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今月のトピックス
～ 『花王の「メリーズ」躍進の背景を考える』 ～
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素材業界 ～ 『花王の「メリーズ」躍進の背景を考える』 (1/2)

 ㈱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。

4

銀林 俊彦

Toshihiko Ginbayashi

マネージング・ディレクター

花王の業績が堅調に推移している。製品別で好調であり業績拡
大に寄与しているのは、ベビー用紙おむつ「メリーズ」と蒸気の温
熱シート「めぐりズム」の二製品である。ともに、中国人消費者か
らの評判が良いことで知られている。

とりわけ「メリーズ」は中国の貿易業者が日本の小売店で製品
を購入し、中国で販売しているとされているがこれが急拡大して
いる模様である。発端は2012年頃、「中国製の紙おむつでは乳
幼児のお尻がかぶれる」との情報が広がったことにある。

花王は、2013年に中国で「メリーズ」の生産を開始したが、中国

市場では日本製「メリーズ」の人気が高いようである。花王は現地
生産開始以前の2009年から「メリーズ」の中国向け輸出を行って

いる。現在では、正規輸出を上回る製品が、日本の小売店から中
国へ転売されている模様である。花王は、この需要に対応するた
め、2014年春、山形県酒田工場に「メリーズ」のラインを新設し、

さらに増設を行った。日本で増産された製品を中国市場が直接・
間接的に吸収している形となっている。「メリーズ」の中国市場で
の供給拡大は、インバウンドとは異なる状況である。日本の小売
店で調達した製品を中国で転売することが成立する背景は以下
の三点と考えられる。

第一は、日本国内の価格の低さ。日本での子供用紙おむつの
価格は、2012年後半からの円安局面を迎える以前から国際的に

低かった。これは、国内で大手三社が過剰とも言えるシェア争い
をした結果であると推測される。
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素材業界 ～ 『花王の「メリーズ」躍進の背景を考える』 (2/2)
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日本と中国の名目GDPの推移

第二は円安の進展である。円と元の為替レートは、円ドルレート
と同様、2012年後半から円安が進展した。一方、日本の小売価

格は円ベースで安定的に推移。このため、中国サイドから見ると、
日本から輸入しやすい環境になった。

第三は、中国の経済構造の変化。中国の経済成長率は鈍化し
ているものの、その牽引役は、設備投資(固定資産投資)から個人

消費に移行しつつあると言って良い。中国での人件費上昇は、消
費者の購買力の高まりを意味している。日本と中国の名目GDP
を比較すると、2012年では、中国が日本の1.4倍であったが、
2015年では2.7倍となっている。GDPの伸び率と円安の進展が格

差を拡大させている。すなわち、日本企業から見ると、円ベースで
の中国の購買力は急拡大していると言える。

日本ヘの旅行者の増加で注目を集めているインバウンド需要は、
ホテルや航空機など、インフラ面を考慮すると市場に限界がある。
一方、「メリーズ」のような工業品の場合、直接・間接的に中国市
場へ供給拡大するには増産で対応できる。日本企業は、円ベー
スで見た中国消費市場の急拡大に着目し、中国市場を意識した
製品開発、供給体制を整える企業戦略を視野に入れる必要があ
ろう。

短期的には、中国経済は、経済成長率の鈍化と株価調整など
で減速懸念が強まっている。一方、経済構造の変化により消費は
拡大している。円ベースでの中国消費市場の急拡大に対応でき
る日本企業が現れることを期待したい。
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『アパレル大量閉店に潜むチャンス』

 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。

7

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）

大手アパレルの経営不振が深刻である。東京スタイルやサン
エー・インターナショナルの持株会社であるTSIホールディングス
は、グループ会社２社の解散、9ブランドの廃止を発表した。ワー
ルドも10ブランドの廃止とともに、400-500店舗の閉店を発表した。

