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[要 約]

本調査研究は、我が国の機械産業（自動車、一般機械、電気機械、家電等）を支える鉄

鋼、非鉄金属、化学製品等素材産業を検討対象として、「素材産業の強み」とは何かといっ

た根本に立ち返り、単に技術開発力のみならず、新製品の市場獲得プロセスにおける企業

パフォーマンスを示す経営指標などを多角的観点から抽出し、それら分析結果を踏まえ、

我が国の製造業の国際競争力の源泉である「素材産業の強み」を検討したものである。

１．調査の概要

１．１ 調査の背景と目的

我が国の製造業を支える鉄、非鉄金属、化学製品等基幹的な素材産業を念頭に、「素

材の強み」とは何かについてその根本に立ち返り、単に研究開発ポテンシャルなどの

技術力ばかりでなく、新製品の市場獲得プロセスにおける企業パフォーマンスファク

ターなど「素材の強み」を評価する指標を多角的観点から抽出し、それらの分析を踏

まえ、我が国の製造業の国際競争力の源泉である素材産業の強みを検討した。

１．２ 調査項目

①素材産業を取り巻く外的要因の検討

②素材の強みに関する視点の整理

③素材の強みの評価指標に関する検討

④素材産業の国際競争力強化の方向性の検討

⑤機械産業等への波及効果に関する検討

１．３ 実施期間

平成２０年１１月２０日～平成２１年３月３１日

１．４ 調査実施組織

財団法人日本システム開発研究所内に本調査研究の運営と遂行のための「素材の強

み」の評価指標に関するワーキンググループを設けた。

２．素材産業を取り巻く外的要因

２．１ 企業を取り巻く外部環境の変化

素材産業を含めた日本企業を取り巻く環境変化として、マクロに影響を及ぼす社

会の基本的な環境変化、企業活動に影響を及ぼす国際的な環境変化、素材産業の生

産活動に影響を及ぼす外部環境の変化等を整理した。
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２．２ 素材産業に影響を及ぼす過去の経済指標の推移

