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はじめに 

3 月 11 日に発生した東日本大震災は日本並びに我々日本人に想像を絶する多大な物質的精

神的損失と衝撃を与え、東京電力の福島第 1 原発事故の収束の確たる見通しも立たぬまま

やがて 2 か月が過ぎようとしている。 

この間被災地に対する官民挙げての全国的支援の輪は着実に広がり、同時に我が国に対す

る海外からの支援や義援金提供国の数も記録的な規模となった。災害に遭遇した東日本の

人々の日々の暮らしは尐しずつ改善する方向にあるが、依然として 1 万人を遥かに超える

行方不明者がいる中、生計を立て直す新たな地域社会の建設など将来の展望となると全て

がこれから始まることになる。 

今回の大震災は、これまでのものと比べると、規模、範囲、質などの面で大きく異なる。

とりわけ、巨大地震で引き起こされた原子力発電所の事故に伴う放射線の住民、社会、環

境等への計り知れない深刻かつ持続的影響は、これまでの災害とは全く異質な、近現代社

会の新しい人災とも言えるものだ。国際的協力を得て、国民が英知と決断を以って対処し

ても、未知の世界が多く、その解決には膨大な時間と巨費が掛かる。 

経済・産業関係に甚大なダメッジをもたらした大震災だが、国民の多くは日本が世界に誇

るエクセレント・カンパニー群が斯くも無残に企業活動の脆弱さを曝け出してしまった現

実に唖然とし、同時に何故と言う大きな疑問を抱えてしまった。ここでは大震災と製造業

を中心にした企業との関係に絞り、こうした線に沿い現状を検証してみたい。 
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尚金融、東京電力、原子力発電などについては別途検証の機会を持ちたい。 

 

出所：BloombergBusinessweek(2011/3/21) 

東日本に於ける大地震発生の構図 

地震列島日本だが、今回の巨大地震の発生領域、国際比較並びにその要因を知る上で参考

になると思い下記の図表を最初に紹介しておく。 

 

図１ 出所：日経(2011/4/24) 

サプライ・チエン 

日本を初め多くのグローバル企業は、世界市場で熾烈な勝ち抜き作戦を展開しているが、

日本を代表する自動車、電子装置・素材・製品、医療機器などのハイテク産業の多くはサ

プライ・チエンの経営理念に基づき生産を行っている。つまりこれは自己完結型の生産に

代わり、完成品を構成する部品の一部もしくは多くを外部から調達することで生産効率と

収益性を向上させようとするものだ。それが幾層にも重なり、アッセンブルされて完成品
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が出来上がる(資料 1～5 を合わせ参照)。 

今回の大震災で一躍注目されたのが茨城県のルネサスエレクトロニクス那珂工場(システム

LSI)だ。大規模に被災し、主要部品の供給がストップ、主に関連する内外の自動車各社が

部品の調達が出来ず、生産の削減若しくは停止に追い込まれ、異常事態の発生となってし

まった。今人気の IH 調理器にもここで生産される部品が使用されている。 

原発事故に伴い、政府、原子力安全・保安院、東電などの情報開示が不十分だとして、批

判され、改善への要請が高まっているが、その他の企業でも部外者の入手できるある程度

信頼のおける情報となると依然として大変限定的だ。特に今回の様な異常事態の発生とな

ると、どの企業でも事情は余り変わらないようだ。注記 IH=Induction Heating。 

ルネサスについて、詳しい状況は分からないが、3 月 14 日日経エレクトロニクスの木村氏

は、前工程 5 工場が生産を中止している、として次のように報じた；①自動車用/汎用マイ

コン(津軽工場)、②デジタル家電向け SoC など(鶴岡工場)、③本体の(那珂工場)、④アナロ

グ/パワー半導体(高崎工場)、⑤同じく(甲府工場)。また後工程工場では 2 拠点で生産中止①

アナログ/パワー半導体(青森県北津軽郡鶴田)、②マイコンや SoC を生産する米沢工場｣。 

尚生産工程の損傷が具体的に何かなどは不明。壁や天井の一部が崩れるなど建屋が被害を

受けたとだけ報ぜられていた。 

東日本に於ける有力企業の分布 

 

図２ 出所：日経(2011/3/22) 
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その後明らかになった情報によると、このため、連日関連する自動車各社は生産再開を支

