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投資企業一覧

キャンドゥ 京セラ

味の素 三井造船

新日本製鐵 三菱重工業

ブラザー トヨタ自動車

三菱電機 ホンダ技研工業

パナソニック 任天堂

シャープ サンリオ

ソニー 商船三井



テーマ設定理由

「日本人はすばらしい！」
日本の製品は進化し続ける！
日本の製品は素晴らしい！

MADE IN JAPANが世界を救う

～今こそ日本のよさをアピールする時～



１．海外での人気度を計る！
日本企業の外国人持株比率：株主の
中にどれだけ外国人が占めているか。

２．企業の研究に対する努力を計る！
日本の技術力：研究開発や設備投資
にどれだけお金をかけているか。

３．企業のビジョンを計る！
創業者・その経営理念。

注目点！









会社研究



調査方法 ①

外国人持株比率
〈企業の今を読む〉
設備投資
〈企業の未来を読む〉
研究開発
〈企業の未来を読む〉
決算書
〈企業の現在と過去を読む〉



調査方法 ②･③

②創業者の自伝などを読み、創業者のビジョ
ンや哲学について調べる。
〈企業の過去を読む〉

③会社研究の結果、私たちの応援したい点を
まとめる。



外国株主持ち株比率 （％） 増減↑↓

銘柄 2007年 2008年前 2008年後 07-08前
08前-08後

キャンドゥ 1 0.6 0.7 ↓ ↑

味の素 26.6 25.7 22.4 ↓ ↓

新日本製鐵 20.6 19.9 18.2 ↓ ↓

ブラザー 39.8 39.3 36.5 ↓ ↓

三菱電機 28.1 26.2 27.3 ↓ ↑

パナソニック 28.5 28.4 28.8 ↓ ↑

シャープ 30.1 31.6 29.3 ↑ ↓

ソニー 52.7 52.6 50.6 ↓ ↓

京セラ 36.8 37.3 40.7 ↑ ↑

三井造船 12.9 18.2 19.2 ↑ ↑

三菱重工業 31.6 29.8 25 ↓ ↓

トヨタ自動車 27.1 26.5 26.1 ↓ ↓

ホンダ 34.9 36.2 35.4 ↑ ↓

任天堂 43.7 46.3 43.8 ↑ ↓

サンリオ 3.7 3.6 3.1 ↓ ↓

商船三井 39.8 41 40.8 ↑ ↓

①－A.外国人持株比率
〈企業の今を読む〉



①－B.設備投資
〈企業の未来を読む〉

設備投資 （億円） 増減↑↓

銘柄 2007年 予算 07-予算

キャンドゥ 14 11 ↓

味の素 628 858 ↑

新日本製鐵 3090 3400 ↑

ブラザー 316 355 ↑

三菱電機 1687 1700 ↑

パナソニック 4493 5300 ↑

シャープ 3153 3300 ↑

ソニー 3357 4300 ↑

京セラ 851 840 ↓

三井造船 136 210 ↑

三菱重工業 1836 2150 ↑

トヨタ自動車 14802 14000 ↓

ホンダ 6540 7100 ↑

任天堂 89 110 ↑

サンリオ 15 14 ↓

商船三井 3036 2000 ↓



①－C.研究開発
〈企業の未来を読む〉

研究開発 （億円） 増減↑↓

銘柄 2007年 予算 07-予算

キャンドゥ ―― ―― ―

味の素 329 381 ↑

新日本製鐵 453 ―― ↓

ブラザー 341 385 ↑

三菱電機 1487 1514 ↑

パナソニック 5545 5600 ↑

シャープ 1962 2030 ↑

ソニー 5206 5400 ↑

京セラ 616 720 ↑

三井造船 47 70 ↑

三菱重工業 1080 1350 ↑

トヨタ自動車 9588 9200 ↓

ホンダ 5879 6150 ↑

任天堂 370 400 ↑

サンリオ 2.9 2 ↓

商船三井 2.31 ―― ↓



決算書



②創業者とそのビジョン
〈企業の過去を読む〉

今は大企業でも創業時はベンチャーで
あった！
創業者は発明家、理系人間だ！
企業家精神を持った創業者と魅力的な
人物との出会いがあった！



経営戦略



パナソニック

松下 幸之助 経営の神様
「企業は社会の公器である」
「１号国民ソケット」から世界のパナソニッ
クへ
「Panasonic ideas for life」
PHP研究所の設立（倫理教育）

