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今月のトピックス
～ 『中国の「爆投資」 』
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電子デバイス・材料業界 ～ 『中国の「爆投資」 』（1/2）

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。
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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

6月の台湾ハイテク企業の売上高は、もちろん製品・企業によっ

て強弱はあるものの、全体としては回復基調であったようだ。

さて、世界有数のロボットメーカーKUKA(他の主要企業はファ
ナック、ABB、安川電機等）を中国企業が買収すると報じられてい
る。また、先月には、NXP（元フィリップスの半導体事業）の半導
体素子事業も中国が買収した（27.5億USドル）。日本企業にも買
収の打診はあったようだが、想定金額ははるかに低かったと推定
される。

昨年も、世界2位のイメージセンサーメーカー米国Omni Vision
の買収（100％買収。19億USドル）、世界4位の半導体後工程企
業シンガポールSTATS ChipPACの買収（100％、7.8億USドル）、
世界5位の半導体後工程企業台湾Powertech Technologyの株
式取得（25％、200億台湾ドル）、ファブレスのメモリー半導体メー
カー米国Integrated Silicon Solutionの買収（100％、7.3億USド
ル）など、巨額の買収が続いている。

中国は、昨年、国家計画「中国製造２０２５」を公表、付加価値の
低い組み立て加工事業から、部品、半導体、機械など高付加価
値製造業への転換を目指している。

世界の工業国は、イギリス→ドイツ→米国→日本→中国と変遷
してきた。中国が部品・装置を目指すのは当然のことであり、日本
企業も競争に備えなくてはならないし、また、株価を高く維持する
ことも重要である。

『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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電子デバイス・材料業界 ～ 『中国の「爆投資」 』（2/2）

情報は各社公表資料より入手
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産業調査コラム
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流通業界 ～ 『インバウンド消費減少が示すもの』

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

インバウンド消費が2015年後半から変調し、2016年前半は減

少に転じた。旅行者の日本滞在中の支出に占める買い物代は、

欧米は20％以下、一方、中国や東南アジアからは40～60％と大

きい。現在、この買い物代部分が大きく減少し、インバウンド消費

全体のトレンドを押し下げている。

しかし、インバウンド消費が今後も更に厳しくなるという訳ではな

い。振り返れば、1980年代後半の円高を追い風に、多くの日本人

が初めて欧米に出かけ、ブランド品を買い漁り、世界遺産に落書

きするなどして世界中から非難を浴びた時期があった。しかし、そ

の後は日本人の旅行スタイルも洗練され、旅行時の支出もモノか

らコトへと大きく変容した。

アジアからの旅行者も、炊飯器を大量に買っていくような状態は

続かない。眼前の動きはインバウンド消費の減少ではなく、内訳

の変化の始まりである。今後も東京オリンピックに向けて、訪日旅

行者は増加していく。個人消費に関連する日本企業群は、従来

発想ではなく、洗練して変化していくアジアからの旅行者の需要

に合致する商品やサービスを打ち出す必要がある。目先のイン

バウンド消費の減少は、日本企業へ変化せよというメッセージに

相違ない。

『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 ～ 『孫さんの「クレイジーな構想」』

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

先月の当コラムでは、アローラ氏と袂をわかった孫氏の次の「ク
レイジーな構想」を早く見てみたいと書いた。しかしまさか僅か1か
月で、小職のような凡夫には考えもつかないクレイジーなアイディ
アを打ち出してくるとは、ただただ驚嘆するばかりだ。

ARMという企業は、スマホの時代は言うに及ばず、その前のガ
ラケーなどと揶揄されるようになった時代のその更に前から世界
のモバイルデバイスのコアを支配していた。

だがそんなスゴい企業を買収するというのに、株式市場はネガ
ティブな反応を示した。現在のソフトバンクの主業とのシナジーが
見えないことや財務体質の悪化等が主な理由の様である。

ただ今やソフトバンクの事業ポートフォリオは驚くほどの広がり
を見せている。しかもそれらは一見するとシナジーがあるようだが、
実態は殆どシナジーがない事業・地域の集合体なのである。実は、
このことが同社のリスクを下げていると考える。栄枯盛衰の激しい
世界では、個々の事業が密接に関連しているとイノベーションの
波に飲みこまれ全てが共倒れになってしまう。

その意味では現業とシナジーが少ないこと、技術の適応拡大が
更に加速する可能性があること、市場がグローバルにまたがって
いること、そして勿論技術的な優位性を保持していること等を考え
ると、ARM買収は（値段が多少高すぎるという議論の余地はあろ
うが）事業ポートフォリオという観点では、優良な一手であると考
えられよう。
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消費財業界 ～ 『農業リスクとの向き合い方』

