
産業調査通信

Vol.1 JUL 2015

＜問い合わせ先＞
フロンティア・マネジメント株式会社

TEL：03-3514-1300（代表）



© 2015 Frontier Management Inc. 

目次

2

第Ⅰ章

第Ⅱ章

今月のトピックス…...........................................................................................................................

松岡 真宏 ： 『国内労働指数』

産業調査コラム..............................................................................................................................

銀林 俊彦 ： 『原油市況と様相を異にする米国天然ガス市況にも注目』

栗山 史○ ： 『業績・マルチプル両面で企業価値格差が拡大』

村田 朋博 ： 『3兆円と＋50％』

加藤 摩周 ： 『国内生産回帰を志向しはじめた自動車産業』

3頁

7頁



© 2015 Frontier Management Inc. 

今月のトピックス ～ 『国内労働指数』
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流通業界

 野村総合研究所、バークレイズ証券会社、UBS
証券会社、㈱産業再生機構を経て、2007年にフ
ロンティア・マネジメント㈱設立。

 10年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリ

ストとして活動。㈱産業再生機構においては、地
方百貨店である津松菱やうすい百貨店の事業再
生に関与し、カネボウおよびダイエーの案件では、
取締役として事業再生に関与。

 1999年に国内外の複数のアナリストランキング
において、小売部門でトップランキングを獲得。
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松岡 真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

『小売業の 適戦略』（㈱日本経済新聞社 1998年）
『百貨店が復活する日』（㈱日経BP社 2000年）
『問屋と商社が復活する日』（㈱日経BP社 2001年）
『逆説の日本企業論』（㈱ダイヤモンド社 2003年）
『私的整理計画策定の実務』共著（㈱商事法務 2011年）
『流通業の「常識」を疑え！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2012年）
『ジャッジメントイノベーション』共著（㈱ダイヤモンド社 2013年）

『時間資本主義の到来』（㈱草思社 2014年）

個人消費を見通す上で注視すべき指標は、①個人所得、②個
人資産の価値増減、③消費者センチメント、の３点である。

アベノミクス開始以降、株式や不動産の市場は活況を呈してい
る。市況改善を背景とした高値での資産売却益に加えて、保有資
産の含み益増加によって、消費者センチメントは改善している。た
だし、2015年に入ってからの個人の所得環境は必ずしも良好な
状態ではない。

現金給与総額の前年同期比を見ると、2013年後半からプラス
に転じ、その後2年近くにわたって前年水準を上回る状態を維持

していたが、ここにきて前年並みの水準まで低下してきている。ま
た、所得関連の先行指標として注目すべき所定外労働時間（いわ
ゆる残業時間）の前年比も、2014年年初にピークを打ち、2015年
に入って前年比マイナスとなっている。

現金給与総額も所定外労働時間も、全産業ベースよりも製造業
の指標の動きが先行して大きく動く特徴があるが、いずれの指標
もダウントレンドである。現在の日本の個人消費は、資産売却に
よる一時的な収入や資産価格上昇による消費者センチメントの改
善が大きく支える構造であることが鮮明となっている。もちろん、こ
れ自体は悪いことではなく、長く続いた不況からの回復局面では
一般的に生じる現象である。しかし、個人消費の源である所得が
増えていかなければ、継続的な個人消費の改善は望めない。来
月以降も、所定外労働時間の増減など、所得関連指標の動向か
ら目が離せない状態が続く。
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参考①： 国内労働指数① 現金給与総額（前年比） 厚生労働省『毎月勤労統計調査』

情報は厚生労働省『毎月勤労統計調査』より入手
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参考②：国内労働指数② 所定外労働時間（前年比） 厚生労働省『毎月勤労統計調
査』

情報は厚生労働省『毎月勤労統計調査』より入手
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産業調査コラム
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素材業界 ～ 『原油市況と様相を異にする米国天然ガス市況にも注目』

 ㈱大和証券経済研究所、㈱大和総研、モルガン・
スタンレー証券㈱、アジアン・センチュリー・クエス
ト・キャピタルを経て、2014年にフロンティア・マネ
ジメント㈱入社。

 化学業界を27年間担当。アジアン・センチュリー・

クエスト・キャピタルでは化学だけでなく、素材・住
宅・住設業界を担当。

 米国「Institutional Investor」誌のアナリストラン
キングで1996年から8年連続、日経アナリストラ

ンキングおよび毎日エコノミスト誌のアナリストラ
ンキングで1997年から7年連続トップランキング
を獲得。2002年の日本テンペストによるアナリス

トランキングでは、投資家だけでなく化学企業か
らもトップの評価を得た。
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銀林 俊彦

