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『台湾企業の売上高と社会・産業構造変化』



電子デバイス・材料業界：『台湾企業の売上高と社会・産業構造変化』

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。

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）
『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）

台湾ＩＴ企業の12月の売上高は前年比＋5％。4か月ぶりの
増収となった。

なかでも目を引くのはＴＳＭＣの＋34％。単月の売上高にさ
ほど意味はないが、同社の2016年度決算も出色である。売上
高9500億台湾ドル（+12％。台湾ドル＝3.6円として3.5兆円
程度)、営業利益3800億台湾ドル（同1.3兆円）、営業利益率
40％。

言うまでもなく、ＴＳＭＣの競争力は集積回路のウエハー加
工技術である。半導体産業は、技術の高度化とともに、設計、
前工程、後工程・・・と細分化し、ＴＳＭＣは前工程の王者と
なった。

しかしながら、振り返ってみれば、日本の半導体企業の競争
力の源泉は、世界で最も優れた製造力にあったのであり（設計
力ではなく）、日本企業（ＮＥＣ、日立製作所、東芝、富士通、
三菱電機）であれば同じ地位を確立しえたと思うと、非常に惜
しいと感じる。

最近、『週刊ダイヤモンド』で面白い記事があった。最近、
外食・小売産業が24時間営業を見直している。ファミリーレス
トランも例外ではない。1970年代、ファミリーレストランは、
「深夜に若者が集まれるコミュニケーションの場」（佐々木徳
久・ロイヤルホスト社長）として、深夜は店を開けていれば儲
かる“ドル箱”だったそうである。それが、無線通信技術の発展
によって集まる集合がなくなった、というのが一因らしい。

社会・産業構造の変化が企業経営にもたらす影響は大きい。
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参考：台湾企業の売上高

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：『宅配がなくなる日』

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。

松岡 真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

『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）

政府が宅配ボックスの普及に取り組む。2017年4月より、宅
配ボックスの設置費用の半額を補助する制度が新設され、物流
企業などが駅やコンビニに宅配ボックスを設置していくスピー
ドが加速する。宅配は、店舗での購買と比べて一見便利に思わ
れるが、実は、家やオフィスで受取人が待たなくてはならない
という問題がある。

スマホを駆使し、たった数分の「すきま時間」で何でもでき
るようになった現在、宅配の仕組みは、従前よりも更に不便に
感じられるようになった。全く知らない第三者が自宅に直接商
品を届けるという仕組みを好きではないという一人暮らしの女
性や老人も少なくない。商品を配送する側の物流業者としても、
宅配時に受取人が家やオフィスにいないという「不在率」が
20-30％に達しており、再配達のためのコストは莫大である。

今後は、各都市の各ブロックに一つ、宅配受取所のような機
能が設置されるであろう。既に、コンビニ各店舗、郵便局、駅
などに受け取り専用のロッカーを設置する動きがあるが、上述
の政府の政策がそれを後押しする。

人々は、購買した商品を通勤や散歩のついでに宅配受取所で
受け取るようになる。大型家電や大型家具を除いて、各家庭に
商品が届けられる宅配という行為はなくなっていくのではなか
ろうか。消費者が家やオフィスで宅配を待たなくてはならない
という負の時間も解消されるし、物流業者側も不在率問題とい
う頭痛のタネを解消することが可能となる。

「宅配がなくなる日」が遠くない未来に実現されるかもしれ
ない。
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情報通信業界：『iPhone誕生 10年に想う』

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。

合田 泰政

Yasumasa Goda

常務執行役員

Steve Jobs氏が初代iPhoneを発表したのが2007年1月。そ
れから10年が経ち、スマートフォンの販売台数は全世界で15
億台に達し、多くの国で人口普及率も50%を超えている。人
類文明史上最も普及速度の速い発明品であろう。

ただ圧倒的なユーザーインターフェイスの優位性とコンパク
トなサイズで当初は大成功を収めたiPhoneだが、わずか10年
で競争軸は大きく変わってしまった。

当時は端末デバイスとしての競争が想定され、Nokia、ソ
ニー、Samsungが仮想敵であった。しかし今日ではあらゆる
サービスにおいてクラウドが大前提となり、そうした流れを先
導するGoogleやAmazonが立ちはだかっている。またARやVR
についてもAppleはGoogleやソニーに遅れを取っているし、最
初は驚きであったSiriもAmazon AlexaやGoogle Assistantの
進化について行っていないように感じられる。