この２社以外でも、オンワード樫山など、ブランドの整理が本格化
している。

百貨店やショッピングモールは1990年代後半以降に相次いで

出店や増床を行う中で、大手アパレルの店舗を導入することで、
売り場を埋めてきた経緯がある。しかし、大手アパレルの店舗閉
鎖の急増で、今後は売り場が埋められないリスクが出てきた。

一部の百貨店は自主マーチャンダイジングで売り場を埋めよう
と努力しているが、埋められる売り場はそれ程大きくないし、百貨
店の自主マーチャンダイジングの能力も限られている。このため、
短期的には、都市部百貨店でも衣料品が低迷する可能性がある
し、地方の百貨店では全く売り場を埋めきれない店舗が続出する
と想定される。

ただし、この現象は、従前は百貨店やショッピングモールに入れ
なかった新興アパレルや量販店アパレルにとっては追い風になる
かもしれない。大手総合スーパーの売り場が過剰になる中で、
100円ショップが空きスペースを低家賃で埋めることで成長したよ

うに、今後新たなアパレルのスターが生まれる可能性がある。百
貨店の苦境の中で、ビジネスチャンスをつかめるアパレル企業に
注目していきたい。



© 2015 Frontier Management Inc. 

情報通信業界 ～ 『Amazon決算の衝撃』

 全日本空輸㈱、メリルリンチ証券会社（現、メリル
リンチ日本証券㈱）を経て、2009年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。

 BTによる日本テレコム㈱への出資やルノーによ
る日産自動車㈱への出資等、M&Aアドバイザ
リー経験多数。調査部では10年弱の株式アナリ

スト経験を有し、通信及びインターネットセクター
を担当。電機、電子機器部品製造、情報通信業
等のコンサルティングを担当。

 2003年から2008年にかけて米国「Institutional 
Investor」誌、日経金融新聞「アナリスト人気ラン

キング」の両調査において通信部門で上位にラン
キング。また、2007年には総務省モバイルビジネ
ス研究会構成員を務める。2010年には㈱ウィル
コム事業管財人代理を務める。
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合田 泰政

Yasumasa Goda

常務執行役員

先月23日にAmazonが発表した15年Q2決算は、$0.14の赤字
予想であった市場コンセンサスEPSに対し、$0.19の黒字しかも
前年同期の$0.27赤字からも大幅回復とサプライズ決算であった。
同社は利益を出さないことで有名でもあることから、なおのことサ
プライズと受け止められた。

しかし、その内容を見るとある種諦めに似た気持ちを感じたの
は私だけではないかもしれない。この大幅な黒字転換は、クラウ
ドサービスのAWS(Amazon Web Services)事業が前年同期比
で売上81.5%増、セグメント利益で5.1倍と驚異的成長を遂げたこ
とが大きな要因である。

パブリッククラウド市場にはMicrosoft、IBM、Cisco、HP、そして
各国通信キャリアも加えて、多様な業種の多様な企業が参入して
いるが、その中で先行者利得もありAWSは圧倒的なシェアを誇る。
そもそもクラウドの出発点は、仮想化して利用効率を高めたサー
バー群を皆でシェアした方が安いというもので、その根幹をなす
のが規模の経済だ。

そうした業種特性の中で、なおかつ利益を出すことに興味がな
い企業が圧倒的なシェアを持っているとしたら…。古典的なポー
ターのファイブフォース分析で言うと、価格競争は必至という市場
である。現実にAmazonは値下げを進めているし、日本では中堅
企業は既に自社クラウドサービスから撤退するところも見られ始
めている。インターネットに関連する事業は勝者総取りになる傾
向が強いが、なかでもクラウドサービスはその たるものとなりつ
つある。
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テクノロジー関連業界 ～ 『1Q決算は停滞、抜本改革が更に必要に』

