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今月のトピックス ～ 『三つのゼロと大型再編』

3

第Ⅰ章



© 2015 Frontier Management Inc. 

電子デバイス・材料業界 ～ 『三つのゼロと大型再編』

 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）

ハイテク産業の温度を示す世界の半導体産業（p.5 世界半導体
市場統計）の7月の売上高は前年比－4％。これは世界経済を反

映したものだが、同時に産業の成熟を感じさせるものである。半
導体産業の成長率は過去3年間でみても＋4％／年。トランジスタ
の発明以来高成長を続けてきたが、3000億ドルを超え成熟しつ

つある（付加価値が凝縮された川上の産業であることを考えれば、
3000億ドルは巨大数字である）。
これまで、半導体産業の成長を支えたのは、パソコン、テレビ、携

帯電話であったが、パソコンとテレビはすでにゼロ成長、携帯電
話も早ければ1～2年でゼロ成長になる可能性がある（金額ベー
ス）。成長を牽引した3顧客の成熟に対応し、IoT（無線技術の高

度化）、自動車（自動運転、燃費改善）、ロボット、医療など新規分
野の開拓が急務になっている。
2015年になって相次ぐ大型の再編は上記の変化に対応したもの
である。Infineon TechnologiesがInternational Rectifierを3500
億円で、NXP SemiconductorsがFreescale Semiconductorを2
兆円で、IntelがAlteraを2兆円で、Avago Technologiesが
Broadcomを4.5兆円で買収することが公表されている。
一方、中国企業は、Micron Technologyへ買収提案を行い（230
億ドル）、また、現在 も熱い製品である画像センサー（産業規模
1兆円、ソニーが圧倒的一位）二位のOmniVisionを19億ドルで買

収することを公表。中国にとって大幅な輸入超過である半導体の
国産化を目指している。
日本企業においても、自力にせよ買収にせよ、産業構造の変化
への対応が注目される。
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世界半導体市場統計

情報はWSTS『Historical Billings Report』：より入手
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『スーパー大量閉店時代の到来』

 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

総合スーパー各社が、大量閉店を検討していることがメディアで
伝えられた。ファミリーマートとの経営統合が予定されているユ
ニーは、既存店舗数の約20％に当たる50店舗前後を今後3-5年
の間に閉店することを計画している。かつては高収益誇っていた
イトーヨーカ堂も、今後5年以内に既存店舗数の20％超に当たる
40店前後を閉店することを検討している模様である。

スーパー業界では、規制緩和が始まった1990年代前半から、
急速に業界全体の売り場面積を拡大させてきた。1990年と比較
して2013年の業界全体の売り場面積は2.6倍となったのに対し、
同期間のスーパー業界の売上高は1.3倍にしか増大しおらず、恒

常的な過剰売り場問題を抱えている。過剰な売り場は、業界全体
の低収益問題につながっており、長きにわたって解消が希求され
てきた。

その意味で、今回、各社が不採算店舗の閉鎖を検討しているこ
とは好ましいことであり、過剰売り場解消に向けた 初の一里塚
だと思われる。また、売り場面積が縮小するということは、不採算
売り場に配置されている従業員が解放されることであり、人員不
足問題にとってもプラスの効果を生み出す。

しかし、前述したように、過去四半世紀で売り場面積の増加率
は、売上の増加率の２倍のペースであり、イトーヨーカ堂やユニー
の大量店舗閉鎖はこれら過剰設備問題を十分に解消するもので
はない。更なる店舗閉鎖が計画、発表される可能性があると考え
られる。

『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）
『「時間消費」で勝つ！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2015年）
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情報通信業界 ～ 『果たして日本で有料動画配信サービスは日の目を見るのか？』