援するため大規模な陣容の技術者をルネサスに送りこんでいる。完全復旧は 7 月にずれ込

むとの観測もある。 

これほど重要な部品の供給を、何故各社が集中して一社から受けているのか、大変不自然

だ。リスクマネジメントの視点からも今後、自動車メーカーはじめ各社の戦略は見直され

ることだろう。またルネサス社については、経営体質の改善と収益構造の強化が課題。 

ルネサスエレクトロニクス(マイコンの世界シェアー3 割で最大手)は、4 月 27 日、沈黙を破

り那珂工場の内部を震災後初めて報道陣に公開した。日経によると、ルネサス製が優れる

点は、データ処理能力や省電力性能。豊富な周辺機能を使ってきめ細かく顧客の要求に応

え、受注を獲得してきた。海外の半導体メーカーから代替品を調達したくても、品質を一

から検証するには半年以上かかる。那珂工場を復旧させた方が、結局は早く手に入れられ

る、と自動車メーカーのある幹部の話を紹介している。 

日経によると、震災直後は同社の国内 8 工場が停止、生産能力の約 5 割が失われた。とり

わけ被害の大きかったのが那珂工場だ。揺れの大きさは想定していた 400 ガルの約 2.4 倍。

通路の壁や天井が崩落。僅かな位置のずれも許されない装置が倒れていた。 

 

出所：日経(2011/4/28) 

同社は今夏までに滋賀県の半導体工場に新たな設備を導入し、マイコンの試作を始める。 

図 2 からも分かる様に福島県と茨城県の多くの工場では地震・津波の被害に加えて産業界

が初めて経験する原発事故からの放射能汚染問題が同時に発生した。 

大規模被災工場、GWの操業、GDP推移等 

○信越化学の半導体用シリコンウエアー子会社の白河工場(福島県)は、世界シェアー20％弱

を占めるが、震災でクリーンルームなどの設備が損傷を受け生産を停止していたが、4 月

20 日に操業を一部再開、6 月末に震災前の生産水準を回復する、と発表した。 

○三菱ケミカル HD の傘下の三菱化学はエチレンなどを生産する鹿島事業所が被災、基幹

設備に大きな損傷はなかったが、原材料を入出荷する港湾施設が津波で被害を受けた。5

月 20 日に再稼働の予定。同事業所では医療器具向けなど重要な素材を生産している。こ

れはサプライ・チエンの一角を形成する重要な拠点の一つ。 

○旭硝子は鹿島コンビナートにある新鋭工場が被災、港湾施設も津波で大きな損失を受け
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ているが、近く本格稼働に入る見込み。その他の被害状況等は資料 6～11,13～16 参照。 

日本発電子部品の国際的サプライ・チエンの構図例 

 

図３ 出所：BloombergBusinessweek(2011/3/21) 

○ボーイング 787 ドリームライナーの 35％が日本で生産されている。 
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表１：出所；日経(2011/4/29)       表２：出所；同左       表３：同左 

○表１は震災被害が 100 億円超の主な企業とロケーション 

○表 2 は今夏心配される電力不足からの節電対策も考慮して行われる対策。 

○表 3 は 2 月、3 月の対比だが、日経によると東日本大震災による自粛ムードの影響で消費

が冷え込んだほか、サプライチエン(供給体制)の寸断による生産減で輸出が停滞したこと

が響いた、としている。 

ジャスト・イン・タイム方式の限界 

この方式は、日本の企業文化である｢改善｣から生まれ、やがて世界的に確立することにな

った生産方式だ。トヨタ(①作り過ぎのムダ②手持ちのムダ③運搬のムダ④加工のムダ⑤在

庫のムダ⑥動作のムダ⑦不良を作るムダ)の看板方式がその代表格。資材・部品等の調達は、

アッセンブリー段階で必要になった時点で、一定期間、例えば数日間必要な量だけをメー

カーは在庫として保有し、それ以上はストックしないことで、コスト削減を図り且つ品質

の改善をサプライアーに要求するもの。 

ところが、今回の様に予期せざる事態に遭遇すると、操業を継続するに必要な部品等の供

給が停止してしまうリスクを抱えることになる。平時では当たり前のことが、非常時にな

るとシステム全体がワークしなくなるのだ。経営上、どれだけのストックを非常時に備え

用意すべきか、簡単にはその解は得られない。この問題は次章で取り上げる。 

リスク＆アクシデント・マネジメント 

この分野は伝統的、文化的に見て日本企業、日本社会が最も不得意とする領域だ。ある意

味で日本人は楽観主義者だ。深刻な事態が起きる可能性が否定できない時、その原因究明 
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をすることなく、そんな事態など起きる筈がないとか、起こって欲しくないと言って放置

