
日本自動車産業の中国事業収益

www.fourin.jp

■ 体裁：A4判、342頁 　■ 価格：140,000円+税　国内送料込 　■ 発刊：2008年12月　　

■ 2000年代以降加速した日本自動車各社の中国事業について、
                                                       各社の世界展開と比較し重要度の高まりを評価
■ 生産/販売/収益の視点から日本自動車各社の中国事業を俯瞰、モデル別にデータを分析
■ 価格帯ごとにモデル別乗用車登録台数/売上の構成を分析、需要のメインストリームの変化を探る
■ 部品分野で異なる中国事業の進展度合いや日中間の
                                                    部品輸出入状況から部品産業の中国依存度を評価
■ 乗用車各社の中国モデル別生産/登録（現地生産+輸入）データを月別・地域別に収録
                                                                             （2005年1月～2008年6月）

　日本自動車各社の中国事業は、1999年のホンダによるAccord生産開始を皮切りに、2000年代にかけて現地生産事業の開始や拡大が

相次いで行われたことで本格化し、以降、トヨタ、日産、ホンダを中心に右肩上がりの事業規模拡大を続けています。中国自動車市場が

2010年代早期にも1,000万台を超えることが予想される中、トヨタ、ホンダが中長期的に年間販売100万台を目指すのを始め、各社が中国

での事業拡大を計画しています。2008年後半以降の米国経済危機に端を発した世界規模での景気不況により、日本自動車メーカー各社

が国内外でシフト数削減や工場休止などの減産計画を打ち出す中、中国事業については、ホンダ、日産が2008年11月末現在でこれまでの

販売計画について下方修正しない方針を表明するなど、他の海外地域に比べて、中国市場への需要拡大の期待感は未だ根強いと見られま

す。これまで日本自動車産業を収益面でも支えてきた日米市場が急速に縮小する中、相対的に中国事業による収益貢献度の上昇スピードが

加速することも考えられます。

　「日本自動車産業の中国事業収益」は、従来よりFOURINが採用していたCAAM（中国汽車工業会）発表による現地生産データに加

え、今回新たに信頼できる筋から入手した非公開のモデル別自動車登録データ等を基に、生産/販売/収益面での日本自動車各社の中国事

業基盤を調査/分析しています。

　本案内書を御高覧いただき、関係部署とも御相談の上、採用賜りますようお願い申し上げます。
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日本自動車メーカー各社のモデル別生産･販売（国産車+輸入車）から中国事業収益を分析

〔生産規模〕

〔売上規模（乗用車のみ）〕

〔販売規模〕

トヨタ、日産、ホンダを中心に
高水準の投資拡大を継続

①生産車種は価格帯30万元未満の小型車が中心
②輸入販売実績から需要が見込めるモデルは

現地生産化を検討

2003年の63.6万台から2007年に162.2万台へ*1
（世界生産に占める中国生産比率は、
2003年の3.6％から2007年に7.1％へ）

2005年の87.6万台から2007年に136.2万台へ*2
（シェア：2005年18.6％→2007年20.0％）
①現地需要拡大を取り込み、現地生産車販売は、
2005年の83.3万台から2007年には128.4万台へ
（シェア：2005年18.2％→2007年19.5％）

②輸入車販売は地理的優位を活かし高シェア維持、
販売台数は2005年の4.3万台から2007年に7.8万台へ

（シェア：2005年33.4％→2007年32.4％）
→ただし輸入主力モデルの現地生産化等により 
台数規模は大きく変動する可能性がある

自動車販売による売上高は2005年の2.4兆円から2007年に3.8兆円へ*3
（連結売上高に対する比率は2005年の5.2％から2007年に6.5％へ）
①現地生産車売上高は2005年の2.1兆円から2007年に3.3兆円へ
②輸入車売上高は2005年の2,661億円から2007年に5,416億円へ
→輸入車は高い関税率に加え、高価格帯モデルが大半を占めるため、

1台当たりの売上高は現地生産車に比べ高い
（2007年実績のFOURIN試算：現地生産車259.8万円、輸入車700.6万円）

*1 中国で現地生産事業を行う9社合計での実績。　
*2 中国で自動車を販売する11社合計での実績（輸入販売のみを行う富士重、光岡自動車も含む）。
*3 乗用車メーカー8社合計の登録台数をベースにFOURINが独自試算。委託関係等から同売上高の全てが自動車各社の
　  連結売上に計上されているとは言えず、あくまで参考値として算出。　　　　　　　　　　           