Toshihiko Ginbayashi

マネージング・ディレクター

原油市況が1バレル60ドル程度で落ち着きを見せている。原油
市況は、昨夏まで100ドル超であったが、今年1月には40ドル台ま
で低下。1月中旬以降、回復に転じ、春以降60ドル程度で推移し
ている。1月のボトムからは30%を上回る回復を示している。

原油市況の動向は、為替レートなどと同様、マクロ経済におい
ても企業活動にとっても大変重要である。振り返ると、昨年、原油
は供給過剰気味であるとされていた。需要に関しては、中国や欧
州における景気鈍化の影響が懸念されていた。にもかかわらず、
原油市況は1バレル100ドルを超える水準が夏まで続き、ファンダ
メンタルから考えると違和感が生じていた。

日本にとって原油市況急落は幸運であったと言える。昨秋以降、
円安が進展したが、もし1バレル100ドルを超える原油市況が継

続していた状況で円安が進展していれば、国内経済はかなりの
打撃を受けていたと考えられる。

一方、米国の天然ガス市況は、原油とは異なる市況動向を示し
ている。年初から見ると、天然ガス市況は原油ほどの回復を見せ
ておらず、軟調な展開が続いている。天然ガス市況は、冬季が需
要期であるという季節要因があることは考慮する必要がある。た
だし、原油と比較して米国の新規設備からの供給圧力が強いた
め、市況が頭打ちとなっているとも判断できる。

日本では、東日本大震災以降、LNGなど天然ガスの輸入が大

幅に増加している。今後は、原油市況だけではなく、天然ガス市
況の動向にこれまで以上にも注目する必要があろう。
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テクノロジー関連業界 ～ 『業績・マルチプル両面で企業価値格差が拡大』

 大和証券㈱、ゴールドマン・サックス証券会社、メ
リルリンチ日本証券㈱、アライアンス・バーンスタ
イン㈱等を経て、2012年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。

 22年間、一貫してテクノロジー関係のアナリスト

業務に従事。家電業界、総合電機、電子部品、精
密機器、ゲーム業界等、国内テクノロジー関連企
業をほぼ網羅。その他、医薬品・小売り・繊維・
サービス等の生活関連産業、電子素材等を含む
川上のテクノロジー関連業界、汎用化学等へも調
査対象を拡大。

 1994年以降、日経金融新聞「アナリスト人気ラン
キング」や米国「Institutional Investor」誌等のア
ナリストランキングでは、ほぼトップ3の座を継続。
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栗山 史

Hitoshi Kuriyama

マネージング・ディレクター

15/3期決算発表と株主総会がピークアウト。6月から上場企業

を対象に新たな「コーポレートガバナンス・コード」も導入された
が、今のところ波乱も起こらず、16/3期も、一部を除き全体として
順調な推移が想定されている。

電機業界大手が発表した15/3期業績は、継続してきた構造改

革・固定費削減に、内需の回復・円安効果、などが奏功し、一部
を除き予想を上回る業績を達成。16/3期も全体として増収増益が
予想されている。東芝を除く大手9社の時価総額は、リーマン
ショック前のレベルを、他産業に遅れようやく上回った。

全体は順調に見えるが、企業別では大手9社間を比較しても、

業績はもちろん、企業価値（この場合はエンタープライズバリュー
で試算）にも差が存在。かつその差は拡大傾向にある。一般的に
企業価値試算に用いられるEBITDAとEBITDA倍率で比較する
と、格差の拡大は両面で顕在化。特にEBITDA倍率は大手9社を
比較しても5倍～15倍前後と差が拡大している。理論的には中・

長期的な成長性の差が倍率の差だが、高倍率の会社は、経営者
が資本市場と積極的な対話・議論を行いながら、決して妥協する
ことをせず、独自の経営戦略を推し進めている印象が強い。一
方、外部環境の変化による業績好転だけでは、企業価値拡大が
限界に近い印象がある。

ガバナンスコードの導入により、企業と資本市場との関係はさら
に緊張感がもたらされよう。こうした緊張感が、我が国の新たな成
長企業・事業の台頭に繋がることを期待している。
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電子デバイス・材料業界 ～ 『3兆円と＋50％』