素材産業に影響を及ぼす、過去の経済成長、原油価格の推移、ナフサ価格の推移、鉄

鋼・非鉄金属等資源価格等の推移等を統計データに基づき整理した。

２．３ 素材産業に影響を及ぼす経済指標の予測

今後経済成長が著しい BRICｓ諸国の経済成長の今後の予測、中国、中東諸国等の石

油化学分野への進出動向など３章以降の指標分析の境界条件となる経済指標を整理した。

３．「素材の強み」に関する視点と検討作業プロセス

３．１「素材の強み」に関する視点

基幹的な素材として鉄、非鉄金属（アルミニウム、銅）、化学製品（基礎化学品、機

能性化学品、電子材料等）を検討対象として定め、それらの「素材の強み」を技術、

市場性等様々な観点から横断的に取り扱える指標を抽出し、その強みを活かすような

形で各素材産業の国際競争力を高め、製造業全体として強化するための施策の方向性

を検討した。

素材の検討範囲は、下記の図１の鉄、非鉄金属（アルミニウム、銅）、化学製品を含

む「コア領域」に焦点を絞って行った。

図１ 素材の検討範囲（作業仮説として）

３．２ 「素材の強み」の検討作業プロセス

検討作業プロセスは、評価指標のデータマイニング的な手法による「素材の強み」

の抽出（データの収集、二次指標の作成、指標の組み合わせによるグラフ化、素材

の強み、弱みの分析視点の抽出、素材産業の類型化の一連の作業を行い、素材産業

の「強み」あるいは「弱み」といった観点から類型化し、以降の評価指標の分析の

素材の検討範囲

無機材料
ガラス・セラミックス

鉄、非鉄金属(Al、Cu)、化学製品
（基礎化学品、機能性化学品、
電子材料等）

【コア領域】

【周辺領域】

新機能材料

（カーボンファイバー、
光触媒、CNT等）

【準コア領域】

繊維、紙・パルプ



4

ための整理を行った。「素材の強み」に関する分析事例調査、製品開発プロジェクト

成功事例の収集、検討結果の解釈と素材の強みの類型化を行った。

４．素材の強みの評価指標に関する検討

４．１ 経営指標の分析

素材の強み、素材産業の強みを分析するため、公表データに基づいて客観的な分析

を行った。具体的には、一般に企業の収益性などを経営指標として算出し、複数の経

営指標を組み合わせて相関分析を行った。経営指標は下記のとおり。

（売上高経常利益率、売上高営業利益率、売上高付加価値額、売上高一般管理費、

総資産当たりの営業利益、一人当たりの売上高、一人当たりの営業利益、労働生産

性、総資産当たりの付加価値額、総資本経常利益率、経営資本営業利益率、資本装

備率、労働装備率、自己資本比率、主要製品売上高比率、キャッシュフロー、

オンリーワン製品・ナンバーワン製品売上高比率、市場占有度等）

検討対象とした業種は、素材産業、加工組立産業で下記のとおり。

① 素材産業（化学、鉄鋼、非鉄金属（電線、銅、アルミ）、ガラス・無機製品）

② 加工組立産業（自動車、家電・情報通信、精密機械、造船重機・工作機械）

４．２ 経営資本利益率に基づく分析

４．１で試行した様々な指標から次の式で定義される経営資本利益率に注目して、

化学、鉄鋼、非鉄金属、ガラス・無機製品の企業を同じ指標で分析し、グラフに表示

して、データマイニング的な分析を行った。

営業利益 営業利益 売上高

経営資本利益率＝―――――― ＝ ―――――― × ―――――― ①

経営資本 売上高 経営資本

具体的には、経営資本利益率を下記のような積に分解し、

経営資本利益率 ＝売上高営業利益率 × 経営資本回転率 ②

経営資本回転率を横軸（Ｘ軸）、売上高営業利益率を縦軸（Ｙ軸）とする２次元平面
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に図示した。

素材産業の分析事例を図に示す。鉄鋼、ガラス・無機製品は、経営資本回転率が小

さく売上高営業利益率が高い。化学、非鉄金属は経営資本回転率が大きい割に売上高

営業利益率は低いことが分かる（図２参照）。化学をみてみると、三菱化学、三井化学、

住友化学等大手総合化学メーカでは、経営資本回転率が大きい割に売上高営業利益は

決して高くない。一方、JSR、クラレ、信越化学工業などは、経営資本回転率は大き

くないが売上高営業利益率は高い。

図２ 経営資本回転率と売上高営業利益率（素材産業）

（１）経営資本利益率の評価

経営資本利益率は、経営資本回転率と売上高営業利益率の積であることから（②式）、

経営資本利益率の等しい点は、経営資本回転率を横軸（X 軸）、売上高営業利益率を縦

軸（Y 軸）とする 2 次元平面上では、Y＝１／X の双曲線上に並ぶが、経営資本回転率

と売上高営業利益率の２次元平面に経営資本利益率が 15％と 5％の等値線を書き入れ

ることによって経営資本利益率が等しい企業の評価とその解釈を行った。

加工組立産業は経営資本回転率が大きく、売上高営業利益率が低い傾向にあるが、

素材産業はその反対の傾向にある。加工組立産業であるトヨタと素材産業である鉄鋼

（新日鐵、JFE、住友金属等）は共に経営資本利益率 15％の等値線のやや上に位置し、

同じ経営資本利益率でみたパフォーマンスは同程度であることが分かる。

経営資本売上高と売上高営業利益率
（素材産業）

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

売上高営業利益率（％）
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フジクラ

神戸製鋼所
日新製鋼

住友金属

日本電気硝子

古河電工

住友金属鉱山

三井金属

ライオン

三井化学

住友化学
三菱化学

東ソー

アーレスティ
セントラル硝子

旭硝子
ブリヂストン
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中山製鋼所

合同製鐵

三菱製鋼

山陽特殊製鋼

花王
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大同特殊鋼

日本カーボン

東洋炭素
東海カーボン

日本板硝子
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日本ゼオン

経営資本回転率（売上高／経営資本）

2008年3月期単独決算

注）円の大きさは売上高
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図３ 経営資本回転率と売上高営業利益率（対象全業種）

（２）石油化学依存度と経営資本利益率

化学メーカの石油化学関連製品の総売上高に占める割合を石油化学依存度と定義

して、経営資本回転率と売上高営業利益率を図示した。石油化学依存度の色分けの

意味は下記のとおりである。

ピンク ：石油化学依存度 50％以上 70%未満

オレンジ： 同 30％以上 50％未満

黄色 ： 同 30％未満

一般的に石油化学依存の低い化学メーカ（黄色、オレンジ）ほど、経営資本利益率が高

い傾向にある。
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経営資本回転率と売上高営業利益率
（対象全業種）

売上高営業利益率（％） 2008年3月期単独決算

経営資本回転率（売上高／経営資本）

キヤノン

三菱重工業

日立製作所

トヨタ

ソニー

新日本製鐵

ＪＦＥ

住友金属

三菱化学三井化学
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日本電気硝子

経営資本利益率 15％等値線

経営資本利益率 5％等値線

三菱電機

シャープ

注）円の大きさは売上高
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図４ 経営資本回転率と売上高業利益率（単独）

