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ベトナムの自動車セクター
―年初来 7 ヶ月間の新車販売台数は前年同期比 35％増に鈍化―
7月に一時 8年ぶりの高値を付けたベトナム VN 指数でしたが、年初からの上昇率も 13
％近くとなっ
たことで調整局面に入っていました。しかし直近で再度上昇基調となり、7月の高値まであと僅かと迫っ
てきました。

ベトナムの自動車セクター
さて今回は自動車セクターを見ていこうと思います。
2014 年 4 月、過積載トラックの実態が明らかにされ、ベトナム政府が、2014 年 10 月から 2015 年 1
月にかけ、違反車両への罰則を順次強化したために、トラック需要が高まり、2015 年 7 月から 2016 年
3 月まで商用車販売台数が大幅に増加しました。
ベトナム自動車工業会（VAMA）によると、2016 年 7 月の VAMA 加盟メーカーの総販売台数は前年
同月比 36.6％増の 24,153 台、年初来 7 ヶ月間の販売台数は前年同期比 35.1％増の 147,814 台となって
います。なお 2014 年の総販売台数の伸び率は前年比 38.2％増、2015 年の伸び率が前年比 56.2％増、2016
年は年初来 7 ヶ月間の集計ですが、前年同期比 35.1％となっています。
商用車の総販売台数の伸びをみてみますと、2014 年が前年比 85.2％増、2015 年が同 66.1％増、2016
年 1 月から 7 月までの 7 ヶ月間は前年同期比 35.9％増となっています。
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車種別国内販売台数の前年同月比伸び率の推移のグラフを見てみます。商用車の伸び率は、2015 年第
2 四半期をピークにして緩やかに下落傾向となっています。トラック需要が一巡したこともありますが、
輸入完成車の動向からも考えていきます。
ベトナムの自動車輸入の状況
2015 年の完成車の輸入動向をみてみますと、輸入相手国のトップは中国です。以下、韓国、タイ、日
本と続きます。2013 年と 2015 年を比べますと、全体は、金額ベースで 4.1 倍、数量ベースで 3.6 倍で
すが、中国は金額ベースで 6.3 倍、数量ベースで 6.3 倍と全体を大幅に上回る伸びを示しています。
過積載トラックの取り締まり強化により、新たなトラック購入需要が起きたわけですが、陸上輸送会
社が購入したのは相対的に価格の安い中国製トラックだったということです。
なかでも、中国の東風汽車のトラックは、ハノイ市、ハイフォン市などベトナム北部地域で最も人気
のあるブランドです。東風汽車のトラックの販売代理店となっているのが、ハイフォン市を本拠地にし
ている、ホアンフイサービス投資（HHS）です。レンタル用として、トラックを大量に購入した業者も
あったことから、トラック需要のバブルは弾けて、中国からの輸入トラックは減少しました。
完成車の輸入第 2 位は韓国です。韓国製のピックアップ・トラップは、中国製トラックよりも品質が
高く、コスト差が相対的に小さいこと、相対的に良いメインテナンス・サービスを提供していることか
ら、ホーチミン市などベトナム南部で人気があります。韓国製輸入車は、中国製輸入車と比較して、減
少幅が小さく留まっています。
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2016 年、年初来 7 ヶ月間の完成車輸入の国別動向をみてみます。2015 年の上位 2 ヶ国、中国、韓国
からの輸入が減少し、タイ、日本、ドイツからの輸入が増加しています。

ベトナムの二輪車市場で、ホンダのシェアが圧倒的に高いことと同じ理由ですが、一般にベトナム人
は、国産品よりより高級な海外ブランドを好む傾向があります。タイからの輸入車の大部分は、フォー
ドのピックアップ・トラックが占めています。ドイツや日本からは、メルセデス、BMW、トヨタのレク
サス、ホンダのアキュラなどの高級車の輸入が増加しています。
もうひとつ、完成車の輸入動向、国内の自動車生産に影響を与えているのが、輸入に対する関税と特
別消費税の税率の改定です。
昨年末、アセアン経済共同体（AEC）が発足したことを受けて、24 席未満でかつ、部品の 40％以上
がアセアン諸国内で生産された完成車の輸入関税率が、2016 年 1 月、50％から 40％に引き下げられて
います。計画では、2017 年には 30％に下げられ、2018 年には完全撤廃される予定です。関税率が 0％
になれば、ベトナムの自動車産業が衰退する可能性が危惧されます。事実、トヨタは、ベトナムでの自
動車製造から撤退し、ベトナムでは部品を製造し、タイに輸出、そして完成車をタイからベトナムに輸
入する戦略に変更することを検討していると報道されています。タイからの完成車輸入が増加している
理由のひとつかもしれません。
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逆に、完成車の輸入を抑制する政策も採用しています。今年 1 月 1 日から 9 席以下の輸入完成車に対
する特別消費税の税率を変更しました。排気量が 2,000cc 未満の完成車輸入に対する特別消費税が引き
下げになる一方で、2,500cc 以上の高級車やピックアップ・トラックに対する特別消費税が引き上げられ
ました。加えて、輸入完成車に対する特別消費税の算定方法が、輸入価格から販売代理店のマージンな
どが上乗せされた小売価格が算定の基準に変更されました。その結果、実質的な増税となり、輸入業者
のコストが上昇した結果、改定後の直近 7 ヶ月間の完成車の輸入額は前年同期比 17.3％減の 29 億 8266
万ドル、輸入台数は同 5.9％減の 60,602 台となっています。
しかも、半年後の 7 月 1 日から排気量 2,000cc 未満の輸入完成車の特別消費税の税率が、5％引き上げ
られました。大型車の大幅増税が、商用車の輸入、国内販売の減少の原因のひとつとなっています。
ホーチミン証券取引所に上場している主要な自動車・二輪車セクター企業

