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今月のトピックス  
  ～ 『経済規模と国内テクノロジー市場』                                 
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テクノロジー関連業界 ～ 『経済規模と国内テクノロジー市場』 （1/2） 

 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 

産業調査部長 

 2015年、グローバルで15億台前後に拡大したスマートフォンの
日本市場は約3000万台。世界市場の2%に過ぎない。さまざまな
契約上の問題があるが、市場の半分前後をi-Phoneが握り、他の
日本参入メーカー（日系、韓国系、台湾系、中国系）の国内出荷
台数は、世界市場の1%程度。そのうち日系の出荷台数は2/3程
度、概ね1000万台程度と推測され、既に規模的に世界市場で戦
うことは難しい。 

 端末事業自体に付加価値が少なく、スマートフォンのもたらす市
場全体のエコシステム構築が高収益のポイントであることは周知。
OSはほぼ2社で寡占化され、広告などの主要なサービスも世界
的に見ると国内企業の存在感は薄い。コアとなる一部の電子部
品・デバイスで市場拡大の恩恵を受ける企業があるが、スマート
フォン関連エコシステムの規模からみて、僅かな恩恵に留まる。
ただしこの状況はハード主体の産業全般に言えることで、韓国・
中国メーカー等、アジア全域でも十分な収益は出せていない。 

 一方、サービスにおいてはそれぞれの地域におけるインフラの
状況、国民性や嗜好性などが異なり、ビジネスチャンスがある。
各種ECやゲームなどは、国内のサービス業者が収益水準を含
め大きな恩恵を受けている。過去、民生系ハードウエア業界は日
本が絶好のテスト・マーケット（所得水準比で高額品を購買、同一
民族、同一言語、所得分散小、比較的狭い国土、等）であった。
現在は残念ながら、消費者は既にハードに超過価値を見出さず、
テスト市場としてもワークしていない印象がある。 
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テクノロジー関連業界 ～ 『経済規模と国内テクノロジー市場』 （2/2） 
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 左図は横軸に購買力平価ベースの一人当たりGDPを各国別に、
縦軸にスマートフォンの所有率をとって相関を見た。一人当たり
GDPで2万ドルを超える国で日本のスマートフォン所有率は最も
低く40%程度。韓国と比較すると半分以下、先進国内では最も低
い。最新のテクノロジーを用い、巨大なエコシステム市場を支える
スマートフォン端末が40%程度しか所有していないと、①エコシス
テム市場も小、②高齢化・少子化で今後のポテンシャルも小、と
の判断から、今後もイノベーションが進まない可能性大と考えら
れる。 

 「日本人は農耕民族で変化を好まない」、「現在の生活を支える
ガラパゴス・スタンダードは日本にいる限り快適」、という国民意識
を変えないと、サイクル上から今後2-3年内に起こる可能性があ
る新テクノロジーの変革期に、次は致命傷を負う可能性が高い。
変革は、AI・IoT・クラウド、など実用期にある新技術に加え、 

2020年前後にはVR・ホノグラムなどの視覚系出力、触覚セン
サー・脳波などによる新たな入力手段などによりもたらされよう。 

 変革をリードする上で、エコシステム構築が最重要だ。ハードの
開発で先行するのは必要条件だが、産業育成には様々な規制
（既得利権者の権利を守る）、を大胆に緩和し、サービス・コンテン
ツからユーザーに対し「新規性」、「利便性」、「娯楽性」、「コスト
性」を満足させる必要があろう。また今までの同じ産業内の業界
再編は、中長期的にサービスを含む垂直統合的再編となる可能
性もあろう。 

スマートフォンの普及率と一人当たりGDPの相関図 

情報は IMF Pew Research Center公開資料よりFMI作成  
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産業調査コラム 
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流通業界 ～ 『系列化が着実に進展する食品流通』 

 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 

 流通業界の今春の人事異動。セブン＆アイの鈴木敏文会長の
退任が余りにも衝撃的なニュースだったために、他の人事は注目
の対象外に追いやられてしまった。鈴木会長の退任については
多くのメディアで既に消費し尽くされたので、本稿ではあえて言及
しない。それよりも重要なことは、この春の人事で食品流通の系
列化の動きが更に鮮明になってきたことである。 

 20世紀後半に急成長した日本の食品流通は、戦国時代に例え
られるほど群雄割拠の様相を呈していた。卸売業も小売業も、創
業社長らが自ら指揮をとり、戦国武将さながらに陣取り合戦を進
めた。エスタブリッシュメントたる大手商社は、それら戦国絵巻を
ただ遠巻きに見ているだけであった。しかし、21世紀に入っての
食品流通は、卸売業も小売業も、商社が軸となった系列化が進
展している。特に、圧倒的な販売量を誇示するコンビニエンススト
アにおいてその傾向が顕著であり、三菱商事や伊藤忠からの人
材登用や商社出身者の昇格が積極化したのも今回の人事の特
徴である。 