未来のスマホはどうなるのだろうか。クラウドにぶら下がる
多様な端末の一つとして生き残るのか、エッジコンピューティ
ングのコアデバイスとして我々の最も身近な存在であり続ける
のか。Appleは後者の方向性にベットしているように見えるが、
果たしてその戦略は成功するのだろうか。もしそうだとして、
AIやVRでの遅れは致命傷とならないのか。

もしSteve Jobsが生きていたらどう考えるのだろうか。
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テクノロジー関連業界：『新規事業は自動車関連とヘルスケア⇒同じ戦略で勝てるのか？』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

産業調査部長

日本のメディアは韓国企業の停滞・伸び悩み報道を大きく報
道するケースが多いが、エレクトロニクスにおいては既に日本
企業は一部を除き同じ土俵での競争相手になり得ない。

2016年のサムスン電子は、8月の「Galaxy Note 7」発火事
件でスマートフォンのシェア低下・収益悪化があったが、トッ
プであるメモリ事業の拡大で増収増益。営業利益は2.9兆円、
営業利益率14.5％となった。設備投資は2.4兆円、減価償却費
は2.1兆円、B/S上キャッシュは8.8兆円。スマホの影響が軽減
した10-12期は、営業利益9200億円、営業利益率17.2％であ
る。

サムスン電子の16年営業利益水準は、17/3期大手電機10社
（日立、東芝、三菱電、日本電産、NEC、富士通、パナソニッ
ク、ソニー、京セラ、村田製作所）の合計営業利益より大きい。
サムスン電子の主力商品メモリ、スマートフォン、テレビ、
ディスプレイデバイス、等は世界トップかそれに準ずる地位で、
業界内で平均以上の収益パフォーマンスを誇る。一方PERで
9.5倍・EV/EBITDAで3.3倍の水準に留まり、資本市場からは
成長性に疑念というより衰退企業のレベルで評価されている。

サムスン電子の2010年以降は、強力なトップダウン、デバ
イスを含むスマートフォン関連事業、通貨安(ウォン）、で一
気に日系企業に対し差をつけた印象。ただ、企業としてのDNA
は日本に近く、モノづくり事業に対するこだわりを感じる。結
果、サムスン電子が新たな成長へ向け本格的に取り組むのは、
自動車関連とヘルスケアという、日系大手と同じ選択である。

規模とスピードで劣る日本のエレクトロニクス系コングロマ
リット企業は、戦うなら次は勝つために、競争軸を意図的にず
らす必要がある。改めて過去と異なる戦略構築が必須だろう。
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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。



ヘルスケア業界：『2017年は表面化の年』

小林 創

Hajime Kobayashi

マネージング・ディレクター

2017年はどんな年になるかと聞かれたら「表面化」と答え
る。これまでくすぶっていた様々な社会／政治／経済的な問題
が姿を見せる年になると予測する。

米大統領選に際しマスコミが看過したサイレントマジョリ
ティと格差・隔絶の問題は急に発生したものではなく表面化に
過ぎないが、その影響は米国経済のみならず日本企業にも及ぶ。

国内の所得、都市対地方、国対地方自治体、世代間、医療・
福祉、雇用、金融、企業経営。対立の軸がもはや糊塗できない
ことが明らかになる。社会保障関連では大きな潜在的矛盾が表
面化する。介護サービス需要／提供能力／所得／財源の均衡。
医療の質とコスト、アクセスの均衡とイノベーションの評価。
年金制度が孕む世代間格差解消を阻む所謂シルバー・デモクラ
シーを非政治的に解決する方向で生まれるチャンスも出てくる。

先端技術。AI、IoT、再生医療などその期待が本物なのかが
見えてくる。AIやIoTはより具体性をもったキーワードと新た
なバズワードに取って代わられ、実際の活用は辺境から起きる
ことになる。前月号で取り上げた再生医療においても、グロー
バルで開発が進むいくつかの細胞由来製品の開発成否が明らか
になる。