 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

梅雨明けと共に猛暑が訪れ、早くも第一四半期業績発表がピー
クを越えた。米国の堅調な経済情勢、円安、国内消費の回復、一
部インバウンド需要などの環境下、電機大手の決算は今一つさえ
ない状態だ。大手6社の第1四半期業績は、2.7％増収・14.3％営
業減益。売上高は国内が▲0.5％・海外が+5.3％だったが、期中

の円安を考慮すると実質的な減収。売上高停滞の一方、人件費・
償却費・研究開発費などの増加が収益を圧迫している。営業利
益で増益となった企業も、各種特殊要因を考慮すると、実質的に
は横バイ～減益との推測も成り立つ。

年間予想は大半の会社で据え置かれ、第1四半期は計画通り・

計画以上とコメントしているものの、資本市場は信頼していないよ
うだ。決算発表前後で比較すると、株価が発表で上昇した会社は
印象的に無く、営業減益を発表企業は大きく下落。現在株価を年
初来高値と比較すると、▲11%~▲40％となっている。

ガバナンスコードなどが本格的に導入された株主総会を経ての
決算なだけに、第1四半期業績は一定の意味を持つと考える。企

業価値拡大へ向けた経営の有り方は、短期収益の拡大のみでは
ないが、一部を除き設備投資も減価償却費を下回っている状況
が継続中。収益停滞の 大要因は実質売上高の停滞にあるとの
印象が強く、事業規模拡大へ向け中長期的な観点に立ったリスク
を取る経営姿勢が必須。でなければ抜本的な固定費削減と事業
ポートフォリオの改革が必要となろう。あるいは国内電機大手に
は、引き続き両方のアクションが必要かもしれない。
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ヘルスケア業界 ～ 『抗齢社会の先へ』

 鹿島建設㈱、㈱ボストンコンサルティンググルー
プ、ブーズ・アンド・カンパニー㈱、GE横河メディ
カルシステム㈱（現、GEヘルスケア・ジャパン㈱）
を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱に
入社。

 国内及び欧米の大手消費財・産業財関連企業・
ヘルスケア企業に対し、成長・新規事業戦略策定、
買収後統合、業務改革、長期ビジョン策定等のプ
ロジェクトマネジメントを担当。また、医薬品・医療
機器・電力・石油・化学・ハイテク・食品・アパレ
ル・化粧品等業界の日本企業及び外資系企業に
対し、中長期事業戦略策定、組織能力向上、ビジ
ネスデュー・ディリジェンス、事業統合戦略策定、
事業再生戦略策定・実行支援等の数多くのプロ
ジェクトをリード。
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小林 創

Hajime Kobayashi

マネージング・ディレクター

従前より医薬・健食・コスメにおける 大のアンメットニーズであ
るアンチエイジング（すなわち抗齢）は、可能性が見えてきた再生
医療により、広義のヘルスケアにおける 大の市場規模であると
いっても過言ではない。

がんや生活習慣病も、そもそも昔は 大の脅威の一つであった
感染症が公衆衛生の改善や抗生物質の開発により後退した（多
剤耐性菌の脅威は台頭しているが）ことと人類の長寿命化により
罹患率・数が高まったとも言え、つまるところやはり『抗齢』花盛り
の社会である。

滅多に使われないが少子高齢化を測る指標の一つが人口の平
均年齢（≠平均年齢）である。2010年に45歳であったのが、2020
年に48歳、2028年に50歳になると予測されている。

既に単なる寿命でなく健康寿命が重要視され、アクティブ・シニ
アが台頭し従来の年齢と身体的・精神的成熟度（あえて老化と言
わない）の関係性が希薄になる中、年齢に依拠した考え方・制度
も陳腐化していく。定年延長が進めば生産年齢人口も見直さねば
ならないであろう。

このような現下の「抗齢社会」の先にあるのは、現在の齢に抗う
ことではなく、単なる記号となる（実質的な意味を持たない）年齢
に代わる新たな指標であろう。既に「肌年齢」「顔年齢」が簡単に
測れるようになり、この先何を以て自分の活力・健康度を図るか
が多様化し、また選択肢が増えてもいいと言っては過言だろうか。



© 2015 Frontier Management Inc. 

