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今月のトピックス ～ 『なかなか底打ち感の出ない国内自動車販売 
                      ～ 東京モーターショーが起爆剤となるか ～』 
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自動車関連業界 ～ 『なかなか底打ち感の出ない国内自動車販売 
                   ～ 東京モーターショーが起爆剤となるか ～』（1/2） 

 ㈱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 

 国内自動車市場の低迷が続いている。2015年4～9月6か月累

計の総販売台数（登録車と軽自動車の合計）は前年比▲6％減

の233万台にとどまった。半期6か月ベース（年度）では3半期連

続、四半期ベースでは6四半期連続の前年比マイナス基調が続

いている。業界では本格的な底入れ時期がみえない、として先行

き悲観的な見方が支配的である。 

 過去3半期に及ぶ市場低迷のうち、14年度（15年3月期）は「消

費税引上げ前の駈け込み需要の反動」ということである程度説明

できようが、それでも各社の期初見通しに対して実績は下回った。

そして今15年度（16年3月期）も上期（4月～9月）を終え期初想定

の市場規模に対してはやや弱含んでいるが、中味は14年度との

比較では変化点もみられる。それは「登録車はほぼ底打ち、軽の

低迷継続」という現象である。この要因は消費税引き上げ前の14
年1～3月累計の軽自動車販売台数が前年比+25％増と登録車

の同+18％増を上回り需要先食い効果が大きかったこと、また軽

自動車メーカーによる新モデル投入が消費税引き上げ前に集中

したこと、等である。一方で登録車では消費税引き上げ前の新モ

デル投入が軽自動車に比べ少なかったこと、また15年度に入りマ

ツダの「CX-3」のような魅力的なモデルの投入もあり、上半期の

販売台数は前年比ではほぼ横ばい近くまでの回復をみせている。 
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自動車関連業界 ～ 『なかなか底打ち感の出ない国内自動車販売 
                   ～ 東京モーターショーが起爆剤となるか ～』（2/2） 

情報は日本自動車販売協会連合会『新車販売台数』、全国軽自動車協会連合会『軽四輪車新車販売確報』より入手 

5 

-50.0%

-20.0%

10.0%

40.0%

70.0%

100.0%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

20
01
年

1月

20
02
年

1月

20
03
年

1月

20
04
年

1月

20
05
年

1月

20
06
年

1月

20
07
年

1月

20
08
年

1月

20
09
年

1月

20
10
年

1月

20
11
年

1月

20
12
年

1月

20
13
年

1月

20
14
年

1月

20
15
年

1月

（台）

新車販売総台数（左軸） 乗用車（左軸） 貨物車・バス（左軸）

軽乗用車（左軸） 軽貨物車（左軸） 新車販売総台数（前年比、右軸）

今後の市場回復ペースのポイントは、新モデル、なかんずく「ユーザー需要を喚起できる魅力的なモデルを提示で
きるか」という点になろう。折しも東京モーターショーが開催されており、各メーカーの出品モデルは業績回復もあ
り過去2回のモーターショーに比べ意欲的である。燃料電池車や電気自動車ばかりでなく、実用モデルでもハイブ
リッド性能や、走行性能向上に寄与するパワートレイン/ボディ剛性等の大幅向上を示すモデルが展示されている。
下期～来期は「商品力主導の市場回復」となる可能性が出てきた。 
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産業調査コラム 
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第Ⅱ章 
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流通業界 ～ 『ロードサイドからレールサイドへ』 

 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 

 流通各社と交通事業者との連携が加速している。筆者は、2011
年年末に出版した『流通業の「常識」を疑え！（日本経済新聞出
版社）』の中で、ロードサイドからレールサイドへと流通業のパラダ
イムがシフトすることを予測したが、現実は相似形を呈している。
セブンーイレブンと組んだJR西日本、ファミリーマートと組んだ西
武鉄道など、従来は自前主義だった鉄道各社は積極的に流通各
社との連携を進めている。 

 従来、交通事業者にとって、駅ナカの小売・外食店舗は、交通
事業の単なる補完に過ぎず、場合によっては本社からの人員の
受け皿的な存在となっていた例も少なくない。店舗間同士の競争
が熾烈でなかった時代では、交通事業者出身の自前主義経営に
よる流通子会社や外食子会社の経営でも一定程度の収益を保つ
ことができたと推測される。しかし、今やネット小売りも含めて競争
は激化しており、魅力的な駅ナカ空間を作って沿線価値向上を実
現するためにも、交通事業者各社は自前主義の放棄を始めたと
考えられる。 

 一方、流通各社にとっても、人口の都市化や高齢化によって、
従来の郊外やロードサイドの店舗立地を根本的に修正せざるを
得ない状態となっている。流通各社と交通事業者とのアライアン
スは、この意味で相思相愛である。流通各社の将来的な収益見
通しは、従来立地店舗という「不良債権」をいかに早急に手仕舞
い、有力な交通事業者と戦略的な連携関係を作れるかどうかに
かかっていると言える。 

