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[要 約] 

製造業では国際機能分業が進む中、サプライチェーンの付加価値・収益構造を業務工程

別に把握した上で、我が国産業として高い国際競争力かつ付加価値創出力を有する工程を

国内で維持・強化しつつ、結果として国内の付加価値向上につながる国際機能分業体制を

構築していくことが求められている。 

サプライチェーンの実態に則して、より細分化した工程別の付加価値・収益構造を把握

するためには、個別企業の財務データを用いた分析が必要となるが、そのような定量的研

究はこれまでほとんどなかった。 

  本調査は、自動車産業及び電機産業を調査対象として、サプライチェーンの付加価

値・収益構造をミクロの視点から定量分析し、加えて法人課税や企業立地優遇措置など主

要制度に基づく工場立地の国際競争力を主要国間で比較分析し、企業立地や国際機能分業

のあり方、そのために必要とされる施策について検討を行ったものである。 
 

Ⅰ 主要製造業の付加価値・収益構造に関わるミクロ分析 

１．分析手法について 

主要企業群の財務データを取得・加工し、その分析数値を用いて、自動車産業および電

機産業について｢スマイルカーブ現象｣の検証を行った。 

ここで分析対象とする業務工程がサプライチェーンの実態に則して、どれだけ細分化で

きるかが分析手法のポイントの１つとなるが、セミマクロデータと産業連関表を用いた分

析（原材料・部品、加工組立、サービス等の３分法が一般的）に比べ、ミクロ分析アプロ

ーチでは、より細分化した工程の設定が可能であるとみられる。 

因みに、自動車産業では日本企業のケースを想定すると、原材料、２次サプライヤ（部

品）、１次サプライヤ（部品）、完成車、車体、商社、完成車輸送、ディーラー、オートロ

ーン、補修・改造用部品、カー用品、中古車、までの細分化が可能である。また電機産業

では、例えばデジタル家電や白物家電など家電製品のケースを想定すると、デバイス材料、

デバイス部材、デバイス製造装置、デバイス（半導体、液晶パネルなど）、家電製品（セッ

ト製品）、家電量販、などに区分することができる。 

企業ベースの付加価値データを用いて、各産業の主要企業の付加価値分配構造も考察し

た。付加価値の労働（人件費）、企業（営業利益）、設備（減価償却費）への分配率を算出

し、その変化を分析した。付加価値の試算が可能である欧州企業や一部の韓国企業の代表

的企業との国際比較も可能な範囲で試みた。 
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２．分析のまとめ 

【スマイルカーブ現象の検証】 

サプライチェーンの各業務工程に分類された主要企業の付加価値率あるいは EBITDA マ

ージン（償却前営業利益率）の平均値をとれば、我が国の自動車産業および電機産業にお

いてスマイルカーブが概ね成立しているとみられる。欧州の自動車産業においてもほぼ同

様の結論が得られた。 

スマイルカーブの収益率指標には本来、業務工程固有の加工度特性を最も明確に反映す

るとみられる付加価値率をとるべきと考えられる。一方、EBITDA マージンおよび売上高

営業利益率は、経営による付加価値分配の結果決まってくる財務指標のため、工程間の加

工度特性の格差の影響が薄まるものと考えられる。 

 

【企業立地や国際機能分業のあり方】 

①付加価値率の高い川上の材料・部品工程の国内集積 

スマイルカーブの検証から、我が国の自動車産業および電機産業のサプライチェーンに

おいて材料や部品など川上の業務工程の付加価値率あるいは EBITDA マージンが高いこと

が示された。また、これらの工程は相対的に設備集約的であることもわかった。特に電機

産業の川上工程は自動車産業に比べ設備集約度が高いとみられる。 

設備集約型の川上工程は、消費地立地に基づいて立地を分散させるより、少数の拠点で

集中生産を行った方が効率的であることが多い。また、設備集約型事業は、人件費や電力

費がコスト競争力の決定的要因となる事業に比べ、立地環境や経営戦略次第で国内立地で

も競争力を確保できる可能性が高いと考えられる。さらに、自動車産業における部品や電

機産業におけるデバイス材料・部材の領域では、我が国企業の競争力が強い。 
従って、材料・部品など付加価値率が高く設備集約的な川上工程が、国内に集積するこ

とを維持・促進するための環境整備が求められる。設備集約型の川上工程の国内立地を促

進するためには、投資回収（キャッシュフロー）に大きな影響を与える法人課税（減価償

却制度や実効税率等）など制度面について国際競争力の観点からの配慮が不可欠であると

考えられる。この点に関連して、次章では工場立地に関わる主要制度に基づく立地競争力

の国際比較分析を行った。 
 

②国内の加工組立工程のマザー工場への進化 

一方、加工組立工程では付加価値率が相対的に低いものの、自動車産業における完成車

メーカーのように、サプライチェーンの中核を成して付加価値規模が相対的に大きい面が

あり、この点は見逃せない。ただし、競争力を逸した加工組立工程を国内に維持するのは

効率的ではない。国の GDP 規模を維持するためにも、川上の材料・部品工程に加え、比較

優位な加工組立工程を国内に立地・集積させることも重要である。 
加工組立工程が比較優位を維持･強化するためには、セット製品の差別化や加工組立工程
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そのもののコストダウンだけでなく、技術開発機能、設計・試作機能、部材・生産設備の