上の表は、ホーチミン証券取引所に上場している自動車・二輪車セクター銘柄です。自動車メーカー
は、TMT 自動車（TMT）だけです。他の 4 社は、販売、修理・点検を手掛ける販売代理店を経営して
います。ホアンフイサービス投資（HHS）は、中国の東風汽車と提携し、チュオンロン自動車・技術（HTL）
は、日野自動車のトラックを取扱い、ハンサイン自動車サービス（HAX）はメルセデス・ベンツと組ん
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でいます。サイゴン総合サービス（SVC）は、3 事業のひとつが自動車代理店サービスです。
各社の株価比較

上の表は、主要な自動車セクター銘柄を時価総額の大きい順に並べています。
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特に、年初来の株価の下落率が高いのが、中国の東風汽車ブランドのピックアップの販売代理店であ
る、ホアンフイサービス投資（HHS）と韓国の現代自動車のトラックを取り扱っている、TMT 自動車
（TMT）の 2 銘柄です。相対的に減少率の小さい韓国製トラックを販売している TMT の株価の下落率
は、HHS の下落率よりも小さくなっています。
メルセデスの販売代理店のハンサイン自動車サービス（HAX）は、唯一、年初来株価が大幅に上昇し
ている銘柄です。また自動車代理店サービスの他に、金融サービス、不動産サービスを手掛けているサ
イゴン総合サービス（SVC）は、年初来株価と比較して、ほぼ変わらずとなっています。
輸入完成車の特別消費税の算定基準と税率が改定されてから、自動車セクターの株価も右肩下がりに
なっていましたが、今月 9 日、ベトナム自動車工業会（VAMA）が発表した、2016 年 7 月の VAMA 加
盟メーカーの新車販売台数が市場予想を上回る伸びを示したことから、同セクターの株価が反発しまし
た。7 月から小型車に対する特別消費税率が再改定されたことにより、買い控えが起きると大方の市場
関係者が予想しましたが、各販売会社がセールス・キャンペーンを展開したことが功を奏した結果とな
りました。
各社の業績比較

上の表で、主要 5 銘柄の 2016 年上半期の売上と純利益をまとめてみました。
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2016 年 1 月 1 日から 2016 年 8 月 24 日までの株価の騰落率と、各社の 2016 年上半期の業績は、ほぼ
連動した動きになっています。大幅な減収減益を記録したのは、HHS と TMT であり、大幅な増収増益
を記録したのが HAX です。相対的に低価格の中国製、韓国製トラックなど商用車の販売調整から、HHS
と TMT の業績は冴えず、高級な乗用車の販売代理店である HAX の純利益は倍増となっています。

2012 年から 2015 年までの 4 年間の業績推移を、上のグラフにまとめてみました。
HHS と TMT の 2015 年の売上と純利益の伸びは突出して大きくなっています。過積載トラックに対
する罰則の強化は、商用車販売の一時的なバブルを演出したと云え、2016 年の減収減益は、バブルの反
動と云えなくもありません。

今後の展開と課題
自動車セクターの今後の展開と課題について考えます。
2015 年の商用車販売台数が行き過ぎた結果だったとしても、ベトナムでは、インフラ建設・整備に関
する投資が活発になっています。2016 年の FDI（外国直接投資）支出額は、過去最高になっています。
ベトナムに製造拠点を移す外国企業の数も増え続けています。工業団地への進出が活発になれば、貿易
の拠点となる港湾などと工業団地を結ぶ道路網の整備も同時並行で進んでいきます。鉄道網の発達して
いないベトナムは、国内の物流は、自動車輸送が中心になっていかざるを得ません。2015 年の好業績の
反動で、2016 年決算は、減収減益が予想されますので、短期的な株価の回復は難しいかもしれませんが、
長期的な投資視点にたてば、成長余力が高いセクターであると考えています。
今後の課題についてです。
2018 年にアセアン域内の部品を 40％以上使用した完成車の関税が撤廃されたならば、タイからの輸
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入が急増する可能性が高いと見ています。ベトナム政府は、輸入車に対する増税で国内産業を保護しな
がら、裾野分野も含めた国内の自動車産業を育成していくのか、それとも、アセアン域内での分業・住
み分けを図るのか、明確な将来への政策を提示し、実行することが、内外の自動車産業に携わる利害関
係者から求められています。
投資運用部 長友 哲郎
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