『小売業の最適戦略』（㈱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 ～ 『チャレンジャーなき凪に喝を入れる菅官房長官』 

 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 

 安倍首相の携帯電話料金の家計負担軽減指示を受けて、総務
省の有識者会議が10月19日に始まった。 

 そもそも携帯電話事業はサービス提供に必要な変動費が少な
い装置産業であり、顧客獲得費を除くと限界利益率が高く、また
供給能力制約が比較的緩い設備特性を持つ（多少加入者が想定
数を超えても収容が可能）こともあり、値下げによる顧客増の誘
因は働き易い。またかつては端末やネットワーク品質等が強者の
差別化要因として機能しており、弱者が実際のコスト優位性に関
わらず値下げによるブランディング戦略を機能させる余地があり、
各社は継続的に値下げを行ってきた。 

 ただここ1-2年は、キャリアが端末やアプリの提供主体ではなく
なり強者の差別化要因が消滅し、弱者が価格を安易に差別化要
因とすることが難しくなった。またより直接的な背景として、従来値
下げ先導役であったソフトバンクが、主戦場を米国と定め国内で
の値下げ戦略を封印してしまった。こうして携帯電話業界は、長
年の値下げ競争の軛を逃れ、悲願のARPU（加入者あたり収入）
反転上昇を目前にしていた。 

 だがなりふり構わず成長戦略の実現を唱える官邸は、この状況
を見逃さなかった。総務省はかつてその異物感に苛まれながらも、
ソフトバンクを競争政策推進の事実上のエージェントとして見てき
たが、そのエージェントも不在となった凪に自ら喝を入れるあたり、
元総務大臣菅氏の面目躍如たるツッコミである。 
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テクノロジー関連業界 ～ 『中国のテクノロジー産業へ本格進出第２弾』 

 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 

 10月26～29日、北京で共産党第18期中央委員会第5回全体会
議が開催され、習近平政権として初の第13次5か年計画案に関し、
第１回目の見直しが行われた。高成長を続けてきた中国経済も
やや曇り状態（それでも成長率レベルは高い）となり、様々な問題
を抱えている。既に、GDP成長率を6.5％程度に引き下げて設定、
一人っ子政策の見直し、などが一部コメントとして報道済み。 

 テクノロジー業界では80年代後半から、単純な加工組立や低価
格素材の調達として、安価で潤沢な労働力を求め、多くの企業が
進出。AV機器・PC及び周辺機器から順次レベルを向上させ、現
在はスマートフォン生産の大半は中国。労働コストの上昇もあり、
自動化を進めつつ、テクノロジー業界の製品が低価格化の推進
と共に世界中に普及する原動力となった。 

 労働コスト上昇の中、グローバル企業は既に中国での加工組み
立てからフェードアウトし、ASEAN等の拠点を増強中。一方、中
国は加工組立系より付加価値の高い能動部品系（半導体・液晶
パネルなど）へ進出を始めた。今後資金力で、先行する米・韓・
台・日をキャッチアップすべく、戦略は第2段階に入った印象。 

 戦略はズバリM&A。軍事上の問題もあるため表立った行動は
難しいが、潤沢な資金で投資ファンド等を通じ、マイクロンテクノロ
ジーやWDCなどへの出資を提案。日系企業にも触手を伸ばして
いる印象がある。また人財のスカウトも顕在化し始めた。液晶パ
ネルでは3年間で3兆円を投資し、7工場を建設。各国を逆転する
計画な模様。日本はどこに向かうのか？ 
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素材業界 ～ 『素材企業の収益は供給サイドではなく需要動向が重要に』 

 ㈱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 

 第2四半期業績の発表が相次いでいる。素材においては、資源

価格の調整という原料安の環境下、そのメリットをどの程度利益

として取り込めたのかどうかが第2四半期の実績に現れていると

言える。総合化学のこれまで発表された第2四半期業績を見ると、

期初の想定を上回った利益を計上しているものの、石油化学で

は第2四半期の利益が第1四半期より下回っている。また、会社

予想利益においても上期から下期にかけて減少を見込んでおり、

石油化学では増益モメンタムの一巡が鮮明となっている。 

 昨年後半からの資源価格低下は、資源の需要減少というよりも

それまでの高値調整という意味合いが強かった。すなわち素材の

需給は相対的には安定していた、このため多くの素材産業では

原料安メリットを享受しやすい状況であったと言える。この状況が

今回の第2四半期まで続き、企業収益を押し上げていた。しかし、

需要サイドに変化が生じている。 

 中国経済の成長の牽引役が設備投資から消費へ転換しており、

素材産業でも需要成長の軸が、資本財向けから消費財向けに移

り始めている。中国経済のスローダウンにより資本財向け素材需

要のリスクが高まっていると言えよう。これまでアジアの素材需給

の懸念は、一部製品における中国の供給過剰にあった。今後の

素材業界の業績リスクは、供給から需要成長率の低下懸念へ移

ろう。素材産業では、対応可能ならば需要成長が安定している消

費財向けの比率を引き上げる動きが顕著になると考えられる。 



© 2015 Frontier Management Inc.  