 今後考えうるシナリオは２つ。一つは、商社による流通制御が更
に進展し、メインバンク制のように商社を頂点とした流通コングロ
マリットが複数出来上がるシナリオ。もう一つは、独立系卸売業や
小売業が、商社系とほぼ互角の競争を繰り広げるシナリオ。超過
利潤を求める資本家は前者を選好し、健全な流通の競争を求め
る消費者は後者を選好するであろう。果たして結果はいかに。 

 

 

『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） 



© 2016 Frontier Management Inc.  

情報通信業界 ～ 『好決算の裏で変曲点を迎えた大手通信キャリアの事業構造』 

 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 

 大手通信事業者も2016年3月期の決算を公表した。加入者数
が引き続き成長を続けていることに加え、スマホの普及によって
パケット通信ARPUが増加していることで、ドコモは大幅営業増益、
KDDIは史上最高益を記録するなど各社好決算となった。 

 中でもKDDIは、2000年3月期にわずか763億円であった営業
利益が、IFRSへの会計基準変更があり単純な比較は適切では
ないが、2016年3月期は8,333億円と10倍以上の利益成長を達
成するに至った。 

 そうした大幅な利益成長の一方で、通信事業者の事業構造が
大きく変化し始めたことも読み取れたのが今回の決算発表である。 
KDDIでは有利子負債圧縮が緊急の課題であった2000年代初頭
の一時期を除くと、毎期の設備投資額は常に減価償却費を上
回ってきた。成長期にある企業であれば当然の現象ではあるが、
これが2016年3月期は僅かではあるが減価償却費が設備投資額
を上回って逆転したのである。このことは、国内を中心とするモバ
イル通信インフラ事業が文字通り刈取り期に入ってきたことが財
務面からも明らかになってきたことを意味する。同時に、通信各社
経営陣が主張する通り、これら通信事業者が大規模な設備投資
を要しない非インフラ型事業にその成長を明確に託し始めたこと
の証左でもあると考える。 



© 2016 Frontier Management Inc.  

消費財業界 ～ 『ガラパゴス化を仕掛ける』 
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 1996年に日商岩井㈱（現、双日㈱）に入社し全社
再生プロジェクト等を経験後、ローランド・ベル
ガー、ブーズ・アレン・ハミルトン等のグローバル
コンサルティングファームで多様なプロジェクトに
従事。2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入
社し、2016年にコンサルティング第3部長に就任。 

 消費財・小売・サービス業界を中心に全社成長戦
略、海外戦略、ブランド戦略、現場改革、事業再
生等に取り組む。特に消費財メーカーの商品開
発に深く関与し戦略策定から関連組織・業務プロ
セスの改革、人材育成までを一貫して支援するプ
ロジェクトを多数経験。 

 「時間消費で勝つ！」（日本経済新聞出版社、
2015年）、「時間資本主義における『コト』の変化」
（日経ビジネスオンライン、 2014年）、「データで
みる流通」（チェーンストアエイジ 、2014年）、「商
品開発力の磨き方」（同、 2014年）等、消費財・
流通業界に関する著作・寄稿多数。 

 

松本 渉 

Wataru Matsumoto 

コンサルティング第3部長 

 

 近年、ビールやハンバーガー、コーヒー等の食材で高付加価値
商品が人気を集めている。産地や作り手の個性に基づく希少性
の訴求が特徴で、日本だけではなく世界的に起きている現象と言
えそうだ。 

 このブームにあやかろうと大企業もクラフトビール等の買収に乗
り出している。しかしここには落とし穴がある。その土地でしか味
わえないからこそ訴求してきた希少性が失われると急速にブラン
ド価値が低下するからだ。事実北米のクラフトビール市場はメ
ジャーになり過ぎて陰りが見え始めているという。 

 大企業はこのような土着の希少性を有したブランド・企業との付
き合い方を根本的に考え直さなければなるまい。買収してメ
ジャー化を仕掛けるマスメディア時代の手法はSNS主流のミレニ
アル世代には通用しないようだ。 