内製機能などとの一体化を図り、マザー工場に進化していくことが求められる。加工組立

工程がマザー工場への進化に成功すれば、キヤノンのようにスマイルカーブから上方に外

れた外れ値に位置することも可能になると考えられる。 
 

【付加価値分配のあり方】 

主要企業の付加価値構造の国際比較から、欧州企業では労働分配率が極めて高い一方、

我が国企業では営業利益への分配が比較的高いという傾向が見られた。 

製造業では、設備や研究開発への継続的投資により付加価値を向上させ、労働分配を増

やしつつ持続的な利益成長を図ることが重要であると考えられる。一方、多くの日本企業

では、先行投資に耐えうる構造へ底上げするために、過剰な労働や設備を適正規模へ削減

することにより、営業利益を捻出することに迫られていたとみられる。ただし、このよう

な段階は経営の求心力を保つため、明確な戦略の下に短期間で完了することが肝要である。 

目先の利益確保のみ優先するのでなく、労働（人件費）および設備（減価償却費）への

適正な分配と利益成長を両立させることこそが企業のサステナビリティ（持続可能性）の

観点から重要であると考えられる。 

 

Ⅱ 立地条件の国際比較に基づく収益シミュレーション 
１. 分析手法について 

製造業の国際競争力は、経営能力や技術力など企業そのものの競争力に加え、工場立地

に関わる制度面にも大きな影響を受ける。従って、我が国に立地する製造業が高い国際競

争力を維持するためには、我が国が企業立地に関わる制度面での優位性を持つことも求め

られる。そこで本章では、工場立地に関わる主要な制度に基づく立地競争力の国際比較分

析を行った。 
ここでは、分析対象産業として、国際競争の激化している自動車、半導体、液晶パネル

を取り上げ、企業の経営力や技術水準が同じであるとの前提の下で、日本、韓国、中国、

台湾、米国、ドイツの特定地域における工場立地に関わる主要な制度（法定実効税率、減

価償却制度、自治体の企業立地優遇措置）をピックアップし、我が国製造業の工場が立地

した場合のキャッシュフローや投資回収期間などを対象国間で比較分析した。また、2007

年度税制改正において実施された減価償却制度の見直しの影響についても、併せて分析を

加えた。 
各国の特定地域として、分析対象産業の主力企業が直近において大型の最先端工場の建

設（建設中のプロジェクトを含む）を行った地域を選択することとした。 

シミュレーションでは以下のような事業所投資回収モデル（動態モデル）を用いた。 
 

 各産業とも初期投資額を 1,000 億円と想定し、追加投資は想定しない。簡単化のため、
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全額が製造設備分と仮定し、土地・建物は分析の対象外とした。 
 初期投資から創出される生産金額は、市場環境などの変化を織り込まず、毎期一定で