する傾向が強い。第 2 次世界大戦に於ける日本軍の戦略、戦術には随所にこうした傾向が

見られた。欧米では逆に万一のリスク・アクシデント対応こそが重要と考え、その究明と

対策そして万一起きた場合の 2重 3重の対応手段導入に全力を挙げている。 

○フォルト・ライン 

 今回の大震災でも、工場立地について、事前に地震、巨大津波を想定した安全性の検証

が充分に行われた否か大きな疑問が最近になって浮かび上がってきた。活断層の上若し

くは近くに新工場が建設された例もあるようだ。中には活断層がないと見られた地域に、

実は断層があることも分かってきたのだ。断層が分かり公表されると地価に大きな影響

を及ぼす。このため断層の存在や公表を隠蔽する傾向も社会全体にあるようだ。 

 2004年 10月の新潟県中越地震、更に 2007年 7月の新潟県中越沖地震の際には活断層が

話題になった。それが今回は初期段階では殆ど話題にならなかったのだ。油断大敵と言

うべきか。過ちを繰り返したくないものだ。最近になって一部専門家の中に原発や工場

建設に当たり既存施設も含め、ロケーションをこの面からも再検討することの必要性を

提言する動きも出てきた。 

○内陸部に於ける大地震の被害 

 津波被害、原発事故が報道の中心であり続けたため、内陸のインフラ被害、関東周辺部

の液状化を含めた家屋・建屋の被害に関する報道が残念ながら非常に限定的だった。こ

れは報道の在り方を問う問題でもある。関東北部を含めて今回の大震災では家屋、工場

の被害が大きく、断熱材、べニア板、瓦などの供給体制は危機的損害を被った。 

○巨大津波 

 三陸を中心に展開するリアス式海岸が過去に何度も巨大津波の被害を受けてきたことは 

 よく知られている。明治以降でも 1929年、1933年に三陸海岸大津波が発生、多くの人的・

物的被害が記録され、言い伝えられてきた(吉村昭著”三陸海岸大津波”文春文庫参照)。 

 リアス式海岸に襲来した大津波に限定すれば、その教訓を生かしていればこれほど大き

な被害は出なかった可能性もあろう。防潮堤にしろ、避難場所・アクセスなど一度出来

上がると過信してしまう傾向が人間にはある。いつの場合も天災は人知を遥かに超える。 

 今回震源域が南北 500 キロ、東西 200 キロと記録的な範囲で発生、その結果、大津波が

仙台平野、福島浜通り、北部茨城など過去の記録にない程の内陸部にまで押し寄せた。

これは想定外の出来ごとであったのかもしれない。今後の教訓として生かしたいものだ。 

○陸・海・空の交通・通信・流通網の破損と復旧  

 これについては図 4、5参照(p9)。 

○地震・津波保険 

 企業の場合には一般家計と異なり、例え限定的であれ地震保険を掛けるシステムがない。

一部外資系保険会社が提供しているようだがその規模はあったとしても、微々たるものだ。

地震列島の日本にこの種リスク保険が無いとは情けないことだ。保険会社、政府な 
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どが共同して商品開発を行うべきだろう。再保険業務を行う保険会社がないこともあるが、