松下政経塾（政治家の育成）

シャープ

早川 徳次 「まねされる商品をつくれ」
徳尾錠というベルトのバックルの発明、
そして社名となった
シャープペンシルの発明からシャープの
歴史は始まりました。



京セラ

稲盛 和夫 アメーバ経営（マネジメント方式）
ひとりひとり社員が主役

サンリオ

辻 信太郎
『みんなのたあ坊の菜根譚』の中に若い人
に伝えたいメッセージ、人生の指標を盛り
込んでいます。
中でも、社長の好きな言葉は「恕」（思いや
り）と「百忍」（忍んで忍んで、皆で仲良く生
きよう）だそうです。



新日本製鐵

稲山嘉寛

「競争より協調を目指すべき」という信念・我慢の哲学
清貧生活を貫いた経営者

キャンドゥ 「お客様の立場に立って」を基本に「消費生活をより豊かにす
ることによって地域社会の向上・発展に寄与する」

三菱電機 CHANGES FOR THE BETTER
技術革新が会社のテーマです。

三井造船
三菱重工業
商船三井

蘇れ！重厚長大産業
３社は財閥系企業です。長い歴史と伝統が信頼を生み、日本
の技術と結びつき、強い企業グループを作っています。



創業者となくてはならない協力者



味の素

鈴木 三郎助社長 池田菊苗博士（うま味発見）

新日本製鐵 ブラザー

永野重雄会長
稲山嘉寛社長

安井兄弟 安井正義・実一



パナソニック

松下 幸之助 高橋 荒太郎

ソニー

井深 大 盛田 昭夫



トヨタ

豊田喜一郎 神谷正太郎
「販売の神様」

本田技研工業

本田 宗一郎 藤沢 武夫



任天堂

山内溥（３代目）
宮本茂、横井軍平

ゲーム開発の協力企業
シャープ、三菱電機



③私たちの応援したい点 １

キャンドゥ
こんなものまで１００円で！という驚きといつも商品が新しく
変わっていることに注目しています。アメリカにも９９セントシ
ョップがありましたが、日本の品揃えにはかないません。
障害者の雇用促進に力をいれています。

味の素
味の素から元気の素へ！
アミノバイタルなどのサプリメントも人気があります。サプリメ
ントはアスリートや健康を気づかう人々に欠かせません。

新日本製鐵
鉄道のレールに大きく貢献。貨物鉄道用レールの寿命を飛
躍的に向上させ、発明賞を受賞しました。
世界の鉄道は日本の技術がいただき！

ブラザー
ミシンの技術を応用し情報通信機器への転進に成功しまし
た。
アメリカでのFAXのシェアは１位です。

麦わら帽子製造用環縫ミシンは日本機械学会「機械遺産」
の機械遺産 第１５号です。
もちろん今でも現役で活躍しているそうです。



③私たちの応援したい点 ２

2008年10月1日、松下電器産業株式会社から、パナソニック

株式会社に社名を変更しました。
2008年11月、太陽光発電や電池でシェアの高いサンヨーを子

会社化しました。
ナショナルFF式石油暖房機の事故後、他には類をみない、真

摯な対応を行い、日本の企業の姿勢を改めさせてくれました。
ホームページの初めにもこのお知らせがあります。テレビの
CMでも見かけます。問い合わせたところ、2008年11月30日現
在、総販売台数に対し73.5%まで追跡調査を終えることができ

たそうです。

パナソニック

多くの製品が海外の工場で生産される中、三重県亀山で液
晶テレビの生産を行い、世界の亀山モデルとして、文字通り
日本製の日本製品を作っています。
環境問題が騒がれる中、地球にやさしい太陽光発電池の生
産に力を入れています。