この状況は経営の前提条件を変える。企業にも個人にも自ら
迅速に的確に一次情報を得て思考し判断し、規制業種であって
も積極的に率先して行動する力、そして常態化するM&Aおよび
アライアンスにおいて本質的な組織能力の欠如が雌雄を決する。
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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。



自動車業界：

加藤 摩周

Mashu Kato

シニア･アナリスト

欧米、中国での環境規制の強まりと急速充電器等のインフラ
整備により、グローバルな電動車両（ハイブリッド、PHEV、
EV、燃料電池車等の合計）の市場規模は2015年の210万台か
ら2020年には450万台、2025年には750万台と今後10年で急
拡大する、という予測が民間調査機関によって発表されている。

ポイントになるのは、2020年以後の急拡大の牽引役になる
のは日系メーカー得意のハイブリッドではなく、PHEV / EVと
みられていること、また日系メーカーが将来の電動車/環境対
応車の主役と位置付けていたFCV（燃料電池車）は2035年で
も本格的に普及しない、という点である。

もちろん米国における環境規制に積極的ではないといわれる
トランプ大統領の誕生等、普及の不透明要因は多く上記は確定
的な数字ではない。

ただし2017年以後のカリフォルニア州ではハイブリッド車
はエコカーの定義から除外される。カーメーカー、部品メー
カーともにFCVも含めて将来の研究開発の重点を早急に見直す
必要があるとみられる。
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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）。

『2020年以後本格的な普及が見込まれるPHEV（プラグイン・ハイブリッド車）
～ EV（電気自動車）への備えは万全か』



メディア・エンターテインメント業界 ～ 『セルルックアニメの浸透』

福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト

動きに対応したセル画を描いて、パラパラ漫画のように撮影
する従来のアニメ制作手法に対し、2017年は、表面は従来の
アニメ絵でありながら裏は3DCGという「セルルックアニメ」
と呼ばれる制作手法を用いたアニメ作品が、本格的に浸透する
年となる可能性がある。

業界を代表するアニメ会社東映アニメーションは、4月から
放送予定の「正解するカド」で、（劇場アニメでない）TVシ
リーズアニメで同社としては初めて「セルルックアニメ」によ
る作品を展開するほか、「セルルックアニメ」作品を多数リ
リースしているポリゴンピクチュアズが制作するアニメ版「ゴ
ジラ」が年内に公開予定となっている。

コアなアニメファンからは、「セルルックアニメ」に対し、
違和感が残るとの指摘も見られるが、アニメ制作会社の経験値
の蓄積によって、従来のアニメの表現に近い画像表現が「セル
ルックアニメ」で再現されるようになってきている。キャラク
タモデル制作の効率化や経験値の蓄積により、セル画を多数描
く必要がなくなると、アニメ制作人員のスリム化が実現される
可能性があり、日本独自の3DCG技術として、「セルルックア
ニメ」の浸透が業界再編を促す可能性もあろう。

現時点で、「セルルックアニメ」制作で実績のある会社は、
先述のポリゴンピクチュアズ、フィギュア製造で著名なグッド
スマイルカンパニーのグループ会社サンジゲン、ディスク製造
会社メモリーテックのグループ会社グラフィニカ、博報堂グ
ループのクラフターが挙げられる。「君の名は。」等のヒット
で活性化したアニメ業界において、このような会社群による新
しい挑戦に注目したい。
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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。



機械業界 ～ 『工作機械受注に回復の兆し』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

昨年12月の工作機械受注は前年比4％増の1,119億円と17か
月振りの前年比プラスに転じた。設備投資の先行指標として、
工作機械受注が取り上げられることが多く、受注の前年比プラ
ス転換はポジティブに受け取れそうだ。

日本工作機械工業会では、2017年の工作機械受注額は前年
比8％増の1兆3,500億円と3年振りの前年比プラスを予想して
いる。同工業会では、工作機械受注は緩やかに回復するとコメ
ントしているものの、2017年予想を月平均でみた受注は
1,125億円と、昨年12月の水準と同水準であることから、本格
回復とは言いづらい状況だ。

日本では、円安の進行、商品市況の回復、生産活動の持ち直
しにより、設備投資が回復する素地は整いつつあるようだ。し
かしながら、自動車、スマートフォン、家電製品などの最終製
品の世界需要の伸び悩みなどに加えて、為替動向も不透明であ
ることなどから、工作機械受注が再び成長軌道に戻るシナリオ
は描きにくい。

