
9２００３年１月号　№５９７

稲
いな

畑
ばた

武
たけ

雄
お

稲畑産業株式会社　社長

①　中国やアセアン主要国を中

心とするアジア経済の成長力が

特徴的だった半面、日本経済は

引き続き厳しい状況で推移した。

②　アジア経済は全体としては堅調に推移すること

が予想される一方、日本も民間主導の自律回復メカ

ニズムが働くことを期待している。

③　新しい発想による事業の創出を促し、新たな意

欲と期待感をもって新しい「チャレンジ」の年にし

たい。

④　a＋1％　b120円～125円、年末123円

cg10,000円、h8,000円、年末8,500円

上
うえ

田
だ

英
えい

一
いち

住金物産株式会社　社長

①　中国の存在感がさらに大き

くなり（日本の輸入相手国のト

ップが米国から中国に）、日本

の存在感がさらに後退した。

②　全産業界において企業間格差がさらに拡大する

とともに、再編・統合が加速する。新たな“疾風怒

濤（Sturm und Drang）の時代”の到来である。

③　自社グル－プの企業体質の強化と、風土改革の

推進に、さらにピッチをあげて取り組む。

合言葉は“ギアをトップに”。

④　a0.0％　b110円～130円、年末125円

cg11,000円、h8,000円、年末9,500円

倉
くら

地
ち

正
ただし

兼松株式会社　社長

① 金融を含む経済の激震の年。

不良債権問題等、金融がこれほ

ど話題になった年もなかったの

ではなかろうか。政治的には北

朝鮮問題、国際的にはイラク問題の行方が気になる。

②　日本の不況も世界の不況も、ぜひ、底を打って

ほしい。経済は上向きの平和な明るい年になってほ

しい。平和で安全な年になるよう祈願したい。

③　大変なのは、どこも同じ。奇をてらわず地道な

努力を続けたい。

④　a＋1～2％　b120円～150円、年末150円

c（期待を込めて）g20,000円、h10,000円、

年末20,000円

桑
くわ

田
た

芳
よし

郎
ろう

株式会社日立ハイテクノロジーズ
会長兼社長

①　日本および世界で、ITバブ

ルの崩壊による半導体不況から

景気は低迷した。

加えて日本では需給バラン

スが崩れたことによるデフレスパイラルが継続した。

②　本格的な構造改革が進行する年となり、グロー

バル化に続き知識社会が現実化し、企業も「勝ち組」

「負け組」に峻別される。

③　構造改革という変化にスピーディに対応し、ビ

ジネスチャンスに結び付ける。

「日立ハイテクノロジーズ」という社名に相応

しい企業として勝ち組になり、安定成長の持続によ

りステークホルダーの信頼に応える。

④　a＋0.6％　b118円～128円、年末120円

cg10,000円、h8,000円、年末8,500円

特特特特別別別別企企企企画画画画 商社社長に聞く２００３年の展望
日本および世界の２００２年の回顧と２００３年の展望等について、日本貿易会常任理事会社の社長へアンケートを実施しました。

①2002年の回顧、②2003年の展望、�キーワード、③2003年への抱負、④2003年の日本経済予測
a年平均実質経済成長率、b対ドル為替レート、c日経平均株価 g最高値、h最安値、年末値（氏名五十音順）



