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上場企業の 2003 年 9 月中間連結決算（全産業ベース）は増益基調をたどったが、回

度合いは一様でなく、業種ごとにまだら模様となった。 
、電機、自動車等の業績が好調だったのに対して、陸運、電力など一部の業種は不振

った。 
では業績好調業種に的を絞り、好調の理由を探るとともに業界の今後を展望してみた

 

＜ポイント＞ 
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１．はじめに 
 
  2003年9月中間連結決算（全産業ベース）は、売上高が前年同期比1.5％増、純利益が同33.5％
増と、回復が一段と鮮明になった（注）。2003 年 3 月期が主にリストラ効果によりＶ字回復を

遂げたのに対し、9 月中間期はリストラで固定費が下がったところへ外需やデジタル機器好調

という追い風が吹き、利益を拡大させる企業が目立った。ただ、全業種が一様に回復基調をた

どったわけではなく、業種ごとにまだら模様となっているのが特徴である。 
 ここでは、業績好調だった鉄鋼、電機、自動車、コンビニ、通信の各業種に的を絞り、業績

好調の理由を探るとともに、業界の今後を展望してみたい。 
注：日本経済新聞社の全国上場企業 2003 年 9 月中間連結決算最終集計による。 

 
２．鉄鋼         
－ 価格上昇で収益拡大 － 
 まず、トップバッターは鉄鋼である。鉄鋼業界は「ゴーン・ショック」（1999 年）を契機に

製品価格下落に拍車がかかり一時業績悪化に苦しんだが、中間期では増収・大幅増益（大手 4
社）と「完全復活」を印象付けた。 
 
（1） 中間期の決算動向 
 
大手4社（新日鉄、ＪＦＥホールディングス、住金、神戸製鋼所）の収益動向

2003年9月中間決算 2004年3月期

増収 増益 増収 黒字転換
（1.2％増） （4.0倍） （0.2％増） （－）
注：連結ベース。利益は純利益。2004年3月期は会社予想。

収益改善の主因は「数

量増」から「価格上昇」

に 

 
（2） 業界動向 
－ 価格上昇の背後に「中国」、「再編」 － 
 
  業績改善の原動力となったのは、価格要因である。中国を中心にアジア価格が上昇、国内で

も大口顧客向けの値上げが進展した。 
実は、9 月中間期の鉄鋼業界は数量ベースでは伸びていない。粗鋼生産は前年同期比で微増、

普通鋼鋼材の国内出荷も微増、輸出にいたっては減少である。 
一方、価格は国内外で上昇した。背後にあるのは中国の旺盛な需要である。中国は、2008

年の北京オリンピックに向けた建設ラッシュ、自動車・電気製品の生産拡大で鋼材需要が強い。

ところが 2002 年にセーフガードが発動されたこともあり、中国国内鋼材市況が急騰、東アジ

アの旺盛な需要で鋼材国際市況も改善基調をたどった。この結果、中間期の日本の鉄鋼輸出は

数量的には減少したが、金額ベースでは増加したのである。 
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再編による価格交渉力向上も業績に寄与した。鉄鋼業界は、2002 年秋の JFE 誕生で事実上

新日鉄－住金－神戸製鋼所の 3 社グループと JFE の二大勢力に収斂され、ユーザーに対する

発言力が増している。大口顧客である自動車・電機メーカー向けの値上げに成功したこともあ

り、中間期の鋼材販売価格は各社とも 5～10％上昇した（図表 1）。 
さて、この好環境はいつまで続くのだろうか。中国の需要が引き続き拡大し、設備投資回復

で内需も比較的堅調との見方が多く、2003 年度、2004 年度ともに国内粗鋼生産量は 1 億トン

超となる見通しである（1 億トン超となるのは 5 年連続で、バブル期の 1987－91 年度以来の

高水準）。①値上げ交渉の進展で生産量拡大が業績の伸びに結びつく体質となっていること、②

中国の旺盛な需要は少なくともあと 5 年は続くとの声も上がっていることがプラス材料だが、

原料・鉄鉱石価格の上昇が明るいムードに水をさしている。中国が鉄鋼生産拡大のため鉄鉱石

輸入を増やし、国際需給が逼迫しているためだが、原料価格高騰を理由とした一段の値上げが

実現するかどうかが業績に影響を与えそうである。 
 

図表1  主要製品の国内市況の推移
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出所：鉄鋼新聞「市中相場」より作成
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３．電機 