【日本自動車産業の生産/販売/売上規模において中国事業の存在感は右肩上がりに推移】

（FOURIN）
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「付録　日本主要自動車メーカーの中国モデル別･地域別乗用車登録/生産台数データ」より

現地生産車に加え、輸入車も含めた
全ての乗用車登録台数を地域別･月別に掲載



第1章　強まる中国事業の存在感
総論：日本自動車産業の世界展開進展の中、

中国の存在感が2000年代に強まる
◇2000年代前半より、ホンダ･トヨタ･日産がけん引し、

生産/販売/収益面で中国事業の存在感が強まる
◇生産事業：トヨタ、日産、ホンダが拡大をけん引
◇販売分析：日本車販売の95％を現地生産車販売が占めるが、

輸入車販売もシェア3割と優位性を保持
◇収益分析：トヨタの売上増が顕著、連結売上に対する

中国比率はホンダが2007年に8％超で最も高い

第2章　生産事業動向
◇トヨタ：世界生産に占める中国生産比率は2007年に

5％を上回り、2011年には10％レベルへ
◇日産：世界生産に占める中国生産比率は2007年に

8.3％で右肩上がりが続く
◇ホンダ：中国生産台数は右肩上がりが続き、

2007年には世界生産の12％を占めるレベルに
◇三菱自：世界生産に占める中国生産比率は

過去5年で6～8％前後で推移

◇マツダ：世界生産に対する中国生産比率は2007年に約1割を占める
◇スズキ：2007年の世界生産に占める中国現地生産比率は6.2％
◇ダイハツ：2007年からDaihatsuブランド車Xeniaの生産を

開始したが、計画を大きく下回る
◇商用車各社：いすゞの世界生産に占める中国生産比率は

4～6％前後、日産ディは1～3％前後で推移

第3章　販売動向
◇トヨタ：2007年の中国登録シェアは6.3％で右肩上がり続く、

世界販売に占める比率は5％超に
◇日産：2007年の中国登録シェアは3.6％で緩やかに上昇、

世界販売に占める比率は6.6％で重要度増す
◇ホンダ：中国登録台数は右肩上がり続くがシェアは横ばい、

販売の中国依存度は2008年に10％超えも
◇三菱自：現地生産車は縮小傾向だが、輸入車は2007年以降急拡大
◇マツダ：2008年内に中国で日米欧と同様の製品を揃え、

2010年30万台を目指す
◇スズキ：世界戦略車拡販を軸に2010年50万台を目指す
◇富士重：中国登録台数は右肩上がりが続き、

2008年には1万台を突破する可能性も

◇ダイハツ：2007年に初の自社ブランド車を投入し、
年間販売3万台を目指す

◇商用車各社：いすゞは軽型トラック中心に事業展開、
日野は2009年にトラックの生産/販売開始

第4章　収益分析
◇トヨタ：中国事業売上高は2007年に

連結売上高に対して6.4％まで上昇
◇日産：中国事業売上高の連結売上に対する比率は

2005～2007年に5％超程度で安定推移
◇ホンダ：中国事業売上高は連結売上高の7～8％に相当、

トヨタ、日産に比べ高い水準
◇三菱自：中国事業売上高の連結売上高に対する比率は

2005～2007年にかけ5～6％前後で推移
◇マツダ：中国事業売上高の連結売上高に対する

比率は5％前後で推移
◇スズキ：中国事業売上高の連結売上に対する比率は

4％前後で推移、輸入車売上高は2007年に急拡大
◇富士重：中国事業売上高の連結売上高に対する

比率は右肩上がりが続く

◇ダイハツ：2007年に中国販売を開始、
収益貢献は2008年以降となる見通し

第5章　日本部品産業の中国事業状況
◇日中間の貿易額は右肩上がりが続き、

2007年に中国は最大の貿易相手国に
◇日本の中国向け部品輸出額は、2003～2007年に

変速機やブレーキなど重要部品を中心に伸張
◇2003～2007年の中国から日本への部品輸入額は、

エンジン系や駆動系が増加
◇中国事業売上比率が高い主要自動車部品メーカーの業績動向

付　録　日本主要自動車メーカーの中国モデル別・地域別
乗用車登録/生産台数データ

◇現地生産乗用車月別登録データ（2005～2007年）
◇現地生産乗用車月別登録データ（2008年1～6月）
◇輸入乗用車月別登録データ（2005～2007年）
◇輸入乗用車月別登録データ（2008年1～6月）
◇乗用車月別生産データ（2005～2007年、2008年1～6月）

「第3章　販売動向」 より ｢第4章　収益分析」 より「第1章　強まる中国事業の存在感」 より
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