In brief

PwC はこのほど「第 22 回世界 CEO 意識調査(CEO サーベイ)」を発表しました。
世界 91 カ国・地域の CEO1,378 名を対象に 2018 年 9～10 月、今後 12 か月の世界経済
や、企業の成長について尋ねた結果をまとめています。
主な内容は以下のとおりです。
‐世界経済の成長について、CEO の 42%が「改善する」と回答したものの、前年比 15%
減
‐「経済は後退に向かう」と回答した CEO は 28%。前年の 5%から大幅増に
‐自社の今後 12 か月の成長に対して「非常に自信がある」と回答した CEO は 35%に減
少(前年比 7%減)
‐世界の CEO が次の 12 か月に成長市場として重要視する国の 5 位にインドがランクイ
ン。昨年の順位は、1 位アメリカ、2 位中国、3 位ドイツ、4 位イギリス。今年は、1 位
アメリカ、2 位中国、3 位「よくわからない（Don't know)」、4 位ドイツ。
詳しくは下記をご覧ください。
日本語版
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019/assets/pdf/ceosurvey-22th.pdf

英語版
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/report/pwc-22nd-annual-global-ceosurvey.pdf
下記までお気軽にお問い合わせください。
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