 むしろ意図的に「ガラパゴス化」を仕掛けることを提案したい。特
定の地域・生産者などに開発・生産を限定し、独自の進化を促す
のだ。フランス政府が長い歴史の中で培ってきたワインのブランド
価値は実はこの手法で築かれた。銘柄ごとに産地や作り手を限
定し、独自の製法の進化を促すことで、世界中が憧れる多様で豊
かな市場を創造したのだ。シャンパンという産地限定のスパーク
リングワインカテゴリーは究極の「ガラパゴスブランド」と言える。 

多様な土着ブランドとネットワークを築き、その「ガラパゴス化」を
通じて新しい市場を作る大企業が生まれることを期待したい。 
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素材業界 ～ 『世界と戦い企業が成長するには再編も必要?』 

 ㈱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 

 海外から農薬事業を主体とした大規模な化学業界再編の
ニュースが聞こえてくる。ダウ・ケミカルとデュポンが統合合意、中
国化工集団がスイスのシンジェンタを買収することで合意、さらに
バイエルがモンサントに買収提案など、実現すれば全て大型の
M&Aである。昨年、農薬において最大の南米市場が不振であっ
たことが背景にあると考えられる。これらのM&Aは、厳しい環境
においても貪欲に成長を追求する動きと見ることもできよう。 

 一方、国内に目を転じると、2015年度は原料安、円安などの寄
与があり好決算を発表した企業が多かった。このため事業低迷を
反映した業界再編の動きは見られていない。一方、コーポレート
ガバナンスコード導入の影響もあり、決算と同時に中期経営計画
を発表する化学会社が多い。国内景気が踊り場に入っており、円
安効果も一巡、さらに中国の経済成長率鈍化など、事業環境は
追い風から向かい風に転じている。2016年度は利益減少を予想
する化学企業も散見される。中期経営計画スタートとしては厳し
い年と言える。 

 化学企業の中期経営計画は共通点が多い。独自技術を活用し
たスペシャリティケミカル事業の拡充、汎用事業の縮小あるいは
コスト競争力強化、それに応じた経営資源の配分などである。各
社でフォーカスする分野が異なるものの、世界的には伸びる市場
には参加者が多く競争は激しい。つまり利益成長は簡単ではない。
本当に成長を追求するならばまず業界再編を行い、世界で戦え
る体制を整えることが必要な企業もあるのではなかろうか。 
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ヘルスケア業界 ～ 『異業種ならではのブレイクスルー』 

 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 

 最近着目したトピックのひとつに、キヤノンが京都大学と高額な
がんの主力検査装置の価格を従来の1割程度に抑えられる技術
を開発し、導入病院の拡大や診断費用の低下が見込める、という
ものがあった。MRIの実売価格を考えるとこれを報じた記事にあ
る「従来の1割」とまではならないが、それでも大幅な原価低減で
圧倒的な価格競争力の獲得が可能になる。筆者が勤めていた
GEにSiemensとPhilipsスを加えた3社が大型画像診断装置3強
であるが、キヤノンのこの技術が商用化されれば、3強の牙城を
崩すことも夢ではない。 

 もっとも、先進国でMRIやCTなど大型画像診断装置の飽和、医
療費抑制圧力もあり成長性に乏しくかつ価格下落により収益性も
低下、最早魅力的な市場ではないが、更新需要は見込め、低価
格となれば中古機器が流通する新興国展開も視野に入り、戦略
的に極めて王道を行く方向性である。 

 GE等既存プレイヤーも原価低減努力は続けているが、既得権
益を有する既存プレイヤーにとってこのようなdisruptiveなイノ
ベーションは実際には難しく、異業種参入の意義は大きい。 

 キヤノンがこの事業戦略を遂行する要件は製品化と販売チャネ
ルであり、この補完のため東芝メディカルを買収することになった
が、この機会はおそらく後にも先にもこれきりの好機であろう。異
業種のヘルスケア領域への参入の華々しい成功例として結実す
ることを見守りたい。 
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電子デバイス・材料業界 ～ 『マブチモーターはハイテク産業の先行指標』 

 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 

 AppleのiPhoneの大幅な減産をうけて、携帯電話産業の成熟
が喧伝されるようになった。本メルマガ産業調査通信 2015年10
月号「三つのゼロと大型再編」は、ハイテク産業の成長を支えてき
たパソコン、テレビ、携帯電話(含むスマートフォン)の成長がゼロ
になることを指摘したものであった。 