9

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

近年流通企業や外食企業、食品メーカーの農業への取り組み
が停滞している。農地法改正後活発化した農業参入の勢いも失
速気味だ。6次産業化の先駆的取組と言われたニチレイの野菜
保蔵・加工事業も今年撤退に至った。

大企業の農業参入目的の多くは食材の安定調達だ。機械化や
IT化を通じて、天候変化・害虫被害・市況変動等、農業特有のリ
スクをコントロールし、一定の品質・安定した量を決まった時期に
調達することを目論む。しかし1万年超の農業の歴史はまさにそ
のリスクとの戦いそのものであり、ことはそう簡単には運んでいな
い。

ところで近年、上記リスクに対し異なる向き合い方をする例も生
まれている。「いつでも、どこでも同じ商品を提供する」という価値
観を捨て、「その日・その場所でしか味わえない、旬の食材・料理
を提供する」ことこそ、消費者が求める食の価値と捉える。リスク
を管理しようとするのではなく、むしろ活用しようという発想の転換
だ。セブングループが各地域固有の旬の食材を活用した惣菜の
開発を強化するなど、大企業の取り組みにもその兆候が見られる。

このようなモデルを突き詰めると、大企業の役割は大きく変化し
ていく。画一的な商品を自社で生産・加工するのではなく、個性あ
る商品を生産する小規模・個人を支援・育成するビジネスが本格
化するだろう。

10年後の大企業の農業は「リスクコントロール型」と「リスク活用
型」に二極化しているかもしれない。
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素材業界 ～ 『株式市場が高い評価をする企業とは?』

㈱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

株式市場はどのような企業を評価しているのであろうか。東証
一部の化学セクターには132社が存在している。上位5社は、花
王、信越化学工業、富士フイルムホールディングス、日東電工、
資生堂であり、総合化学は入っていない。時価総額は毎日変動
するため、一喜一憂するべきではないが、長期トレンド、相対的な
位置付けなどは意識すべきである。

市場からの評価が高いのは、営業利益率や資産効率といった
効率性の指標が高い会社、あるいは利益率が高い事業・製品が
拡大し、今後の効率改善が期待できる会社である。化学業界は
時代とともに供給する主力製品が変化している。肥料や無機化学
から石油化学を経て、スペシャリティケミカルの時代へ移行してい
る。販売地域でも国内からスタートし、輸出を開始し、海外拠点を
拡充することで世界へ供給先を広げている。

時価総額の順位が長期トレンドで上昇している企業は、高い利
益率の製品構成が上がっている、あるいは高い利益率を有する
製品の販売地域が広がっているなど、今後の利益成長が期待で
きる企業である。富士フイルムホールディングスのように、銀塩写
真の技術を応用し、ヘルスケアへ経営資源を大胆に投入し事業
構造を転換している企業もある。事業構造を変えるか販売地域を
拡大させなければ、競争が激化し業界内の相対的な地位は低下
する。明確な戦略無く事業構造を変えるのは論外だが、止まって
いては存在感が低下するのは歴史が証明している。超低金利の
時代、どの企業にも評価を高めるチャンスはある。
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ヘルスケア業界 ～ 『メガファーマの構造改革』

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

去る4月のことになるが、グローバルメガファーマの一角である
AstraZeneca（アストラゼネカ、英）は先般、年間11億ドルのコスト
削減策と目標を発表した。これは、同社の主力製品である
Crestor（高脂血症治療薬、2014年グローバル売上高55億ドル、
品目別で12位）の特許が今年失効することに起因するものである。
ちなみにCrestorを創製したのは日本の大手製薬会社の一角で
ある塩野義製薬である。

同社のコスト削減策には、2016年と2017年のシェアードサービ
ス活用を前提とする販管費削減に加え、生産拠点の統廃合が含
まれ、バイオ医薬品製造能力拡大の投資原資も捻出する、「戦略
的」なコスト削減である。着目すべきは生産拠点の統廃合で、英
ブリストルにあるCrestor原薬の製造拠点と、2018年に特許失効
する同社主力製品Pulmicortを生産する米マサチューセッツ州ウ
エストボローの2拠点を廃止するというもの。

これまでメガファーマは生産拠点の廃止や譲渡を行なってきて
いるが、包括的な全社戦略の一環として行う例は珍しく、やっとこ
こにきてメガファーマの構造改革が他業種のように「戦略的」に行
なわれるようになってきたことは、永きに渡り筆者も期待していた
ことでもあり、喜ばしい。

AstraZeneca以外にも、Sanofi、Novartis、Merck (MSD)、GSK、
Teva等の大手も同様の構造改革の必要性に迫られ、 Sanofiも
生産拠点の統廃合を始めており、 Tevaも過去5年にわたって主と
して製造部門の人員削減を進めてきている。
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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