ヘルスケア業界 ～ 『医療ビッグデータ』 

 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 

 様々な業界でビッグデータがここのところキーワードとなってい
るが、医療においても例外ではなく、国の施策でも各所で開かれ
るセミナーでもまた企業の取組でも頻繁に聞かれる。日本で医療
ビッグデータというと、ほぼその代名詞的に使われるのが医療保
険加入者の病歴・診療歴である。既に日立製作所（英国NHSと協
働）、富士通（グループ社員10万人の健保組合データ活用で糖尿
病予防）などが取り組み始めている。 

 しかし、このようなスタティック（静的）な文字・数値情報だけでは、
それが何十万人あるいは何千万人分の数十年分のものであって
も、テラでもペタでもなくエクサバイトのオーダーになってきている
ビッグデータの世界では「スモールデータ」である。画像診断デー
タを加えてもオーダー的には大して増えない。ただしゲノム情報
が入ってくるとスタティックでもかなりオーダーは上がる。 

 医療ビッグデータがアナリティクスと相俟って威力を発揮するの
は、時刻歴的により高頻度で連続計測された複数のバイタルの
時刻歴である。ある研究では、長期に複数のバイタルを連続計測
で計測し分析したところ、従来考えられなかった傾向が浮かび上
がってきたとある大学教授からうかがった。あくまでも仮に10億人
の100種類のバイタルを0.1秒間隔で50年間記録し、1データポイ
ントを1バイトとすると約1.6ゼタバイトと桁違いのビッグデータにな
る。多くの疾病は複数のバイタルの変化に現れるからである。 

 昨今顕在化してきたセンシング技術の進歩（ウェアラブル等も含
む）とアナリティクスの高度化、それにデータ伝送およびストレー
ジの日進月歩の性能向上によって初めて現実味を帯びてきた。 
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電子デバイス・材料業界 ～ 『分水嶺の電子産業』 

 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） 

 ある大手部品企業の勉強会で講師を務める機会を頂戴したが、
事前に見せていただいた同社の経営資料から、改めて以下のこ
とを考えた。 
 同社の販売数量と販売単価をみると、ITバブル後の2001年度
から、次のピークとなった2007年度までは、数量が＋200％（3
倍）、単価が1/2、すなわち売上高は＋50％、営業利益は5億円
→100億円近くとなった。 
 一方、2007年度と2014年度では、数量＋20％、単価1/2、すな
わち、売上高は－40％、営業利益は5億円未満に減少した。 

 ハイテク産業は、９０年代のパソコン、２０００年代の薄型テレビ、
２０００年代半ば以降の携帯電話と、大型のヒット製品が生まれ、
数量が年率２０％程度増加することは所与のものであった。数量
の拡大→量産による単価下落→更なる需要の拡大、という黄金
循環である。 
 しかし、PCは４億台、薄型TVは２億台、携帯電話は20億台超
の市場となった。PCとTVはすでにゼロもしくはマイナス成長、携
帯電話も早ければ2016年にはゼロ成長になる可能性がある（す
べて金額ベース）。PCとTVと携帯電話を合計すると市場規模は
ざっと100兆円。100兆円産業となったハイテク産業が年率20％
成長を持続することは現実的ではない。数量増を前提とした価格
低下は成立しなくなると同時に、新分野の開拓が必須となる。 
 日経エレクトロニクス10月号の特集は「分水嶺の電子産業」で
あった。「次」への意識が醸成されはじめている。 
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『コンシューマ向けビジネス』 

 ㈱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 

 10月7日に日本製紙と特種東海製紙が産業用の段ボール原紙
やクラフト紙の生産・販売提携の協議をしていくと発表した。販売
機能を統合した新会社設立や、特種東海製紙の島田工場の分社
化、およびこれら新子会社への出資との内容である。段ボール原
紙はコモディティだが、これまで比較的高い収益性を保っていた。
しかしここ数年で原燃料価格の上昇などにより事業環境が厳しく
なってきていた。今回は両社とも新会社に対して一定以上の持分
を保持する内容だが、コア事業・非コア事業の選別が進む中で、
将来的にはよりシンプルな構造になっていく可能性もあるとみら
れる。 

 再編の動きの一方、製紙メーカー各社が現在注力している方向
性として下流ビジネスの強化が挙げられる。加工機能や、紙の性
質を変えたり特殊な機能を付加するコンバーティング機能の強化
が代表的である。最近増えているのは紙おむつなど既に実績が
あるヘルスケア分野であり、この分野では、最新素材であるセル
ロースナノファイバーを使用して消臭機能を高めた紙おむつを日
本製紙が発売したほか、中小製紙メーカーでも高齢者向けの紙
製品を新たなビジネスとして検討するところが出始めている。 

 その延長線上にあるのがコンシューマー向けビジネスの本格化
であろう。海外ではコンシューマー向けの紙製品で高いブランド力
と収益性を有するメーカーも存在する。将来的には国内製紙メー
カーでもこういった分野が有望な領域になってくる可能性がある。 
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ディスクレーマー 
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