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（2017 年 第 2 四 半 期 ）

安全で健全
—————————


5 百万台規模となる日本の自動車市場は、2017 年度は+2.0%、2018 年度は減速して
+0.2%の成長が見込ま れています。




日本の自動車メーカーは、世界の自動車市場で最も高い収益性を誇っ ています。
ハイブ リッド車などの競合技術に対する手厚い助成金が、電気自動車（EV） の売上停滞
につながっ ています。

円安と需要の継続的回復が成長を牽引
過去 2 年連続で売上成長率が縮小しました
が、日 本の 自動車 販売 は、 201 7 年度 は
+2.0% 、2018 年度は+0.2%の成長が見込ま
れています。2015 年に軽自動車税が 50% 増
税となっ た影響が長引いているものの、2016
年のエコ カー減税の期間延長 が売上成長を
加速させま した。
■
現地生産増加等の施策により、為替と金利リ
スク は軽減されま したが、依然として 日本の
自動車メーカーは円相場の影響を受けやす く
なっています 。
■
但し世界的に見れば、日本の自動車メーカー
の業績は順調です 。円安と世界的需要の継
続的な回復が、2017 年度末までの売上を支
える も のと考えら れま す 。トヨタ 自動車は 、
2016 年度世界で 1,020 万台を販売し、フ ォ
ルクスワーゲンに次ぐ世界第 2 位となりま し
た。一方、ルノー・ 日産ア ライアンスは、2017
年度上半期の販売台数（527 万台）が第 1 位
となり、前年同期比 7% 増となりま した。 ■

日本の自動車メー カー は、税引前金利控除
前利益が最も高く、部品メーカー は収益成長
率に 優れ て いま す 。
■
日本の自動車メーカーの大部分が、2016 年
の排出ガス不正事件によるダメー ジを受けて
おらず 、業界各社の中でも バラン スシ ートの
健全性は最も優れた部類に入ります（支払余
力は、2007 年の水準から改善）。2016 年に
は、自動車メー カー 、部品メーカーとも に、設
備投資額でドイツ を抜いて世界第 1位となり、
356 億米ドルを支出しま した。
■
但し、米国市場の低迷とそれに続く価格競争
の激化や収益性の低下から、利益は今後、
減少するも のと予想しています。
■

2017 年、日本の企業は、自動車ビッグデー
タ向けネットワー ク基盤とコンピューテ ィン グ
基盤の構築を目的とす る オー トモ ーテ ィブ ・
エッジ・コンピューテ ィン グ・コンソ ーシ アム を
創設しま した。その目的は、コネクテ ッド カー
のためのデ ジタル・エコシステム を確立し、新
たな技術（ 強化されたク ラウド コンピ ューテ ィ
ング技術を利用したスマート・ドライビング） を
支援することです。同団体には、トヨタ自動車、
デンソー、NTT ドコモ、エリクソン、インテルな
どの企業が参加しています 。
■

ハイ ブリッド戦略

図表 1. 新車登録台数
（百万台）
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出所： OICA（国際自動車工業連合会）、IHS、ユーラーヘ
ルメスの予測

日本で 2009 年にエコカー減税制度が導入さ
れて以来、（日本で言う ところの）次世代自動
車（ハイブ リッド車、プ ラグイン 式ハイブ リッド
車、EV 、燃料電池車、クリーンディーゼ ル車）
のシェアは急上昇しています 。2016 年には、
新車登録台数の約 35% を占めま した。 ■
しかし、EV の売上だけを見ると、それほど の
インパクトはありません。2016 年の売上は、
前年同期比 20% 増で、販売台数は年間合計
24,000 台となり、新車登録台数の 0.5%を占
め ま した 。
■
2020 年ま でに急速充電設備を 5,000 か所設
置する 計画や、継続的なスク ラップ イン セン
ティブ（買い替え奨励策）により、EV のさら な
る普及が進む と考えられます が、2017 年度
に関しては、当社では緩やかな伸び を予想し
ています 。
■
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日本の自動車メー カーおよび部品メーカー は、
2015 年度研究開発費に合計 294 億ユーロを
投じました。2016 年には、業界で 1,854 件の
特許が出願され、ドイツ に次いで第 2 位、米
国の約 2 倍以上にのぼっています。
■
一方、日本の自動車メー カー および部品メー
カーは、情報通信技術（ ICT）関連の M&A で
は業界他社と比べ消極的です 。2012 年以降、
日本のメーカーによる M&A 取引額は 17 億
米ド ルで、中国、ド イツ 、米国に遅れをとっ て
いま す 。
■

バランスシートは健全ながらも利益率は
低下

図表 2. 自動車メーカーの営業利益率
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出所： ブルームバーグ、ユーラーヘルメス
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日本政府が、ハイブ リッド車など の競合技術
に対し引続き手厚い助成金を支給して いるこ
とが、EV 市場の今後の加速的な拡大は、影
響を受ける 可能性も あります 。
■