10 日本貿易会月報

田
た

代
しろ

守
もり

彦
ひこ

株式会社トーメン　社長

①　企業の社会的責任、コンプ

ライアンスが厳しく問われた。

名門と言われる企業で、不祥事

により企業の存亡を問われる事

件が続いた。

②　「グローバリズムの歪（ひずみ）」

グローバリズムの進展による社会的、経済的格

差の拡大や地域経済活動との軋轢が、地域紛争、治

安悪化、経済の停滞として露呈する。

③　私自身が当社社長の使命として考えてきた「社

員が夢を実現するためのプラットフォーム」を完成

させる。

④　a＋0.2％　b120円～130円、年末130円

cg11,000円、h7,500円、年末11,000円

東
とう

浦
うら

利
とし

夫
お

蝶理株式会社　社長

①　社会全般において、言葉が

踊るばかりで結論を出さなかっ

たと言える。

自らの足場を固め、顧客本

位に重点を置いた経営改革の始まりの年であった。

W杯サッカーの日韓共同開催、日中国交回復30

周年などに象徴されるように、近隣国との関係があ

らためて課題となった。

②　長期の戦略的な経営施策や長期目標達成の経営

努力と、短期的な業績目標との間の軋轢が生じる可

能性がある。

�「明確なビジョン」

③　時代を背負う事業を創出するパイオニア的使命

を自ら持ってトップセールスを担う。

長
なが

瀬
せ

洋
ひろし

長瀬産業株式会社　社長

①　ユーロがスタートし、中国

がWTOに加盟して1年を経た。

商社の仲介ビジネスは厳しい選

別を受け、国内ビジネスの比重

が低下している。

②　グローバル化が進展し、経済の地域ブロック化

が進行する。

中国経済の成長によって、日本のデフレが深刻

化する。

�テロリズム対策

③　社業は経済の低迷やデフレには関係なく発展の

基調に乗せる。幸い、社員の意識も変わり始めてい

る。2003年は自らの力で発展するための「攻め」の

年にする。

④　a0～＋0.5％　b120円～125円、年末125円

cg9,800円、h8,000円、年末9,500円

成
なる

木
き

宏
ひろ

雄
お

川鉄商事株式会社　社長

①　混迷する日本の構造改革の

行方。

政治の安定と高い経済成長

を背景にした中国の世界経済に

おけるプレゼンスが高まった。

②　「適者生存」の時代。内外の経済環境は一段と

厳しさを増すものと予想され、人間で言えば背骨に

あたる経営基盤を磐石にすることが重要になる。

③　会社のために高い志をもって必要な改革を断行

する。

２００３年 経済成長率 対ドル為替レート（円） 株　価　（円）
日本経済予測 （％） 最高値 最安値 年末 最高値 最安値 年末
最大値 1.5 120.0 150.0 150.0 20,000 10,000 20,000
最小値 0.0 110.0 125.0 120.0 9,500 7,500 8,500
平均値 0.5 117.6 130.1 127.0 11,256 8,133 10,311

（注）経済成長率、対ドル為替レート、株価の項目に回答いただいた9名の集計値



11２００３年１月号　№５９７

半
はん

林
ばやし

亨
とおる

ニチメン株式会社　社長

①　ニューヨーク・ダウ、ナス

ダック、欧州の株価崩落、相次

ぐ企業不信に象徴される米国型

資本主義の欠陥が一挙に露呈し

た。

②　引き続き政治・経済がもたつき、先が読めない

不確実性と不安が増幅される。

�イラク、北朝鮮、デフレ。中国の存在感が増す。

③　経営にメリハリをつけ、痛みを克服し、信念を

もって将来への道筋を確立したい。

④　a＋0.8％　b115円～130円、年末125円

cg10,000円、h7,500円、年末9,000円

古
ふる

川
かわ

晶
まさ

章
あき

豊田通商株式会社　社長

①　国内経済はデフレが収まら

ず厳しかったが、海外展開を積

極的に行ってきた結果、海外で

の収益が伸びた。

北朝鮮の拉致被害者の帰国、ワールドカップサ

ッカーの日韓共同開催と2人のノーベル賞受賞が印

象に残った。

②　景気が底を打ち、デフレ収束に兆しが見えてく

る（期待感を込めて）。

�構造改革 VS 景気回復

③　海外展開をより加速させて継続的な収益拡大を

狙う。

産業構造の変化により、知識社会の中で商社の

付加価値をより高めていく。

コンプライアンスは体制再構築を含めて、真摯

に取り組んでいく。

④　a＋0.8％　b118円～128円、年末125円

cg9,500円、h8,200円、年末9,300円

牧
まき

野
の

明
あき

次
じ

岩谷産業株式会社　社長

①　日本経済はデフレの進行と

ともに重層的な構造不況の中に

ある。株価の大幅な下落、不良

債権問題等危機的な状況であ

る。

②　総合デフレ対策が徐々に浸透し、年末に向け景

気は少しずつ上向くことを期待したい。

�不良債権処理、産業再生

③　財務体質の一層の改善とコストの大幅な削減等

を図りつつ、企業活力の再生により積極的な経営を

展開する。

④　a＋0.5％　b120円～125円、年末120円

cg10,000円、h8,000円、年末9,000円

三
み

輪
わ

w
よし

弘
ひろ

興和株式会社　社長

①　新しい時代へ向けて法律や
規準などが確定していく過渡期
の年であった。そのため新旧の
利害の対立が生じ、政、官、財
すべての分野において、混沌と
した状態が続いた。
②　政府の不良債権処理については、点滴治療を続
けているような手立てでは効果はない。よほど思い
切った大手術を行わなければ実効は期待できない。
中東、北朝鮮問題をはじめ、カントリーリスク

が非常に大きくなっている。
③　これまでは、資産の充実が第一に考えられてき
たが、今後はキャッシュフロー重視の時代になって
いく。財務体質においてもそちらの方向にシフトす
る必要がある。
事業展開としては研究開発型と末端流通型をミ

ックスした企業すなわちグローバルで垂直型の企業
が生き残る。したがってそうした企業を指向し社内
を充実させていきたい。