政府がその役割を果たす仕組みもあろう。 

○原発事故の責任と損害補償 

 最終的な責任は何れにても政府にあるが、第 1 義的には東電にある。事故が発生してか

らでは遅すぎる。万難を排して予防に努めるか或いは未然に事故を回避せざるを得ない。

今回の福島第 1 原発事故で見る限り、東電に周到なリスク・アクシデント・マネジメン

トが出来ていたとはとても言えない。例えそれが予知せざる天災により引き起こされた

としても、2重、3重の安全弁の備えが世界をリードする公益事業体の電力会社として出

来ていなければならない。日本のお家芸であるロボット技術を駆使した遠隔操縦の各種

作業車の導入、無人ヘリなどによる上空からの写真撮影、冷却用外部電源の安全確保な

どは後手に導入される始末だ。そもそも先にふれたロケーションの安全検証が不十分。

企業としてのシステムにも課題が多そうだ。企業組織の核となる中核、中堅幹部の存在・

活動・役割がメディアを通して見る限り非常に希薄。原発部門の社内の位置付も不明。 

 この種の話になると何時も出るのが金融機関・株主の責任論。多くは企業の本質を理解

してない人々の話だ。先述した如く東電問題の詳細は別の機会に譲る。 

○風評被害(輸出については資料 23,24も参照) 

 政府はその被害に対しても補填の方向で検討中。ただその測定と評価は極めて困難な問

題だ。消費者心理だけでなく、中には海外の競争相手からも意図的な動きもあり得よう。

適切な情報開示と対策が取られない限り不安は残る。 

経済・産業インフラ 

○新幹線・幹線道路・港湾・空港などの復旧状況 

 経済活動の正常化に欠かせない経済産業インフラの復旧は喫緊の課題。ヒト・モノの移

動は大震災発生と共に完全にストップしてしまった。救援・緊急物資や救援隊の現地派

遣は人命にも大きく影響する。 

 今回仙台港では埠頭の一部が震災後 1 週間程度で復旧した。これは事前に補強工事が行

われていたためと聞く。ところが埠頭全体の施設や埠頭へのアクセス(陸・海)が損傷し

ていたため、その稼働が遅れたようだ。 

 東北新幹線、東北自動車道の一部区間で補強工事の終了していた個所は震災の被害は最

小限に止めることが出来たが、補強工事のしてない個所で甚大な損害が発生した。この

事例はまだまだ震災に備えやるべきことが多いことを示している。 

○具体的現場の状況については次ページの図 4,5参照。 

○計画停電、節電等：資料 17～22参照 

 東電は地震発生後、電力の予想受給について需要約 4100 万キロワット、供給約 3100 万

キロワットで、約 1000万キロワットの不足が生ずる恐れがあるとして計画停電に踏み切

った。ピーク時には需要が 6000万キロワット超になると見込まれ、供給体制が問題化し

ている。節電、自家発電等で 5500万キロワットの供給の見通しだが。 
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図 4 出所：日経(2011/4/11)         図 5 出所：同左 

自動車産業 

○アッセンブラー 

自動車メーカーは数万個以上の部品を組み立てるアッセンブラーだ。全ての部品を自社

生産することは、例え子会社、孫会社を利用しても経営的(収益性、効率性など)に無理

が生じる。そこで外部からも調達することになる。従ってサプライ・チエンによる正確

で確実な部品の供給がなければ企業として成り立たない。その上にジャスト・イン・タ

イム方式が加わっている。 

○内外自動車メーカーへの影響(損失) 

 代表的な事例を表４(p10)が示している。先に日本発高精密電子装置部品のサプライ・チ

エンの影響図(図 3)を示したが、国内自動車メーカー・他については、資料 1～13 参照。 

○巨大津波直撃被害の例 

1 月に操業を開始したばかりのセントラル自動車(トヨタ系)宮城工場は仙台近郊の工業

団地に立地、相模原市から本社機能も移転した。全稼働の直前に被災した。仙台平野に

展開するこの工業団地は東北地方の一大産業基地を目指して開発された。 

○関連情報については前述の｢サプライ・チエン｣、｢ジャスト・イン・タイム｣、｢リスク・

アクシデント・マナジメント｣を参照。 
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地震発生 3日後の津波被害を受けた仙台近郊の自動車工場を空撮した写真 

 

出所：ドイツのフランクフルター・アルゲマイネ紙(2011/3/15) 

 

表４ 出所：日経(2011/4/23) 
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規制緩和の必要性 

 

表５ 出所：日経(2011/4/16)       

この表は業界別にその要望と現状を日経がまとめたもの。 

都道府県別 GDP分布と代表的企業の損失(図 6) 

 

推定損失額と支援・義援金総額の国際比較(図 7) 
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出所：Time(2011/4/11) 

図 8 大震災の影響と損失を米国のタイム誌が掲載したもの 

 