電子デバイス・材料業界 ～ 『危機感「3分の2」』

 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。

11

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）

ハイテク業界の雄、村田製作所の営業利益は14年度実績
2,145億円、今期会社計画2500億円。電子部品企業で初めて
2,000億円を突破した。部品・素材企業は、組立加工企業に比べ

企業規模が小さいことは必然であり、収益性を誇りとする産業で
あったが、その産業から営業利益2,000億円企業が誕生したのは
誠に喜ばしいことである。日本電産、日東電工、京セラ(特損除く)
を含めた4社が1,000億円企業となった。

しかしながら、電子部品企業全てが村田製作所ではない。組立
加工産業と同様に、部品・素材産業もアジア企業の台頭に直面し
ている。村田製作所は世界競争を勝ち残ったのであり、一方、占
有率・収益性を悪化させた産業・企業は数なからずある。

電子部品産業A、B、Cはかつては日本企業が高い競争力を

誇ったが、アジア企業の猛追にあっている。これらの産業におい
て複数存在した営業利益100億円企業も今ではほとんど利益が

出なくなっている。私は、これら三つの部品の業界団体を訪ね、
現状の厳しさを訴えた。このうち二つは主張を認めて頂き、勉強
会での講師を依頼された。「事業環境の厳しさを客観的に示して
ほしい」と。一つは無反応であった。

先月の当欄で書いたように、円安による競争力改善に期待する
のは楽観的すぎる。危機感3分の2。その差は将来の業績に表れ
るだろうか。
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自動車関連業界 ～ 『新開発手法による新型車が出揃う日系自動車メーカー
～ 基本性能で海外メーカーを凌駕できるか ～』

 ㈱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

本年のトヨタ・プリウスとホンダ・シビックのフルモデル・チェンジ
による新車投入により日系主要乗用車メーカーの新開発手法に
よる新型車が出揃う。リーマンショック後、日系メーカーは開発費
を絞るなかで電動化（EV, Hybrid等）等にやや力点をかけ過ぎた

ことで従来からのコンベンショナルなエンジン技術等で後れを取り、
競争力という点で厳しい局面に立たされた時期があった。具体的
には2010年台前半、日系メーカーにとって 大の収益市場であ

る北米において、現代・ソナタに直噴エンジンで先行され、各社の
競合モデル（Toyota / Camry, Honda / Accord, Nissan / 
Altima ）の台当りインセンティブ（販売促進費）がソナタを上回ると

いう現象が起きた。現在でも北米市場ではリーマンショック前まで
の「圧倒的な（日系メーカー）の商品力」を示すまでには至ってい
ない。新開発手法はプラットフォーム（セグメントの車台）枠を超え
て共通パーツを増やし、生産コストと車両コストを抑制し、削減し
たコストをボディ強度の向上、パワートレイン性能強化、新技術採
用（自動ブレーキ等）等に振り向けることにより商品力向上を目的
とする。日系各社の収益改善基調が質的改善を伴った本物であ
るか否かは、
今後投入される
新開発手法によ
る新型車が試金
石となろう。

開発名称 メーカー 新型車投入時期

MQB VW 2012年のゴルフ

CMF 日産
2013年のエクストレイル/ローグ（エンジ

ンはキャリーオーバー）

TNGA トヨタ 2015年のプリウス

発表なし ホンダ 2015年のシビック

スカイアクティブ マツダ
2011年にエンジン単体のみでデミオ、車

体も含めたフル搭載は2012年のCX-5
情報は各社公表資料より入手

【各社の開発手法名称と新車投入時期】
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『インバウンド消費』