－ 二極分化が鮮明に － 

 2002 年 3 月期には IT 不況の直撃を受け過去最悪の決算に終わった電機業界だが、その後業

績は回復基調をたどっている。2003年 3月期の業績改善がリストラ頼みだったのに比べ、中間

期はデジタル家電に強みを持つ企業が収益を拡大させたのが特徴である。 

 

（1） 中間期の決算動向 
 

大手9社（日立、ソニー、松下電産、東芝、ＮＥＣ、富士通、

三菱電機、三洋電機、シャープ）の収益動向

2003年9月中間決算 2004年3月期

増収 黒字転換 増収 黒字転換
(1.6％増） （－） （1.3％増） （－）
注：連結ベース。利益は純利益。2004年3月期は会社予想

デジタル家電分野での商品

力、リストラの進展度合い

で明暗分かれる 

 
（2） 業界動向 
－ デジタル家電が好調 － 
 
 2003 年 3 月期の業績改善がリストラ頼みだったのに比べると、中間期は DVD（デジタル多

用途ディスク）レコーダー、デジタルカメラ、薄型テレビなどデジタル家電の市場拡大が鮮明

となり、同分野に強みを持つ企業の業績が好調だった（図表 2）。 
 図表 3 は薄型テレビ、DVD ビデオの国内出荷台数推移である。液晶・PDP（プラズマ・デ

ィスプレイ・パネル）テレビなど薄型テレビは 2002 年のワールドカップなどを経て市場が拡

大したが、価格低下もあり売れ行きは好調である。DVD ビデオの国内出荷台数も、2002 年 12
月以降 VTR を上回っている。中でも、録画可能な DVD レコーダーは頭出しが簡単・長時間録

画可能など VTR にはない利点が多数あり、値ごろ感も出てきたことから市場が急拡大してい

る。 
 このように久々にヒット商品に恵まれた観のある電機業界だが、懸念材料がないわけではな

い。日本の電機メーカーは儲かりそうだと見るとその分野に殺到する傾向があり、過当競争に

よる消耗戦に陥る恐れがあること、国内メーカー間のみならず薄型テレビ分野で韓国・台湾メ

ーカーとの競争激化が予想されることなどである。 
 一方、デジタル家電以外の分野に目をやると、半導体など電子部品はデジタル家電向けの拡

大もあり、概ね好調に推移している。ただ、一時期収益の柱になると期待されていたソフトウ

ェア・サービスは IT 投資低迷で市場が減速しており、電機業界と一口に言っても分野ごとに

業況はまだら模様である。 
 通期の業績も大手 9 社合計では増収・黒字転換と改善が見込まれているが、どの分野に強み

を持つかによって収益格差が出ると見られる。 
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図表2　　デジタル家電の国内シェア（販売台数ベース）

＜液晶テレビ（10型以上）＞

シャープ
75%

アイワ
4%

東芝
3%

ソニー
8%

松下電器
産業
8%

その他
2%

国内販売　2002年度　71万台

 
 

＜DVDプレーヤー（含む録画機）＞

東芝
13%

ソニー
12%

日本ビク
ター
10%

その他
30%

パイオニア
13%

松下電器
産業
22%

国内販売　2002年　384万台

 
 
  出所：東洋経済 統計月報「最新シェア調査＜中編＞」（2003 年 11 月号） 
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図表3　　デジタル家電の国内出荷台数推移

薄型テレビの国内出荷台数推移
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４．自動車 

－ 海外市場が好調 － 

 自動車は2002年 3月期のように他の業種がほぼ総崩れとなるような時でも、安定した収益を

あげてきた数少ない業界の1つである。中間期も大手5社合計で増収・増益と強さに変わりは

ない。 

 