消費者行動の事例と小売業株の価格推移 
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表６ 出所：日経夕(2011/4/16)              表７ 出所：日経(2011/4/28) 

○大震災発生直後から生活必需品(米、水、パン、インスタント食品)を中心に、納豆、各

種乾電池、石油、灯油、ラジオなどがスーパー、コンビニなどから完全に消えた。1週間

から 10日で再びその多くが店頭に並びだし、消費者の買いだめは終息した。 

○しかし一般的な自粛ムードが蔓延する中、旅行、レジャー、外食などに広がった消費控

えは、一時持ち直すかに見えたが、上記の表からも分かる様に収まる気配がない。 

むすびにかえて 

東日本大震災の被害総額が如何に大きかったかを知るには、図６を見るとよい。我が国で

はこれまで推定被害額が 15 兆円から 25 兆円に上ると言われてきた。前掲タイム誌の図で

は凡そ 19兆 3000億円となっている。 

1995 年の阪神淡路大震災の約 8 兆 2000 億円、2005 年のハリケーン｢カトリーナ｣の約 6 兆

6500億円と比べるとその甚大な推定被害総額の大きさが分かる。 

我が国は連続して 2度に渡る｢失われた 10年｣の停滞期からの脱出に失敗している。この間

の検証に関しては、拙著｢エコノミスト誌日本特集(2010/10/20)―未知の世界へーを読ん

で｣で私見を述べた。その最中に起きた今回の大震災だ。 

再建に向けては、当面すぐにでも実行しなければならない施策と、中長期の目標を明確に

立て、優先順位と責任の所在を明確にして、政官民の総力を挙げ作成し、実行しなければ 
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ならない。特定な権益に影響されることなく、国民、地方、国家のために奉仕する精神が

今こそ強く求められる。 

グランドデザインとなるとどうしても我が国では中央政府・官庁に丸投げする傾向がある。

しかし今回の東日本大震災の対応や今後のビジョン策定等については、地域の人々、企業、

社会の連帯感と強固な絆が随所に覗える。こうした動き情熱を基盤にした新しい広域地域

社会の建設が切に求められる。中央政府・官庁は大所高所の立場からその調整役として機

能し、資金面に重点を置いた支援を行うことが必要であろう。そして必要に応じ、地域で

入手できない情報やアイデア、或いは全体のバランス像を提供する必要があろう。 

今回は情報・データ、時間等の不足に加え、産業・企業活動が余りにも広域且つ多岐に渡

るため、中小企業、地域企業を検証の対象にすることが出来なかったことは大変残念だ。

これらについては今後その道の専門家などの研究を待ちたい。 

今回もまた海外メディアからの情報も引用・紹介した。図 5～7などは彼等の視点からの情

報だ。大変参考になる。今回の検証に当たりメディアの報道の在り方、傾向を垣間見たよ

うに思う。当然のことながら全ての現実、真相をメディアの報道だけに依存することは出

来ない。東電福島第１原発に関する報道は今でも大変制限的だ。メディア側からの積極的

取材活動は何処まで行われているのか明らかでない。放射能汚染地域に入ることは禁止さ

れていると言うことで報道がなされなくて良いとすべきなのか。 

救済・復興支援活動には、全国規模での民間ボランティア、地域行政機関による相互支援、

企業支援がこれまでにない規模で実現、目覚ましい成果を挙げた。恐らくこれだけの行動

は海外では見られないだろう。 

これらの役務、物資、各種サービス等を金銭評価すると巨額なものとなる。統計数字には

載らないが、新しい経済行動と位置付けてよかろう。その上に海外を含め莫大な支援・義

援金が届いている。そこに再生日本に向けた新しいエネルギーを感じ取る人も多いだろう。 

参考資料編は次ページから。 
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参考資料 

資料１ 

 

出所：日経(2011/4/27)                   資料 2 出所：日経(2011/4/9) 
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資料 3 

 

出所：日経(2011/4/6)                           資料 4 出所：日経(2011/4/27 

資料 5                        資料 6 

 
出所：日経(2011/4/6)                                          出所：同左 
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資料 7              資料 8 

 

出所：日経(2011/3/23)                        出所：日経(2011/4/6) 

資料 9 

 