 ㈱大和総研、ドイツ証券㈱を経て、2013年にフロ
ンティア・マネジメント㈱に入社。

 電材業界、自動車部品業界、食品業界などの産
業分析、企業財務分析、企業価値分析に従事。
また、ガラス土石業界、紙パルプ業界、非鉄業界
などの産業分析や企業財務分析等を担当。

 2012年のInstitutional Investors誌の人気アナリ
ストランキングでは第1位を獲得。
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石橋 克彦

Katsuhiko Ishibashi

シニア・ディレクター

訪日観光客によるインバウンド消費が活況である。家具や家電
製品など耐久消費財もターゲットになっているが、日用品の中で
は紙おむつが代表例として挙げられる。

実際のところ、日本製の紙おむつはアジア諸国で絶大なブラン
ド力を誇る。直接的には肌触りの良さや機能性の高さなど製品自
体の優位性の高さが要因だが、そもそも製紙メーカーや化学メー
カーを中心に、有力な装置メーカーや原料メーカーが存在するこ
とが、産業としての競争力を高めてきたと考えられる。

日系メーカーのグローバルでのおむつ生産量は2000年代には
年間70～80億枚で横ばい圏で推移していたが、ここ数年で拡大
が始まり、2014年には120億枚まで拡大している。2015年に入っ

ても、国内メーカーは一段の増産投資を行っている。海外だけで
なく国内でも増産投資が行われている点が特徴であるが、国内増
産分の一部は観光客によるインバウンド消費を通じて、日系メー
カーからすれば輸出コストをかけることなく海外市場に供給されて
いる。

乳幼児の育児方法の違いなどから、中国やインドでの紙おむつ
の普及率は低く、数%～20%程度にとどまる。しかし日本でのイン

バウンド消費が示すとおり紙おむつへの需要は確実にあり、今後
の市場ポテンシャルは極めて大きいと言えよう。
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造船・重機業界 ～ 『造船・重機各社の収益性改善とROIC』

 ㈱村田製作所、JPモルガン証券㈱を経て、2012
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

 JPモルガン証券㈱ではテクノロジーチームの証

券アナリストとして産業用・民生エレクトロニクス
業界の調査・分析に従事。2011年からは総合重

機・プラントエンジニアリング業界の調査・分析も
担当。

 2012年の日経アナリストランキングでは、造船・
プラントセクターおよび家電・AV機器セクターの2
セクターにランクイン。
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速水 雅史

Masashi Hayami

ディレクター

2014年度の造船・重機大手5社の営業利益額合計は5,059億
円と、過去 高の水準に達した。営業利益率も6%まで上昇して
いる。

円安の進展が収益改善の大きな要因だが、ドル円の水準が
2014年度とほぼ同等だった2005～2007年度の5社営業利益合
計額が2,500～3,000億円と現状の半分程度であったことを考慮
すると、為替のみが収益改善の要因とは言えない。課題事業の
収益性改善や全社的な事業ポートフォリオの入替えによる収益
体質強化も見逃せない。

課題事業の改善、事業の取捨選択を行うにあたって、各事業が
企業価値の創出に貢献しているか否かの判断が必要となる。判
断基準としては、ROIC（投下資本利益率）が資本コストを上回っ
ているかどうかが一つの目安となる。

現在、大手5社はいずれも経営指標としてROICを導入している。
各社がROICを導入したのは造船事業を中心に業界全体の収益
性が悪化し、5社営業利益合計額が赤字となった1999年度前後
からである。ROIC導入から10年以上かけて資本効率や収益体
質の改善、課題事業の見直し等に取り組んだ結果、本来の目的
である企業価値の向上が実現しつつあると言えよう。

各社ともまだ低収益の事業を抱えており、事業ポートフォリオの
入替えによる収益体質強化の流れは今後も続くだろう。一方で
ROICを活用して企業価値向上に結び付けた事例は、他業種（特
にコングロマリット型企業）にとっても大きな示唆となるのではない
か。
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ディスクレーマー
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