で売られるマスクの種類
も増え、空気清浄機の売り上げも伸びて
いるという。
　今週末にはソウル光化門で、大気汚染
への対策を求める集会が開かれる予定
だ。ただ、韓国だけの問題ではないため
大気汚染がすぐに解決するとは思えな
い。解決の糸口がつかめていないだけ
に、健康を守るためには自らが対策を講
じるしかなさそうだ。（れ）

韓国
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フィリピン内国税法典・付加価値税編 冊

　フィリピンにおける日系輸出企業にとっては、アウトプット VAT と相殺でき
ないインプット VAT の還付が大きな課題であった。
　フィリピン政府は財政問題から政府による現金還付を行わず、輸出企業に支
払法人税額との相殺を許す方針を取り続けてきた。相殺される税額の証明書と
して Tax Credit Certificate （税額控除証明書　略称 TCC） を発行してきた。
それに対する企業からの批判、また現金還付を行わず法人税相殺のみを許す場
合に発生する総体コストの方が還付金額より高額となるとする提言を受け、イ
ンプット VAT の現金還付を行う事を決定した。
　インプット VAT の現金還付申請には、インプット VAT 発生時を基準とした
申請期限が設定されている。編集者は本書が、現金還付請求権者の皆さんによ
る、自己の正当な権利行使につきよきガイダンスとなることを切に希望する。

・付加価値税に係る税金控除証明書（TCC: Tax Credit Certificate）の現金化ガイダンス～申請書類・期限・申請受理機関・還付機
関～　（㈱アイキューブ作成 - 2012 年 8 月 8日実施「TCC 現金化に関するセミナー」配布資料編集版）
・フィリピン内国税法・付加価値税関連箇所　第 105 条から第 115 条（2006 年改正反映）
・歳入規則 2005 年第 16 号「2005 年連結付加価値税規則」（2005 年 9月 1日発行）
・歳入規則 2007 年第 4号「2005 年連結付加価値税（改正）規則の一部改正」（2004 年 2月 7日発行）
・歳入メモランダム通達 2012 年第 21 号『行政命令第 68 号「付加価値税の未使用税金控除証明書 (TCC) の現金化」に関する通達』
（2012 年 5月 3日発行）
・財務省・予算管理省・内国歳入庁合同通達 2012 年第 2号「税金控除証明書 (TCC) 現金化プログラムに関する施行ガイドライン」
(2012 年 5 月 31 日発行 )
・その他関連法令

フィリピン内国税法典・付加価値税編

A5 判 / 加除式：約 250 ページ
発行：( 株 ) アイキューブ
2012 年 10 月発行

対訳シリーズ

本書は、現金還付の対象となるインプット VAT、
その還付手続き、関連する法令を網羅。
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