出所：日経(2011/3/30)       資料 10 出所：日経(2011/4/18)     資料 11 出所：日経(2011/3/30) 
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資料 12                      資料 13 

 

出所：日経(2011/4/27)                                              出所：日経(2011/4/19) 

資料 14           資料 15            資料 16 

 
出所：日経(2011/4/22)        資料：日経夕(2011/4/7)           出所：日経(2011/4/22) 

資料 17             資料 18          資料 19 
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資料 20       資料 21           資料 22 

出所：日経(2011/4/4)       出所：日経(2011/3/23)          出所：日経(2011/4/22) 

資料 23           資料 24 

 

出所：日経夕(2011/4/20)   出所：日経(2011/4/10) 

(了) 
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5 月・6 月の補足                       2011年 7月 13日 

ここからは 4 月に作成したレポートをその後の復興・復旧に向けた企業活動や事態の進捗

状況に関する情報を中心に補足したものである。多くの企業が前期決算で東日本大震災の

結果発生した損失の多くを計上、株主総会に合わせ企業活動に関しても不十分ながら徐々

に情報を開示し始めた。本格的な復興需要や景気回復を睨んだ企業活動はこれからになる

が 6月下旬までに明らかになった情報・データを中心に以下補足することにした。 

企業の手元流動性 

＊3月末時点：6月 17日発表日銀資金循環統計(速報)から。カッコ内は前年同期比 

 現金・預金残高(1～3月期)；211兆 1236億円(7.1%増) 

 内訳：主なもの 

 流動性預金残    123兆 2725億円(9.7％増) 

 現金        22兆 5928億円(3.3%増) 

 企業は経済の先行き不透明感の強まる中、投資を抑制、震災による減産の長期化、取引

先からの代金回収の遅れなどに備え手元資金を積み増す動向が加速した。 

 出所：日経(2011/5/30)        同左株主総会④(2011/6/10)     同左①(2011/6/7) 

自動車産業 

○トヨタは 6月 17日、一時落ち込んだ国内・外の生産が、7月から同社が年初に計画した

水準まで回復するとの見通しを明らかにした。日経夕(2011/6/17)によると、6月に入り

国内生産は年初計画比で 9割の水準に回復した。部品調達網の復旧が順調に進み、国内

に比べ遅れ気味とされた北米など海外も回復のメドが立った(北米の生産水準を 9月に正

常化)。今秋以降としていた増産の時期が早まる可能性もある。トヨタが 6月 10日、2012

年 3月期の業績予想と合わせて公表した今年度の世界生産見通しは 739万台。11年 3月

期実績(734万台)を上回る目標を掲げた。震災直後に国内の全工場が操業を停止したほか、

海外でも減産となった。 

○他社動向 

 ＊日産：5月に生産を正常化。 

 ＊ホンダ：8月にほぼフル生産を見込む。 
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○在庫の推移：出所；日経(2011/5/30) 

  

 全産業では在庫が絞られる傾向にある。世界をリードする自動車産業は在庫回転日数が

増える傾向にあるがその絶対値は低い。今後は今回の教訓を生かし適正在庫回転日数の

模索が行われるであろう。 

○国内新車登録台数など 

  

  出所：日経(2011/6/18)      同左(2011/6/17) 

○東北の自動車部品輸出 

 6月 7日開催の産業構造審議会通商政策部会に提示された 2011年度通商白書の骨子案に

よると、自動車部品の輸出構造に関しては、東北から海外に輸出される部品の 6割超が

関東などの他地域を経由して｢間接輸出｣されていると分析している(海外生産への影響)。 

 今回の大震災では生産拠点の破損・被害に加えてこれらの流通インフラ(道路、鉄道、港

湾・空港施設など)が壊滅的被害を被ったため、輸出への影響が出たと見られる。 

  

  出所：日経(2011/6/8) 
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半導体・機械関連 

○ルネサスエレクトロニクス 

 ＊那珂工場(同社全体の生産能力の約 15％を占める)で生産している半導体製品の供給量を

9月末に東日本大震災前の水準に戻す、と６月 10日発表(1月前倒し)。現在西日本で代

替生産中だが、仮に関電、九電等で節電が行われると生産活動に支障も出る。 

＊前期連結決算(2011年 3月期) 

    最終損益   －1150億円(前期旧 NECエレクトロニクスと旧ルネサステクノロジの単純 

 合算で 1378億円の赤字) 