 世界のハイテク産業は、パソコン、テレビ、携帯電話に続く牽引
役を探すことが必須になっているが、その先行指標がマブチモー
ターであると筆者は考えている。 

なぜなら、マブチモーターは携帯電話向けの依存度が実質的に
ゼロであったために、10年前にすでに需要の成熟を経験したから
である。同社の営業利益のピークは2002年度の291億円。同期
の売上高1163億円のうち450億円がAV機器であった。その後、
営業利益は2009年度に30億円まで減少している。AV機器向け
モーターが107億円へ激減したが、同社には他の部品メーカーの
ような携帯電話向けの製品がなかったのである。しかしながら、
2015年度の営業利益は230億円まで回復している。牽引してい
るのは自動車向けであり、同産業向けの売上高は964億円に達
している。 

 マブチモーターは、他の電子部品企業がスマートフォン需要に
沸く中、極めて厳しい10年間を過ごしたが、その間に自動車向け
に転換を図ったのである。スマートフォンという最大の成長顧客を
失う他社は、マブチモーターが過去10年かけて成し遂げた事業
転換を迫られることになるだろう。同社がどのようにしてその事業
転換を実現したか？拙著「電子部品 営業利益率20％のビジネ
スモデル」にて詳述した。 

 

『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） 
『電子部品 営業利益率20％のビジネスモデル』（日本経済新聞出版社 2016年） 
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 ㈱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 

 足元の国内販売は軽自動車の落ち込みが顕著である。 

 軽自動車市場は13年度（14年3月期）には14年4月からの消費
税引き上げ前の駆け込み需要で226万台に達し、14年度（15年3

月期）の消費税引上げ後も大量の受注残を抱えていたことで、こ
の受注残を消化（消費税引き上げ分はメーカー、販社が負担）す
る形で200万台超えを保ったが、15年度には登録車以上に落ち
込みがきつくなった。 

 これは13年度と14年度上期に駈け込み需要で潜在需要を先食
いしたことに加え、当時は軽が先行して簡易型の衝突安全ブレー
キ等の安全運転支援システムを広く搭載し、登録車との商品力格
差が縮小していたことも要因として考えられる。 

 現在は登録車も安全運転システムの搭載が当たり前になって
おり、商品力格差が元に戻ったとみられる。足元はこれに三菱、
スズキの燃費不正測定問題が追い打ちをかけており、三菱と
OEM供給先の日産は販売停止、スズキもブランド信頼力の失墜
は免れない。 

 筆者は中期的な需要レベルは180万台レベルに戻ったとみてい
るが、今期に限っては160~170万台レベルへと落ち込むリスクが
出てきた、とみられる。 

自動車業界 ～ 『落ち込み続く軽自動車市場 

            ～ 消費税引上げ前の駆け込み需要の反動と燃費不正測定問題に揺れる』 
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『2015年度決算』 

 ㈱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 

 2015年度の紙パ大手企業の営業利益は前期比4割強の伸びと
なった。一部企業で買収企業の連結効果があったことが一因だ
が、殆どの企業で増益が確保された。注目点として、厳しい状況
が続いていたパッケージング系のビジネスに収益の改善がみら
れた点が挙げられる。もっとも、原燃料市況要因やコストダウンに
よるものが大きく、業界構造の変革が進んだわけではない。印
刷・情報メディア系ビジネスについても2016年度に収益の改善が
見込まれているが、状況としては同様のことが言える。 

 2015年にコーポレート・ガバナンスコードが制定されたことによ
り、上場企業は従来以上にROE水準を意識せざるを得なくなっ
た。ただしパッケージング系や印刷・情報メディア系のビジネスを
漫然と続けている限り、市場が求めるROEを達成することは多く
の紙パ企業にとり極めて難しいであろう。 

 紙パ企業が今後進めるべきは、成長分野（例えばパーソナルケ
ア。将来的にはCNFなども）を開拓していくことと、パッケージング
や印刷・情報メディア分野においては事業の枠組みを変え、多く
の付加価値を取り込める形にすることであろう。自社に無い技術
が必要になることも多く、M&Aは当然の選択肢である。印刷やコ
ンバーティングにおいて独自の技術を持ち、グローバル大手企業
（食品メーカーや日用品メーカーなど）とのパイプを持つ企業は有
力なターゲットになると考えられる。 
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ASEAN担当 ～ 『コミサリス会（インドネシアにおけるガバナンス機能）』 

 ㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）に入行、香
港上海銀行（東京支店）、独立系マーチャントバン
クを経て、2014年フロンティア・マネジメント㈱に
入社。 

 企業調査部門で小売業種を担当、1997年のアジ
ア通貨危機後のアジア進出日系企業の財務支援
プロジェクトを主目的とし、1998年～2006年まで
タイを中心とした東南アジア域内で、通貨スワッ
プや現地通貨建て起債環境整備などに関与。 