 大和証券㈱、㈱大和総研、モルガン・スタンレー
証券会社を経て、2009年にフロンティア・マネジメ
ント㈱入社。

 大和証券㈱、㈱大和総研では、通信機器、半導
体、半導体製造装置、ソフトウエア産業の調査を
担当、モルガン・スタンレー証券会社では、電子
部品の調査を開始、産業アナリストとして17年の
経験を有する。

 2001年に日経アナリストランキングで1位になる
など、各種ランキングで上位に名を連ねる。
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村田 朋博

Tomohiro Murata

マネージング・ディレクター

主な著書

『電子部品だけがなぜ強い』（日本経済新聞出版社 2011年）
『経営危機には給料を増やす！』（日本経済新聞出版社 2013年）

台湾のTSMCは、1987年設立の若い企業ながら、売上高約3兆
円、営業利益1兆円超、世界3位の半導体企業（2014年）。

筆者が驚いたのは過去半年の同社の売上高。前年比で約50％
増加！3兆円企業が50％成長する！（買収の効果が幾らかある

にせよ）。日本ではお目にかかれない数字である。このことから、
改めて以下のことを考えさせられた。

昨今の円安をもって、日本企業の競争力改善への期待が聞か
れる。もちろん、通貨が50％減価して競争力が改善しないわけが

ない。しかし、為替変動による競争力の復権に期待するのは楽観
的かもしれない。

より本質的な問題として、経済的・社会的に成熟した国が、「明
日は今日よりも良い」と信じ野心溢れる新興国と、同じ土俵で競
争することは容易ではない現実を認識すべきではないか。事実、
日本も360円から80円への円高を吸収した。

過去200年の世界の工業生産高の国別占有率をみると、英国
（世界の30％を生産）→独国→米国→日本（同20％弱）→中国と

覇権国が推移してきた。もはや、英国も独国も米国もアジア諸国
と競争していない。シーメンスは携帯電話も半導体も液晶も作っ
ていない。厳しい現実だが、競争を「ずらし」たのである。事業の
見直しは為替変動とは別次元の意思決定である。

円安を、アジア企業との競争状況を改善する機会ではなく、変
態するための 後の機会と捉えるべきではないかとも思える。
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自動車関連業界 ～ 『国内生産回帰を志向しはじめた自動車産業』

 ㈱埼玉銀行（現、㈱りそな銀行）、モルガンスタン
レー、㈱ニッセイ基礎研究所、日興アセットマネジ
メント㈱、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメン
ト㈱（現、アムンディ・ジャパン㈱）を経て、2015年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

 モルガンスタンレーでは、トレーディング部、市場
情報部、調査部(自動車業界担当)を担当し、その

後もファンダメンタル分析を主体に自動車業界の
完成車、部品、タイヤメーカー、鉄鋼を担当。

 1991年に日本証券アナリスト検定会員資格を取
得。経済産業省の外郭団体 日本自動車工業会

の下部組織である日本自動車研究所（通称
JARI）のITS産業動向研究会 研究会長を務める
（現任）。
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加藤 摩周

Mashu Kato

シニア･アドバイザー

2012年の安倍政権発足とその後の日銀の量的緩和政策による

超円高の修正以後、自動車産業のグローバリゼーションに、徐々
にではあるが質的変化が起き始めている。

超円高時においてはＢカー（排気量1,000～1,200CC、Vitz / Fit
クラス）は当然のこと、Ｃカー（カローラ/シビッククラス）やＤカー
（Camry / Accordクラス）に加え、一部ラクジュアリー・クラスも海
外生産に切り替える動きが顕著であった。

現在、足元で起こっているのはこの巻き戻しの動きである。これ
らはホンダ・Fitのメキシコから日本へ、日産のRogueの九州工場

での再生産・輸出、トヨタ・カムリのスバル北米拠点への委託生産
から国内生産への切り替え（2016年から）等の動きである。

要因はいうまでもなく輸出採算の改善であるが、それに加え品
質面での安定確保があげられよう。超円高時の輸出から急激な
海外現地生産の移管に伴い、完成車メーカーだけではなく部品
メーカーを含めたサプライチェーン全体で混乱をきたした例もあり、
急激な海外生産比率の上昇は一服となろう。ただしかつてのよう
に輸出をテコに国内生産が1,000万台を大幅に超えて増加する

形は期待しづらく、軸足は海外拠点のサプライチェーンを含めた
質的な強化に移ろう。
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ディスクレーマー
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本資料は、閲覧者の参考に資することを唯一の目的として作成、提出されたものであり、他の一切の目的のために作成されたものではありません。本資料は、
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