 大震災特別損失 －495億円 

 自己資本比率  24.8% 

 フリーキャッシュフロー(純現金収入) ＋67億円 

 5月下旬償還の新株予約権付き社債 1100億円の償還は手元資金(3372億円)で対応可。 

○機械受注、4月製造業鈍る：出所：日経夕(2011/6/15) 

  

東北太平洋岸の産業集積 

 

出所：日経(2011/6/12)                    出所：同(2011/5/30) 

節電対策 

○東電・東北電(＊使用制限令)に続き中部電力、関電などが今夏 10～15％程度の節電を求 
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めている。このため企業はその対策として休日、深夜、早朝への生産シフトを検討中。復

旧時と重なるため電力不足による生産への影響が出ないよう各社が尽力している。 

○企業の自家発電規模は東電に匹敵する 6000万キロに達するとの見方もあり、超過分を電

力会社が購入、それぞれの配電システムに供給できればよいのだが現在このシステムは

残念ながらワークしていない(規制)。＊＝7/1～9/22、大口で瞬間最大電力前夏比 15％。 

○下記の図からも分かる様に業務用需要が産業(生産等)需要を大きく上回る。この需要削

減が課題だ。 

  

  出所：日経インテレッセ(2011/7 月号) 

震災への企業の対応:                下記の注記；BCP=Business Continuity Plan 

  

  出所：日経株主総会③(2011/6/9)      出所：同左②(2011/6/8) 

＊通期決算見通しについては慎重論が相当出た。その背景は①復旧・復興事業の見通しが

政府の基本方針の策定に時間が掛かっていて予測困難②その後の景気回復も原発事故の

対応、消費など不透明感が強く出ていること③輸出動向が海外景気の不透明さもあり読

めないためであろう。 

＊リスク・アクシデント・マネジメント用のマニュアルは一応あるが、大震災を想定した

工場・物流センタ等の立地条件審査、調達部品の特定調達先への過度な依存など予防対

策がどの程度あったか不透明。また業界や国としてバランスの取れた戦略もない。 

今国会で成立した主な法律他 

＊中小企業金融円滑化法：中小企業からの返済緩和要請に金融機関が出来だけ応じるよう

にする 

＊改正 PFI法：民間資金を活用した社会資本整備を促進 
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＊改正産業活力再生法：企業の M&A手続きを柔軟化 

内閣府関係： 

＊被災地等における安全・安心の確保対策ワーキングチーム；関係省庁申合せ(11/3/3/) 

＊原子力発電所事故経済被害対策チーム；総理大臣決裁(11/4/11) 

＊東日本大震災復興構想会議；閣議決定(11/4/14) 

＊政策推進指針～日本の再生に向けて～；閣議決定(11/5/17) 

＊東京電力に関する経営財務調査委員会；閣議決定(11/6/16) 

株主・投資家関連 

○株主総会 

 株主総会への出席者数は各社とも例年になく多数となった。関心事は①大震災後の経営

を見極めたい②災害対応の強化③企業のモノ作りへの基本姿勢を質す④災害が起きた時

想定外と言わないで欲しい⑤通信関係では社会インフラを担う企業として対応力強化を

要望など。 

○投資家；  

 三大損保の外国人株主比率(3月末現在)：カッコ内は前年 9月末比 

 東京海上 H    33％(＋2.48％) 

 MS&AD      35.91％(＋1.14％) 

 NKSJ       39.74%(-1.34%) 

 注記；MS&AD＝三井住友海上/あいおいニッセイ同和損保の持ち株会社 

    NKSJ＝損保ジャパンと日本興亜損保の持ち株会社 

 増加の背景：世界各地の大災害の発生が損保の保険料率引き上げに繋がって、収益改善

期待が出てきた。 

○外国人投資家 

日々の市場出来高に占める外国投資家のシェアーは 60～70％近くだ。一方日本企業の外

国人保有比率は最近では 30％を越え、中でも新興国の投資家の割合が上昇していると言

われる。企業間の株式持合い構造が崩壊、安定した個人投資家が減尐する中、外国人投

資家の存在が改めて注目されている。 

＊｢OD05｣(信託名義のため真相は不明、一部に中国の政府系ファンドと見る向きもある)の

主な保有銘柄；出所：日経(2011/6/17) 
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＊外国人比率の上昇等：出所；日経(2011/6/18) 