シャープ

三菱電機

三菱電機は9月12日、洗濯機事業から撤退すると発表しまし

た。国内市場で出荷台数が伸び悩み、業績の改善が難しいと
判断したからです。今後、経営資源は空調冷熱事業などの事
業にシフトするとのことでした。もちろんアフターサービスは継
続するそうです。潔い転換にフレーフレー！



③私たちの応援したい点 ３

ソニー

2008年2月東芝がHD・DVD事業の終息を発表し、ブルーレイBD
の規格一本化が決まりました。
今、世界中から注目させれいているブルーレイBDやハイヴィジ

ョンテレビの製作が話題をよんでいます。

京セラ
創業者の稲盛会長は私たちの通う鹿児島大学の先輩です。
青少年育成に力を入れ、寄付など応援をしています。
財団法人鹿児島県文化振興財団理事長です。この主宰で、
2008年夏休みに２日間、櫻井芳野と酒匂美貴子はアメリカから

の留学生、レイチェル・シャスティーンと日本文化を学びました。
「雇用の維持を最優先」とする人事ポリシーは、今まさに評価す
べき点であると思います。リストラの心配がなく働けることは社
員にとって非常に心強いと思います。

三井造船
産学協同で、大学と提携した大型研究施設・技術開発に強く、メ
タンハイドレート実用化や、素粒子関連の大型施設なども数多
く手掛けています。



③私たちの応援したい点 ４

三菱重工業
東芝、日立と並び、原子力発電所の高い技術を持っている日
本のリーディングカンパニーです。
H-llAロケットの打ち上げ輸送サービス等、日本の宇宙開発に

貢献しています。鹿児島には宇宙ステーションが２ヶ所ありま
す。

トヨタ
技術開発のためにはお金を惜しみません。減益にもかかわら
ず、F1を継続することを発表しました。

トヨタ鹿児島のセールスマンによると、プリウスは人気があり、
2008年12月現在、日本では納車まで4ヶ月、アメリカでは6ヶ
月もかかるそうです。10万キロ走った中古車でさえも高く売れ

るそうです。がんばれトヨタ！

本田技研工業

HONDAの新型燃料電池車FCXクラリティ（外装色：スターガー
ネット・メタリック、内装色：ウォームグレー）が、12月16日、優

れた自動車のカラーデザインを顕彰する「オートカラーアウォ
ード2009」において、グランプリを受賞しました。エコカーもお

しゃれに！



③私たちの応援したい点 ５

任天堂
子供だけでなく、お年寄りまでみんなで楽しめる新世代ゲ
ームを作っています。アメリカの老人ホームでもWiiはレクリ

エーションで使われ、大人気でした。

サンリオ
日本のキティから世界のハローキティへ
キティと共に日本の文化を輸出する！
欧米では習慣になっているグリーティングカード文化を日
本に紹介しました。

商船三井

商船三井は2007年7月に2010年までに自己資本を1兆円に
積み上げる方針を明らかにしています。運航隻数を800隻
（世界一）から2012年度末までに1200隻に増やす計画から

今後の成長が期待できると思われます。



エピローグ

必ず日本は立ち直る！
西郷隆盛のことば
『左伝』にこう書かれている。徳は結果として財をもたらす本である。徳が多け
れば、財はそれにしたがって生じる。徳が少なければ、同じように財もへる。財
は国土をうるおし、国民に安らぎを与えることにより生じるものだからである。
小人は自分を利するを目的とする。君子は民を利するを目的とする。前者は利
己をはかってほろびる。後者は公の精神に立って栄える。生き方しだいで、盛
衰、貧富、興亡、生死がある。用心すべきでないか。

世人は言う。「取れば富、与えれば失う」と。なんという間違いか！農業にたと
えよう。けちな農夫は種を惜しんで蒔き、座して秋の収穫を待つ。もたらされる
ものは餓死のみである。良い農夫は良い種を蒔き、全力をつくして育てる。穀
物は百倍の実りをもたらし、農夫の収穫はあり余る。ただ集めることを図るもの
は、収穫することを知るだけで、植え育てることを知らない。賢者は植え育てる
ことに精をだすので、収穫は求めなくても訪れる。
「生財」より



今の私達にとって投資とは？

自己投資

すなわち
学んで自己を磨くこと！

いろいろな経験をすること！



ありがとうございました。