 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

世界 大の有料動画配信サービスNetflixが9月1日、更にアマ

ゾンプライムビデオも9月24日にそれぞれ日本でのサービスを開

始した。これまで日本ではドコモとエイベックスが運営する 大手

のdTVが450万契約程度で、Netflixの米国での会員数の1/10程
度に過ぎない。この秋の世界的大手の参入で、日本で有料動画

配信は日の目をみるのだろうか。

こうした有料動画配信が日本参入にあたり競合として意識する

のが、無料で視聴できコンテンツ制作力も高い日本の地上波キー

局である。2011年に日本に参入し失敗したhuluは日テレを事業

譲渡先に選び、今回参入するNetflixもその対策としてフジ等の

キー局のコンテンツの配信を行っている。

しかし有料動画配信がケーブルテレビの延長にある米国と違い、

日本ではdTVをはじめとして有料動画配信はネット時代の新しい

アプリケーションとしてユーザーから認識されている。これらネット

時代の新アプリケーションは、SNS、スマホゲーム、Youtube等イ

ンタラクティブ性やロングテール性が高い特徴を持つ。一方伝統

的コンテンツである音楽も体験型（ライブ）に、また放送コンテンツ

もリアルタイム性（スポーツイベント等）に付加価値を見出している。

コンテンツ間での差別化競争が急速に進んでいる中、出来上がっ

たコンテンツを一方的に見るだけの有料動画配信にどれだけの

お金と時間を投下するだろうか。
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素材業界 ～ 『資源価格変動で素材企業の川下展開が加速か』

 ㈱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。

9

銀林 俊彦

Toshihiko Ginbayashi

マネージング・ディレクター

中国の経済減速、資源・商品価格の下落など、素材企業を取り
巻く環境が急激に変化している。中国の経済成長の牽引役は、
設備投資から消費へ転換している状況のため、消費財向けの素
材需要の成長は期待できよう。一方、製造業では調整色が強く、
中国では資本財向けの素材需要の成長性に関して長期的にも懸
念が生じている。

また、資源・商品価格の変動は、素材産業に多大なる影響を及
ぼす。化学では、原油市況急落で、天然ガス、石炭を出発原料と
する化学品の相対的な競争力が低下している。鉄鋼業界におい
ても、鉄鉱石市況の急落で、スクラップを原料とする電炉業界の
相対的な競争力が低下している。これらの影響に対し企業が取
れる業績リスク回避策は限定的である。

今後予想される動きの一つとして、素材企業が消費財向け材料
に積極的な設備投資を行うことが挙げられる。代表例として紙・パ
ルプメーカーの紙おむつ事業への積極的な設備投資が挙げられ
る。化学業界においても、この一年間株式市場では、化粧品・トイ
レタリーなどが主力の川下企業の相対的な時価総額が上昇し存
在感を高めている。川上、川中の化学メーカーにおいても資本財
向け素材に対する投資を避け、メディカル・ヘルスケア市場の開
拓など事業の多角化に注力する企業は多い。

今後、資源価格変動リスク回避のため、素材企業は川下展開
の加速、事業多角化の推進などを行う可能性が高いのではない
だろうか。
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テクノロジー関連業界 ～ 『就職戦線、電機業界人気無し』

 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

2016年の理系における就職企業ランキングを見ると、電機業界

の人気が凋落している。電機業界の中長期的なポテンシャルを

考えると、理系からの人気が落ちているのは大きな問題である。

2009年のランキングでは、家電系の大手（ソニー、パナソニック、

シャープ）が上位6社の中に入った。リーマンショック後で業績は

低迷期であったが、比較的財務力が強いイメージもあり、経営危

機状態となった総合電機系と比較し、その時点では人気が持続し

た。直近の2016年ランキングを見ると、電機業界でトップ10に
入ったのは三菱電機と日立製作所の2社。東芝が12位で続く。家

電系では、パナソニックが20位・ソニーは37位（シャープはランク

外）。全体としては、電機業界のポジションは大きく後退している。

電機業界の人気下落に対しランクを上げているのは、食品・トイ

レタリーなどの安定成長消費財系。味の素、カゴメ、明治グルー

プ、資生堂、サントリー、キリンなどがランク上位に並ぶ。産業とし

て新しいアイディアや挑戦により成長性を実現しようとした場合、

若者から魅力ある企業としての魅力を創造していく必要があろう。

現在の収益性からみて、決して水準的問題があるとは思えない

経済的待遇の拡大による、人気度アップは難しい。未来社会に対

してインパクトがあるチャレンジを断行し、夢を共有できる企業とし

ての魅力度を訴えていく必要があるのではないか。
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ヘルスケア業界 ～ 『ヘルスケア領域への新規参入』

 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。

11

小林 創

Hajime Kobayashi

マネージング・ディレクター

ヘルスケア領域は、他セクターと較べると、概して成長率も収益
性も高い事業領域であるが、いろいろな企業の方とお話しすると、
参入障壁が高くリスクも高いというお声をほぼ必ず戴く。