あると仮定する。初年度からのフル稼働を想定し、生産金額は生産能力ベースの数値

を算出する。生産金額を決定する係数である（増収額(t)／設備投資(t-1)）は、業界

データおよび代表的企業の分析、業界アナリストへのヒアリングなどにより算定し、

所与とする。 
 生産金額に対応する事業所段階の利益として、まず減価償却費控除前粗利益を算出す

る。同利益を決定する係数である償却控除前粗利益率（売上比）は、代表的企業の分

析から推定し、所与とする。次に減価償却費は単純化のため定額法を想定し、分析国

の償却期間、残存割合、残存簿価を加味して毎期算出する。工場の間接コスト比率（売

上比）は代表的企業の分析から推定し、所与とする。償却控除前粗利益から減価償却

費および間接コストを差引いた数値を各期の事業所課税所得とする。金融費用は分析

の対象外とする。 
 分析対象地域の各自治体の企業立地優遇措置として、補助金の交付および税の軽減を

キャッシュフロー計算に織り込む。 
 以上の手順により算出した毎期のキャッシュフローは、そのままの数値を使用し、割

引キャッシュフロー（DCF）は算出しないこととする。 
 このモデルでは、工場が立地する国の減価償却制度、立地する地域の実効税率および

自治体の企業立地優遇措置の違いが、工場新設の投資回収期間へ及ぼす影響を考察す

ることができる（その他のあらゆる条件は比較国間で同一であると仮定）。 
 
２．分析のまとめ 
我が国の 2007 年度税制改正実施前のベースで比較すると、どの産業においても我が国で

立地するケースの投資回収期間が最も長いと試算された。我が国は法定実効税率が相対的

に高く、償却期間も相対的に長く、償却可能限度額も唯一 95％であった（他国は 100％）。

自治体の企業立地優遇措置も海外に比べ規模が小さい。 

一方、自動車では中国、半導体では台湾、液晶では中国および台湾で各々立地するケー

スの投資回収期間が最も短かった。主要６か国で比較する限り、中国あるいは台湾の立地

競争力が最も優位であるとの試算結果となった。中国および台湾では法定実効税率が極め

て低いうえに、地域で思い切った免税措置が採られ、減価償却制度でも注力すべき半導体

では償却期間を我が国より２年も短い３年に設定するなど、メリハリの利いた政策が打た

れている。台湾では半導体とともに重点産業の１つである液晶も、償却期間が３年と設定

されており、2007 年度の税制改正後の我が国より２年も短い。 
 我が国での立地における投資回収期間は、自動車では中国での立地と比べて８か月強、

半導体では台湾での立地と比べて７か月弱、液晶では中国および台湾での立地と比べて、

我が国の償却期間を 10 年とした場合 12 か月強、同５年とした場合７か月強遅れると試算
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された。特に技術進歩の早い半導体産業や液晶産業では、投資回収期間の数か月オーダー

の格差が、次世代製品への大型投資のタイミングに大きな影響を及ぼすと考えられる。 

我が国では、2007 年度税制改正により残存価額が撤廃され、液晶を含むフラットパネル

ディスプレイ製造装置の法定耐用年数が 10 年から５年に短縮された（ただし、液晶製造装

置の法定耐用年数は、これまでも半導体に準拠して５年が認められるケースがあった）。 

この税制改正を織り込むと、我が国での立地における投資回収期間は、自動車では▲0.2

か月、半導体では▲1.3 か月短縮されると試算された。液晶では税制改正前の償却期間を

10 年とした場合▲６か月、同５年とした場合▲１か月短縮されると試算された。この結果、

半導体では米国を 0.9 か月下回るものの、自動車および液晶では依然として日本が比較国

間で回収期間が最も長い。 

自動車産業では、投資効率が半導体や液晶に比べ著しく高いため、1,000 億円の投資から

創出される毎年の粗利益が相対的に大きいことに加え、償却期間が 10 年と分析対象産業の

中で最も長いことから、税制改正における残存価額撤廃の効果が極めて小幅にとどまると

試算された。 

すなわち、自動車産業のケースでは、残存価額が撤廃されたことによる年間の償却額の

増加は 10 億円（＝1,000 億円÷10 年－1000 億円×0.9÷10 年）となり、これに税率を乗じ

た節税効果（＝キャッシュフロー増効果）は年４億円（＝10 億円×0.3954）にとどまると

試算される。一方、５年償却の半導体産業では残存価額の撤廃による年間の償却額の増加

は 20 億円（＝1,000 億円÷５年－1000 億円×0.9÷５年）となるため、節税効果（キャッ

シュフロー増効果）は年８億円（＝20 億円×0.3954）と自動車産業の２倍に達する。液晶

産業の場合も税制改正前の償却期間を５年とした場合、半導体と同様である。 
 

３．我が国への政策的インプリケーション  

【企業の立地最適化行動＝国内立地の比較優位と比較劣位の比較検討】 

自動車、半導体、液晶を分析対象とした事業所投資回収シミュレーションによれば、我

が国での立地における投資回収期間は、2007 年度税制改正による減価償却制度の見直しを

織り込んでも、韓国、中国、台湾のアジア主要国より長いと試算された。 

自動車産業の国内立地には、部品産業の集積や熟練工の活用、開発と生産の一体化によ

る技術開発の加速化など、比較優位な側面もある。 

一方、半導体や液晶の先端ラインの立上げには、プロセス技術者やオペレーターの高い

熟練度を要する。また技術の世代交代とともに我が国が強みを持つ部材・装置技術の重要

性が高まっており、部材・装置メーカーとのコ・ワークが欠かせない。我が国の大手デバ

イスメーカーは、製造プロセスの心臓部となる設備集約的な半導体の前工程（シリコンウ

エハーに IC 回路を作り込む工程）および液晶の前半工程（薄膜トランジスタ形成、液晶注

入等）の先端ラインへの投資は基本的に国内に集中している。 

合理的な自動車メーカーや電機メーカーであれば、国内立地のこれらの優位な側面と税
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制面での劣位を比較検討して、グローバルな視点から立地最適化を図っていると見られる。