 香港上海銀行では、コマーシャルバンキング部門
で日系企業・アジア企業のカバレッジを担当。 

 ベンチャーキャピタルとアドバイザリー業務を行う
独立系マーチャントバンクでは、燃料小売ベン
チャーの事業再生や、映像コンテンツ運営ベン
チャーの知財カーブアウト（英国ファンドへの売
却）などをアレンジ。 

15 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 クライアントとの意見交換の中で、インドネシア事業について、
少ない（日本本社からの）リソースでいかに効果的・且つ合法的に
現地企業のガバナンスを利かせることが出来るかについて議論
する機会があった。その鍵の一つに「コミサリス会」というインドネ
シア固有（会社法上）のガバナンス体系がある。 

 コミサリス会とは、コミサリス（日本語訳では「監査役」「コミッショ
ナー」等）により構成される、取締役会とは独立した意思決定機能
であり、会社法上では「取締役会による会社経営を監督し、取締
役に経営に関する助言を行う機関」と定義されている。コミサリス
のメンバーは取締役同様、株主総会にて選任・解任され、①取締
役との兼任は認められないこと、②取締役会が業務を執行する
際にコミサリス会の承認を要求することが出来ること、③取締役
の業務執行を停止させ、会社の業務執行が出来ること等、経営
の支配権を法的に主張することが出来る点、インドネシア固有の
強いガバナンス機能と言える。 

 最終的な意思決定機関の最上位は株主総会となることから、合
弁事業などのケースの場合、持株比率の部分が支配権の最重要
項目となることは言うまでもない。他方、留意するべき点として、
上記にあるようなガバナンス機能について、冒頭「会社法上」と記
載したものの、具体的な条件や機能については、会社設立時に
登記する「定款」上にて予め規定しなければならない点である。即
ち、合弁交渉上の初期段階におけるガバナンス機能の議論の際
に予め上記点を理解し、総合的な意思決定機能を定義していな
ければ、「気づけば相手側に有利な事業運営」となりかねない。弊
社でもこの点に十分配慮しアドバイスする所存である。 
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中国担当 ～ 『海外上場した中国企業の本国市場回帰を取り巻く背景』 

 大和証券㈱、大和証券SMBC㈱香港現地法人

（現、大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッ
ド）、㈱大和総研、三菱UFJ証券㈱（現、三菱UFJ

モルガン・スタンレー証券㈱）を経て、フロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。Frontier Management 

(Shanghai) Inc.（100％子会社）の副総経理に就
任。 

 欧米亜株式のトレーディング業務および個人投
資家、事業法人向けの外国株式のセールス推
進・サポート業務、アジア株式のセールス推進業
務を担当。 

 日系企業の中国進出戦略策定、業務提携、合弁
事業の立上げ、進出に伴う立地選別、部品調達
先の紹介、人材確保の支援等多岐にわたる業務
を担当。 

 外国株式及び外国投資信託のセールス推進・サ
ポート業務、外国株式の基礎教育を担当。 
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榮 智亮 

Rong Zhiliang 

ディレクター 

 米上場の中国企業による本国での再上場が躓いている。中国
証券監督管理委員会（CSRC）は5月、海外に上場した中国企業
が本国での再上場を目指す際の影響について調査していること
を明らかにした。NYや香港で上場する中国企業が、高い株価評
価を狙って本国市場へ回帰するために「非公開化」する動きが相
次いでいるが、これらの企業の株価は急落している。 

 オンライン音楽サイトYYの株価は非公開化に向けて動いた結
果20％急落した。スマホ大手の「小米（シャオミ）」の創業者を含
む投資家グループはYYの株式非公開化を目指しているが、25億
ドル（約2,700億円）規模のこの計画を中断した。そのためYYの
株価は非公開化のための買収提示価格の68.5ドルを34％下回
る結果となったが、これは期待していた買収が中断され再開の動
きがないことを市場が悲観していることの表れであろう。 

 中国の規制当局であるCSRCの懸念点は、中国企業が本国再
上場により法外に高く評価され、関連セクター市場株価の混乱に
繋がる恐れがないかということ。YYはNY市場でのPERが15倍前
後であるが、深センの新興企業向け市場「創業板（ＣｈｉＮｅｘｔ）」指
数はPERが平均65倍前後となっている。しかし、最終的にはこう
した企業は中国の規制当局の不興を買うことなく、非公開化し本
国再上場を実現できるのではないだろうか。YYの場合も、投資家
グループは今のところ買収計画を一旦保留したに過ぎず、規制と
いう足元の不透明感が晴れれば計画を再開する可能性があると
思われる。 
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ディスクレーマー 
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