（1） 中間期の決算動向 
 

大手5社（トヨタ、本田、日産、三菱、マツダ）の収益動向

2003年9月中間決算 2004年3月期

増収 増益 増収 増益
（3.9％増） （1.3％増） （1.7％増） （12.1％増）
注：連結ベース。利益は純利益。2004年3月期は会社予想等

業績は米国市場の影響大 

 
 
（2） 業界動向 
－ 重要性増す米国市場 － 
 
国内市場が伸び悩む中（図表 4）、自動車メーカーの収益源は北米を中心とする海外市場とな

っている。９月中間期の大手各社の連結売上高に占める海外売上高の割合を見ても、本田の

81.4％を筆頭に三菱 75.8％、日産 70.0％、トヨタ 67.6％、マツダ 66.1％と非常に高い。 
言うまでもなく主戦場は米国である。年間国内販売台数 583 万台（2003 年）、市場が飽和状

態にあり 2006 年からは人口減少も予想されている日本に比べ、販売台数 1668 万台（2003 年）

で人口増加が続き、高単価の車が大量生産・販売できる米国市場の重要性はいやが上にも高ま

っている。日本車は燃費のよさや故障の少なさ、中古市場で高く売れることから米国市場で高

い人気を誇り、2003 年の米国市場における日本車のシェアは前年比 1.2 ポイント上昇の 28.8％
と過去最高を記録した。 

9 月中間期の北米における営業損益の動向をみても、トヨタ 1636 億円、本田 1694 億円、日

産 1597 億円の黒字に対してマツダが 85 億円、三菱が 741 億円の赤字と 3 強 2 弱の構造とな

っており、これがほぼそのまま業績に反映されている（注）。今後も業績は米国市場に左右され

る状況が続くだろう。 
2004 年 3 月期は、国内販売はほぼ横ばいと見られるものの、米国では商品力に勝る日本車

の健闘が予想される。為替動向、米大統領選を前にした保護主義圧力の行方にも注意する必要

がある。 
注：マツダは米国市場では営業赤字に終わったが、欧州市場で健闘し増収増益にこぎつけた。 
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図表4　日本の自動車市場の動向（前年比伸び率）
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出所：日本自動車工業会データベースより作成。

 
 
５.コンビニエンス・ストア 

－ 上位企業は好調 －        

 コンビニは、業界全体で見ると既存店売上高が10ヵ月連続で前年比マイナス（03年 12月時

点。経済産業省「商業販売統計」による）と、決して好調な業界ではない。だが、その中で上

位3社は中間期も増益を確保した。 

 

（1） 中間期の決算動向 
 
大手4社（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ）の収益動向

2003年8月中間決算 2004年2月期

増収 増益 増収 増益
（2.2％増） （10.3％増） （4.0％増） （12.0％増）
注：単体ベース。利益は純利益。2004年2月期は会社予想

上位 3社（セブンイレブン、

ローソン、ファミリーマー

ト）は増益 

 
 
（2） 業界動向 
－ 海を越えるコンビニ － 
 
 コンビニ業界では、03 年夏、セブンイレブンの国内店舗が 1 万店を突破して話題を呼んだが、

消費低迷下、コンビニ同士のみならず、24 時間営業スーパーなど他業態との競争も激化してお

り、市場には飽和感が漂っている。 
 こうした逆風下、上位 3 社（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート）は増益を確保

した。中でも強さが際立っているのがセブンイレブンである。IT 化で先行した同社だが、メー
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カーとの独自商品共同開発、中高年層開拓などにも注力、平均日販（1 店舗当たりの 1 日平均