緊急時に作動する自動ブレーキシステム（衝突被害軽減ブレー

キ）の装着率が急速に高まっている。先鞭をつけたのはスバルの

前モデルのレガシィで、2010年に10万円という価格設定もあって

一気に需要が広がった。15年に入ると登録車の比較的新しいモ

デルで8～9割、軽自動車でも乗用モデルで4～7,8割にまで拡大

しており、重要な販促ツールという位置づけから販売上必須のア

イテムになりつつある。

一方で自動ブレーキシステムは国内販売車両において数少な

い日系部品メーカーの影の薄い分野で、足元はコンチネンタル等

の欧米系メガサプライヤーの存在感が大きい。ここにきて一部の

メーカーにコンチネンタル製から日系に切り替えるといった動きも

あるが、まだ全体的なトレンドにはなりきれていない。

「弊社にはコンチネンタル製よりもいい製品を出せる力がある。」

（大手部品メーカー）というが、自社製品を普及させてこそこの発

言に説得力が出てくる。

個々のコンポーネント、デバイスにおいて日系が優れていること

は論を待たないが、今後はコストとシステムを進化させるスピード

が日系メーカー巻き返しのポイントになろう。

自動車業界 ～ 『急速に普及する自動ブレーキ
～部品メーカーは自動化・電動化トレンドを自社の成長戦略に取り込めるか』
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三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）、興銀
証券㈱（現、みずほ証券㈱）、日興ソロモン・スミス
バーニー証券会社（現、シティグループ証券）、マイ
クロソフト㈱（現、日本マイクロソフト㈱）、日興シティ
グループ証券㈱（現、シティグループ証券）、フィー
ルズ㈱を経て、2016年にフロンティア・マネジメント
㈱に入社。

1998年から2016年までの18年間、アナリスト業務お
よび事業会社にて、一貫してエンターテインメント業
界に携わる。セルサイド・アナリストとしては、エン
ターテインメント業界の他、メディア業界、インター
ネット業界、ITサービス業界のリサーチも担当。

2003年から2005年に在籍したマイクロソフト㈱では、
同社のゲーム機Xbox360の日本ローンチ戦略、お
よびオンラインサービス「Xbox Live」のマーケティン
グ戦略を担当。2014年から2016年に在籍したフィー
ルズ㈱では、IR、およびゲーム系子会社管理を担
当。
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福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト

最近のエンターテインメント業界では、VR(仮想現実)やAR(拡張
現実)の活用についての話題が増えている。特に、後者の代表例
として、日本でも人気沸騰中の「ポケモン Go」が取り上げられるこ
とが多い。

「ポケモン Go」は、位置情報を活用したARゲーム技術に、「ポ
ケモン」という極めて知名度の高いキャラクタを搭載したものであ
り、新技術の普及に著名キャラクタが大きく貢献する顕著な例と
言える。

過去にも、ゲームへの没入感を増す半球ドーム型スクリーンを
使用したゲーム技術に、「機動戦士ガンダム」の世界観を注入し
たアーケードゲーム「機動戦士ガンダム 戦場の絆」、「スター
ウォーズ」の世界観を注入したディズニーランドのVRアトラクショ
ン「スターツアーズ」など、著名キャラクタが新しいエンターテイン
メント体験の普及を後押しするケースが多々見られる。

ヘッドマウントディスプレイ（HMD)を活用した最近のVRに関して
は、一般大衆の理解や興味が高まっているとは言い難い状況に
あり、ゲームファンやエンターテインメント関係者による所謂“内輪
受け”の状況と考えられる。“内輪受け”の状態に留まり、VR用
HMDが高額と認識されれば、期待外れとなった家庭における3D
コンテンツ体験の再現となる可能性もある。

従って、VR体験を一般大衆化するためには、上記のような著名
キャラクタやIPによる後押しが効果的となろう。グローバルで認知
度の高いキャラクタやIPを用いたVRコンテンツを、まずは実験的
に多人数に体験させる試み、特にアトラクション型のVR体験施設
が、VR体験普及に向けた第一歩として注目される。

メディア・エンターテインメント業界 ～ 『VRの普及に向けて』
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紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『事業の絞り込み』

㈱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

2016年6月の紙の国内出荷が27か月ぶりの前年比プラスに
なった（ここで言う「紙」は新聞用紙、印刷用紙、衛生用紙、包装
用紙などであり、段ボールに使われる「板紙」は含まれていない）。
ただし、基本的には新聞や雑誌などの需要が落ち込む中で、6月
の国内紙出荷の増加は一過性の動きであろう。

基本的に紙の機能は「伝える」、「包む」、「拭く」であるが、このう
ち「伝える」の領域（新聞用紙や印刷用紙など）については世界的
にも市場が縮小している。この中で海外の大手紙パメーカーは
2000年代半ば頃から、1、包装・パッケージ事業、2、特殊紙・機
能紙など川下事業、3、紙おむつなど家庭紙事業、のように新聞・
印刷用紙以外で、成長を期待できる特定の分野への注力を明確
に進めてきた。