（色分けは「石油化学依存度」））

（３）経営資本利益率の経年変化

経営資本利益率の５年間の経年変化を分析した。経営資本利益率が増加している

トクヤマ、信越化学工業、東ソーと、反対に低下している三菱化学、三井化学など

の総合化学メーカの明暗が分かれる。円の色は、石油化学依存度であるが、石油化

学依存度の低い企業の方のパフォーマンスが上がっていることが分かる。

図５ 経営資本利益率の経年変化（化学）
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ピンク： 石油化学依存度 ５０％以上７０％未満
オレンジ： 同 ３０％以上５０％未満
黄： 同 ３０％未満（多角化）

住友ベークライト
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注）円の大きさは売上高
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４．３ フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）分析

企業の「将来に対する意思」を図る指標として、キャッシュフローを取り上げ、フ

リーキャッシュフロー分析（FCF）を用いて企業業績が順調な企業とそうでない企業

の比較分析を行った。

図５は、三菱化学と信越化学工業のキャッシュフローマトリクスを比較したもので

ある。図において、FCF が右上に向かうほど、企業価値が拡大する。信越化学工業は、

2003 年度から 2007 年度に掛けて増収増益であり、経営資本利益率も上昇の一途を辿

っている。一方、三菱化学のフリーキャッシュフロー（赤）をみると、信越化学工業

とは対照的に 2006 年度には投資 CF がプラスになり停滞期に突入している。その他の

時期もフリーキャッシュフローの点が迷走しており、将来に向けてどのような方向に

向かおうとしているのかがあまり見えない。

図５ キャッシュフロー相関分析の事例

（三菱化学と信越化学工業の比較）

（図作成手法の著作権：ブルーマリン・パートナーズ有限会社）
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５．素材産業の国際競争力強化の方向性の検討

５．１ 経営指標分析から見えてくる成功例

経営資本利益率、フリーキャッシュフロー分析の二つの経営指標の経年変化を分析ツー

ルとして、いくつかの成功事例を下記の視点から整理した。

① 新技術・新製品の市場展開戦略（成功要因）

・景気回復期を捉え、適切なタイミングで設備投資の実施例

② 景気変動の影響を受けにくい経営戦略（成功要因）

・収益の柱の絞り込み、事業ビジネスモデルの推進

・独自領域でのノウハウ蓄積による参入障壁の形成

・オンリーワン、ナンバーワン製品による強みの確保

③ 事業統合による競争力確保（成功要因）

・事業統合による収益性の拡大

・事業統合による圧倒的な優位性の確立

④ 総合化学メーカの抱える課題

・適切な時期での設備投資等の見誤り

サンプルとして、二つの事例を示す。

新技術・新製品の市場展開戦略（成功要因）のうち、景気回復期を捉え、適切な

タイミングで設備投資を行なったトクヤマの事例を示す。トクヤマは、半導体サイ

クル上昇期を見越して半導体用多結晶シリコン製造設備を 2001 年度に、高純度洗

浄剤製造設備を 2003 年度に増設している。ちょうど 2003 年度以降の景気回復時

期と一致したため、売上高、営業利益の大幅な伸びにつながった（図６参照）。

事業統合による競争力確保（成功要因）のうち、事業統合による収益性の拡大とした

JFE の事例を示す。2003 年 4 月に事業統合した日本鋼管、川崎製鉄 2 社が事業統

合して JFE になったが、その事業統合の効果が図に明確に表れており、2 社とも

10 年前は経営資本利益率共に 5%以下であったものが、事業統合後は、10％前後に

まで上昇している。さらに 2008 年 3 月期には、15％を超えている（図７参照）。
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図６ 経営資本利益率の経年変化（トクヤマ）

図７ 経営資本利益率の経年変化（鉄鋼高炉メーカ）
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５．２ 素材産業が勝つ残る仕組みの課題検討

５．１の分析に基づき、素材産業が勝つ仕組みを検討した。経営力、技術力、生産

現場力、顧客との交渉力（コミュニケーション能力）、市場支配力、市場に即した製品

供給力、素材と加工技術一体化による付加価値の向上、製品のみならず、関連サービ

ス、メンテナンス提供による新たなビジネスモデル構築などが考えられる。

６．機械産業等への波及効果

本調査研究では、素材産業の経営資本利益率、フリーキャッシュフロー（FCF）の経

年変化の分析と関連する事例収集との組合せによって企業の強みを抽出する方法をとった。

この一連の分析手法は素材産業以外の企業の分析においても有効な手段となりうる。

ここで行った分析手法は、もちろん個別企業の分析においても有効であるが、むしろ同

業種内の似たような企業や少し異なった企業などを含め、集団的に分析してみることで

様々な問題点や課題を抽出することができる。

今回の分析結果に基づく素材産業の成功要因の分析は、2008 年後半以降、世界同時

不況の中で輸出が振るわず企業業績を大幅に低下させている自動車、家電、電機電子

などの加工組立産業の今後の経営方針を検討するに際し、大いに参考になるものと考

えられる。

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

http://ringring-keirin.jp/