売上）で他社に差をつけている。 
 また、これは意外な一面だが、コンビニ業界は小売の中でも国際化に積極的な業態である（図

表 5）。現在、海外進出ではセブンイレブンが先行しているが、コンビニ各社は、まだ市場拡大

の余地があると見て中国等アジアを中心に出店を急いでいる。 
 
 
図表5　大手コンビニエンス・ストアの海外進出状況

（単位：店）
アメリカ 台湾 タイ 韓国 中国 フィリピン その他

セブンイレブン 5782 3470 2397 1277 634 195 1961
ローソン 0 0 0 0 146 0 0
ファミリーマート 0 1499 305 2162 0 0 0
ミニストップ 0 0 0 870 0 84 0
注：店舗数は2003年12月末の数値
    セブン－イレブンのその他の主な出店先はカナダ、メキシコ、オーストラリア等11カ国
出所：各社ＩＲ資料より作成

 
 

６．通信 
－ 携帯電話事業で明暗 － 
 中間期の好決算を見て、最も意外感が強かったのはこの業種ではなかったか（失礼！）。固定

通信はじり貧、移動体通信も頭打ちという状況で先は暗いと見られていたが、蓋を開けると予

想外の結果であった。 
 
（1） 中間期の決算動向 
 

大手3社（ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、日本テレコム）の収益動向

2003年9月中間決算 2004年3月期

増収 増益 増収 増益
（0.7％増） （3.55倍） （0.2％増） （54.8％増）
注：連結ベース。利益は純利益。2004年3月期は会社予想

「着うた」の KDDI が大幅増

益 

 

（2） 業界の動向 
－ 「着うた」効果 － 
 
 図表6からもわかるように、移動体通信契約数の伸びはかつての勢いを失っている。固定通

信市場も、①ADSLなど常時接続インターネットの普及に伴うダイアルアップ需要の減少、②携

帯電話やIP電話への需要シフトなどにより縮小している。通信大手3社の収益環境も悪化の一

途との見方が多かったのだが、好決算企業が現れたのはなぜだろうか。 

 今回最終利益が大幅に増加したのはNTTと KDDIである。このうちNTTは NTT東西（固定通信
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事業）のリストラ効果や前年同期に海外事業などでの特別損失計上があったことの影響が大き

く、業績絶好調とは言い難い。携帯で稼ぎ大幅増益を達成したのはKDDIである。 

 通信業界では2001年 10月にNTTドコモ、2002年 4月にKDDI(au)、12月にJ-フォン（現ボ

ーダフォン。日本テレコムの携帯電話事業）が第三世代携帯電話サービス（注1）を開始した。

auの「CDMA2000 1x」は、ドコモやボーダフォンの第三世代携帯電話に速度で劣るものの、「フ

ォトメール」「ムービーメール」「着うた（注2）」など新サービスを次々に繰り出し、第三世代

携帯電話サービスでトップシェアを獲得した（注3）。auの中間期の携帯電話加入者純増数はド

コモを上回り、業績好調の原動力となっている。 

 2001年 5月のマイライン導入を契機に泥沼の価格競争に突入した通信業界だが、移動体通信

を中心に軸足は価格競争からサービス競争に移りつつある。固定通信市場が今後拡大に転じる

とは考えにくいことから、好業績を上げられるかどうかは、成長余地が残っている携帯電話事

業で魅力的なサービスを提供できるかどうかにかかっているといえる。 

 

注 1：第三世代携帯電話サービスは第一世代（アナログ）、現行の第二世代（デジタル）に続くサービスで、①

映像や音楽配信などの高速通信が可能、②世界中どこでも使用可能、③周波数の効率利用、などの特徴があ

る。 
注2：「着うた」は、最新のヒット曲(15 秒～30 秒程度)を au の携帯電話インターネット接続サービス「EZweb」

上の対応サイトからダウンロードし、着信音・アラーム音として利用したり、そのまま再生したりできる。 

注 3：第三世代携帯電話サービス累計契約数は au：1176 万に対してドコモ：188 万（2003 年 12 月末）。新サ

ービスのほか、サービスエリアが広いことなども au を後押しした。 

図表6  携帯電話・ＰＨＳの累計契約数推移
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出所：電気通信事業者協会資料より作成
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（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので
はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 

・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に
従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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