例えば世界最大の紙パメーカーである米国のInternational 
Paperはパッケージ事業に注力し、売上構成をこの10年で3割か
ら7割に高めている（営業利益構成比は3割から8割に上昇）。逆
にスウェーデンのSCAのようにパッケージ事業を売却し、紙おむ
つやティッシュなどの家庭紙事業に経営資源を振り向ける動きも
ある。かたやフィンランドのUPMのように機能紙系のラベル事業
を伸ばしている企業も多い。

これに対し日本の紙パメーカーは依然として様々な製品を扱う
総合紙パメーカーで、全体的に収益性や資産効率は低い。事業
分野の絞り込みは検討の余地があるものと考える。



© 2016 Frontier Management Inc. 

ASEAN担当 ～ 『ASEANに対する中国の影響力（ハーグ判決を受けて）』

㈱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

7月12日、オランダ・ハーグの仲裁裁判所は、フィリピンが提訴
していた南シナ海における中国との領海紛争についての判決を
出し、中国側が主張していた同国独自の領海境界線、いわゆる
「九段線」は法的根拠がないとした。「九段線」の否定は、南シナ
海をめぐるベトナム等他のASEAN諸国との領海問題にも波及す
ることもあり、当該判決後に開催されたASEAN首脳会議（7/15-
16）・外相会議（7/25）にどのように反映されるかが注目された。

これら会議の共同声明からは「中国」一国に対する批判は排除
される一方で、①埋め立てや活動拡大への行動についての自制
の重要性の強調、②域内航行と上空飛行の自由の重要性の再
確認、③国際法に従った紛争の平和的な解決を追求する必要性
の再確認といった声明が含まれる結果となり、国際世論の側面か
らは、中国の行動拡大姿勢に強い牽制球となったものと思われる。

他方、南シナ海をめぐる一連のイベントを経て中国が一定の影
響力を行使し、その結果として明確になったのは、ASEAN各国の
結束力の脆弱性であろう。中国にとってAEC経済圏全体（＝南シ
ナ海の領海・領空）が「反中勢力」になることが中国にとっての脅
威であることは疑う余地はなく、その意味で一連の中国の立ち回
りは、中国にとってはプラス（狙い？）であったかもしれない。

加え、今後Brexitの影響や米国大統領選挙の行方次第では、
先進国が更に内向き政策となる可能性も否定できず、中国から
のASEAN各国に対する個別インフラ建設支援や投資活動は一
層強くなる可能性があり、これに対して日本（政治面・経済面）とし
てどのように対処していくべきか、改めて考えるべきと思料する。
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中国担当 ～ 『中国の住建株と不動産価格の相反する動きに注目』

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

最近中国の不動産市場は活況だが、不動産開発業者の株価の動き
を追ってもそうは感じられないだろう。実はこの相反する動きが投資家
に警鐘を鳴らしている。中国の住宅価格は15年の年初以降、平均
11％上昇した。北京、上海等ティア１の主要大都市はこの間30％も価
格が高騰している。最近ではこの傾向がティア2都市にも波及し、年初
来で最大5％の伸びとなった。

だが、中国の住宅建設株は同様の動きを呈していない。大陸市場上
場の住建株の指標株価指数は今年に入り20％下落、アンダーパ
フォームしている。香港市場上場の中国住建株も14％安と低調。外国
人が自由に投資できる香港市場では、多くの不動産開発業者の株価
が簿価を下回る水準で推移中。こうした企業は総じて上海及び深圳に
上場する企業よりもバリュエーションが低い傾向にある。これをまたと
ない買いの好機と捉えることもあるが、一方で現在の不動産市場の回
復が持続不能であることを株式市場が示唆しているとも受け取れる。
不動産価格の急速な上昇を受け、一部都市では住宅購入を抑制する
政策が導入されている。住宅価格の高騰が続けばこの抑制策が他の
地域でも採用される公算は大きい。何れにしても、不動産開発業者は
住宅市場ブームの恩恵を受けていない。住宅価格の上昇とは裏腹に、
大陸市場に上場する業者の純利益率は１Q平均8％低下した。これら
の業者は今も多くの小都市に膨大な売れ残り住宅在庫を抱えている。

中国不動産開発業者の収益性は今後さらに悪化する可能性がある。
地価が主要都市を中心に大きく上昇、そのペースが近郊地域の平均
住宅価格の上昇を上回っているケースもあり、開発業者の収益を更に
圧迫する見通し。統計によると、不動産開発業界の純負債資本比率は
1Qに101％（14年末時点は89％）にまで急上昇した。この不動産開発
セクターの動き、株式市場からの警鐘は注目に値する。
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