  

＊自社株買いの現状 

 将来の自社株買い付け予定額(取得枠)の合計は５月に前年同月比 4.9 倍の 4298 億円と、

2年６カ月ぶりの高水準となった。 

  

 出所：日経夕(2011/6/18)     出所：同左           出所：日経夕 2011/6/15)  

資本市場 

○｢日銀 1％ルール｣ 

 日銀が昨年 12月 15日に指数連動型上場投信(ETF)買入と言う異例の政策を始めてからほ

ぼ半年、株式市場でこんな言葉が聞かれるようになった(日経 2011/6/19)。東証株価指数

(TOPIX)の前場終値が前日比 1％超下がると、午後に ETF 購入による株価下支えが実施され

るというもの。東日本大震災で大引け間際に株安が進んだ 3 月 11 日、ETF 購入が見送られ

た。この日の前場で TOPIXは 0.97％下落。このため後場の急落場面での購入はなかった。 
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  出所：日経(2011/6/19) 

○日経平均・東電株価：出所；左 Google web(2011/6/20)、右 Yahoo web(同左) 

  

○公債残高の GDP比率 

  

 出所：日経・経済教室(2011/6/20) 

東証・ジャスダック関連 

 
 出所：日経(：日経(2011/6/21) 

国際収支関連 
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○動向 

 我が国の国際収支(経常収支)に黄信号の徴候が。 

  

 出所：日経(2011/6/6)            同：日経(2011/6/19) 

○貿易収支のセグメント情報 

 
 出所：日経夕(2011/6/20)        同左                出所：日経(2011/6/21) 

IMFの世界経済見通し：今年予想を下方修正、他 

  

出所：日経(2011/6/18)        出所：日経(2011/6/21) 

企業別海外売上ランキングとエコノミストの予測 
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 出所：日経ニッポン株式会社⑨(2011/6/2)    日経(2011/6/17) 

空洞化の加速懸念 

○企業の海外移転は一部に東日本大震災の影響を受け加速懸念が出ている。日本の国際競

争力に課題が多いためだ。その一つが人件費の高さにあると言われる。しかし製造原価に

占める人件費の割合は本当に高いのか？(製造原価に占める人件費の割合は先進国、新興国、

途上国間で大きな差は出ない。平均で 5～10％)。国際比較上高いと言われる公共料金、税、

人件費以外の生産費(原料、設備、電力、ガス、物流費等)、為替、規制、FTA,EPA,慣行な

どを精査して、日本の高コスト体質・条件等を検証し対策を立てなければならない。 

企業が海外生産を志向する一般的理由：①現地で原材料を安く調達出来る②現地生産現地

販売③低賃金国の若者に教育投資を行い、国内以上に生産性を向上させる。 

○日本の製造業の時間当たり賃金について、経団連は日本 100、米 93、ドイツ 76そして月

当たりでは日本を 100、英国 85、フランス 62、韓国 44としている。これに対し IMFはこれ

らの数値は、比較のベースが同一ではなく適正でないとし公開質問状を出した。 

○技術・人の移転；空洞化はまた同時に日本の技術・技術者の海外移転を伴う。このため

やがて結果的にみると企業は自らの首を絞めることになりかねない。この点は欧米企業の

行動を教訓としなければならない。 

福島原発事故の影響 

大企業への直接的影響は今のところ軽微。しかし福島県を中心に中小企業への影響は甚大。 

計画的避難区域、緊急時避難準備区域にある事業所はその対応に苦慮している。更に風評

被害の問題もある。 
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参考資料： 

資料 1                資料 2         資料 3 

 

出所：日経(11/6/27)               出所：同左          出所：同左 

資料 4 

 

出所：日経(11/6/20) 

資料 5                   資料 6 

 

出所：日経(11/6/)                   出所：日経(11/6/25) 
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資料 7                資料 8        資料 9 

 

出所：日経(11/6/26)               出所：同左         出所：日経(11/6/23) 

資料 10 復興基本法成立(11/6/20)      資料 11        資料 12(↓) 

 

出所：日経(2011/6/21)            出所：日経(11/6/17)         出所：日経(11/6/22) 

(了) 

 