だからこそ参入成功のリターンは高いし、異業種参入が構造変
化とイノベーションを促すことに疑いの余地はないというのが、ア
ドバイスする側の基本スタンスである。

そんな方々に、ぜひ前向きに考えていただくべく「参入障壁が高
いということはうまく参入できれば堅固なポジションを築くことがで
きるし、参入障壁を分解して考えれば、中には思ったより低いもの
もあり、越える方法がないわけではない」、とまずはエールを送る。

ただし、ヘルスケア領域は特に経営のコミットメントが重要であ
る。介護や診断サービス、ジェネリック、また医薬品（一般用）販売
等は、これまで比較的「安易に」参入されてきた領域であるが、民
間企業の「戦略転換」が消費者やユーザーの不信を招き、結果と
して監督官庁が乗り出し、せっかく緩和された（もしくはなかった）
規制が新設・強化の方向に転じることもある。

そして、従前から真摯に取り組んでいる既存プレイヤーのcost 
of doing businessを高め、首を絞めることにもなってしまう。これ

は、他の業界でも程度や形は異なれ起きる現象だが、決してそれ
が起こるべき、マクロに正しい構造変化を阻害せぬよう、ぜひ前
向きにかつ慎重に（とはいっても石橋を叩き過ぎて好機を逃さぬ
よう）検討して戴きたいと切に願う次第である。
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自動車関連業界 ～ 『為替メリット剥落で踊り場を迎える完成車メーカーの業績
～ 業績伸長のポイントはトップライン成長に ～ 』

 ㈱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）。

12

加藤 摩周

Mashu Kato

シニア･アドバイザー

今下期以後の完成車メーカーの業績動向に不透明感が出てい

る。理由として対ドルでの為替メリットが希薄化するなか、①新興

市場の低迷：なかでも北米に次ぐ収益源であるアジア市場、特に

タイ、インドネシアといった日系がシェア8割以上を握る収益市場

の低迷が続き、期初想定規模を下振れて推移していること、②新

興国市場の通貨が弱含みで推移していること、等があげられよう。

したがって上半期までの「為替メリットで投資・開発費・品質費用

増等の固定費増加を吸収して増益。」というパターンが描けなくな

り、業績のポイントはトップライン、なかでも北米でのトップライン

成長に移ろう。幸いなことに日系各社の北米での販売動向は、市

場全体が活況なことやガソリン安により大型のピックアップ・トラッ

クやSUVに市場の嗜好がシフトしていることもあり堅調である。し

たがって北米トップライン成長で新興国低迷や固定費増等の減

益要因を吸収できるか否かであるが、これには北米での台数増

効果に加え販売の質（インセンティブ水準等）が問われる形にな

るとみられる。



© 2015 Frontier Management Inc. 

紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『海外投資』

 ㈱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

ここ数年、国内製紙メーカーの財務内容が急速に改善している。

例えば大王製紙は、紙おむつ事業の海外工場への投資などを進

めつつも、有利子負債がピーク比で1,000億円以上少ない約

3,500億円、ネットD/Eレシオは1.7倍（ピーク時は3.5倍）まで改善。

さらに2017年度までには、金額で2,500億円未満、ネットD/Eで
1.5倍に圧縮する考えである。これらが一般的に極めて低い数字

と言えるかはともかく、一時期と比べ著しい改善となる。

財務改善の背景だが、かつて製紙業界では一定の生産能力の

維持が重要な目標であり、時には大規模な 新鋭マシンの導入

も進められてきたのに対し、リーマンショック以降、市場がシュリン

クする国内での大規模投資は行われなくなったことが挙げられる。

一方で大手・準大手を中心に海外投資の活発化の機運が高

まっている。これにより財務的な負担が高まる可能性があるが、

それに縛られる必要はないであろう。昨今、スチュワードシップ

コードやコーポレートガバナンスコードが制定され、上場企業に対

してROEの改善（まずは 低5%だが、将来的には一段高い水準

が必要となろう。なお現在ROE5%を継続的にクリアしている国内

製紙メーカーは無い）が強く求められることを考えれば、海外投資

でリターンを得るだけでなく、戦略的に一定の財務レバレッジを利

かせることも検討すべきと考えられる。
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ディスクレーマー
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