企業側からすれば、国内立地の比較劣位な側面が比較優位な側面を上回れば、海外移転を

進めざるをえないであろう。 

このため政策側には、国内での付加価値創造の重要な担い手である自動車産業や電機産

業の生産拠点を国内に引き止めるべく、産業集積や産業人材など比較優位な側面を維持・

強化する施策とともに、税制面での比較劣位を解消していく施策を講じることが求められ

る。 

 

【設備集約型産業の立地競争力を大きく左右する法人課税制度】 

特に半導体産業では設備集約度が高く、基本的に減価償却制度および実効税率の違いが

立地条件の競争力に大きな影響を及ぼすと考えられる。先端ラインへの投資額は、微細化

とウエハーの大口径化の進展に伴い、増加の一途を辿っていくため、法人課税制度の優劣

は企業の立地選択において今後ますます重要な要素となってくるだろう。税制が現状のま

まであるならば、技術の世代交代が進むとともに、前工程ラインのアジアへの移転リスク

が高まる可能性があるとみられた。 
実際、我が国唯一の DRAM メーカーであるエルピーダメモリは、昨年末に台湾での最先

端工場の合弁投資計画（台湾の大手半導体メーカーである Powerchip Semiconductor Corp.
との合弁）を発表した。同社は我が国を含む内外の複数の立地候補地を比較検討したとさ

れる。同社の今回の意思決定は、我が国の大手半導体メーカーが 90 年代に日米半導体摩擦

や顧客の海外展開への対応のため、どちらかと言えば「海外立地ありき」で中国、米国、

シンガポールなどに DRAM を中心とする一貫工場を相次いで立ち上げた事例とは異なり、

合理的な内外の立地最適化の結果、我が国が選択されなかったと捉えるべきであろう。逆

に、工場立地に関わる合理的な意思決定の下では、国内で投資促進に向けた制度の整備が

進展すれば、立地を国内に再び戻す「国内回帰」もありうると考えられる。 

 

【さらなる制度改革の必要性】 

減価償却制度については、2007 年度税制改正により残存価額が撤廃されたものの、自動

車では、できれば償却期間を米国（７年）やドイツ（６年）の水準まで短縮することが望

ましいと思われる。半導体および液晶では、激化するアジア勢との競争を考えた場合、償

却期間を５年から中国、台湾、韓国の水準まで、すなわち１～２年短縮することが望まし

いと思われる。 

加えて、アジア立地に対する競争力を抜本的に強化するためには、法定実効税率のさら

なる引下げも検討課題であるように思われる。 

 

【抜本的な制度改革を活かすためには低収益構造からの脱却が不可欠】 

我が国の製造業は全体としては海外企業と比べて依然低収益にとどまっているとみられ
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る。この低収益構造は、需要増に合わせた先行投資が十分に行われず、競争力のある設備

への更新が進まないことに起因する。老朽設備の蓄積が供給過剰と生産性低下を招いてき

た。根底には長期ビジョンを欠く横並びの投資行動がある。 
我が国企業が税制のインセンティブの大きいアジアに工場を立地したり、あるいは仮に

我が国で税制のイコールフッティングに向けて、中国、台湾、韓国などアジア主要国と同

様の制度が採り入れられたとしても、我が国企業が横並びの経営マインドや投資スタンス

をそのまま持ち込み、現状の低収益構造のままであるとすれば、課税所得が赤字となり、

キャッシュ増（節税効果）をもたらすはずの税制の恩典をフルに享受できない可能性があ

る。 

従って、我が国企業が税制のインセンティブをフルに享受する前提として、横並びの投

資行動＝低収益構造から脱却する経営努力が不可欠であると思われる。逆に言えば、我が

国でアジア主要国並みの税制の恩典が整備される場合、あるいは我が国企業が税制の恩典

の大きいアジア立地を選択する場合、それを契機に横並びの経営マインドから脱却し、税

制の恩典をフルに享受しつつ、タイムリーかつ十分な先行投資を行うならば、海外大手並

みの高収益体質を構築することが可能となろう。 

 
【求められる産業政策と租税政策の一体化を図った明確な国家戦略】 

半導体の減価償却期間は中国および台湾では 3 年と日本より２年も短い。また液晶では、

日本が 5 年に対して、韓国では 4 年、さらに台湾では 3 年と設定されている。生産工程に

用いるデバイス製造装置は各国間で大きな差異がないにもかかわらず、償却期間には大幅

な格差が生じている。 
アジア主要国では、国が描く産業構造ビジョンの中で強化すべき産業領域が明確化され

ており、当該領域に対しては国際的に比較優位な減価償却制度を設定するという、産業政

策と租税政策の一体化を図った明確な国家戦略が採られているように思われる。日本にお

いても、国として強化すべき産業領域の明確化と、産業構造ビジョンと法人所得課税体系

の最適化を図ることが求められる。 

 

 

 

 

 

 

                             

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。
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