日本の工作機械受注額は、6～8年のサイクルで大幅なアップ
ダウンを繰り返してきた。今回のサイクルは、2017年で8年目
となるが、中国の景気対策、北米・中国の自動車販売好調、ス
マートフォンの本格普及などを背景に、過去のサイクルに比べ
ると高水準を維持している点で異なっている。2017年は、新
たな上昇サイクルに入るのかを判断する重要な年となりそうだ。
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日興証券株式会社（現、SMBC日興証券株式会社）に
入社し、同年、日興リサーチセンターに出向。INGベ
アリング証券会社（現、マッコーリーキャピタル証券
会社、メリルリンチ日本証券を経て、2016年フロン
ティア・マネジメント㈱に入社。

1987年から2016年までの29年間、セルサイドアナリ
ストの経験を有する。1992年からは日興リサーチセン
ター、INGベアリング証券会社（現、マッコーリー
キャピタル証券会社）、メリルリンチ日本証券にて、
機械業界を約24年間にわたって担当した。



紙・パルプ・ガラス業界 ～ 『コンクリートの製法』

石橋 克彦

Katsuhiko Ishibashi

シニア・ディレクター

米国のトランプ新大統領は就任演説で、新しい道路や橋など
のインフラ投資を積極的に行っていくことを表明した。以前か
ら示唆されている1兆ドルといった金額が実際に費やされるか
は分からないが、米国の建設関連セクターへの追い風にはなり
えるだろう。

もちろんこれらのインフラ投資は新規のものではなく、基本
的には50年以上昔に建設された、寿命を迎えたコンクリート構
造物の更新が中心になるはずである。コンクリート構造物の寿
命が来る主な理由として、補強のために使用されている鉄筋が
腐食することが挙げられる。

一方、ローマのコロッセオなどの古代建造物でもコンクリー
トが使用されている。これらのコンクリートは、もちろん組成
自体の違いもあるが、鉄筋が使用されていないため2000年程
度経った今でも強度を保っている。

例えば将来的にコンクリートに混ぜる細かな繊維系材料が開
発され、これにより一定の強度を確保できるのであれば、鉄筋
を使用しないコンクリートが普及する可能性があるだろう。そ
うなれば建設手法は大きく変わり、3Dプリンタを活用した建
設手法がスタンダードになるかも知れない。そうすれば様々な
デザインのコンクリート構造物を誰でも手軽に作れることにな
るだろう。日本のコンクリート関連業界は3Dプリンタの普及
に対する備えが必要になると考えられる。
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㈱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。



ASEAN担当 ～ 『ASEAN諸国における2017年注目点』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

欧米を中心に、年始から2017年を憂う報道や展望レポート
が多い。アセアン域内もAEC推進役が不在な中、英国Brexit、
米国TPP離脱宣言という、ほんの1年前の時点で想像していな
かったような事象が現実のものとなり、この一年は、今後10年
を見据えた上で、「振り返ると大きな転換点であった年」とな
る可能性が高いと思料する。

当該地域を担当する筆者としても、クライアントに向け、一
年を通じて戦略立案・再構築を含め一助となるような情報を発
信していきたい。目次的な位置づけになるが、以下のような諸
点に注目し、今後レポートする所存である。
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㈱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。

■注目するマクロ事情
トピックス 対象国と注目点
2国間協議・貿易協定の進展と日中韓の
ASEANへの政治的影響力行使合戦

中国・AIIB影響力

民営化の推進 ベトナム・ミャンマー・含むマレーシアプロトン
民政化の遅れ タイ・ミャンマー
高成長国（＝政治安定国）の動向 フィリピン・ベトナム・インドネシア
メディカルツーリスト争奪戦 先発：シンガポール・タイ、後発：マレーシア
カジノツーリスト争奪戦 先発：シンガポール・フィリピン、後発：日本

■日系企業からの係りに注目する産業群
トピックス 対象国と注目点
自動車・二輪・同部品 タイ・インドネシア・マレーシア
鉄道・エネルギー等インフラ インドネシア・マレーシア・ミャンマー
コールドチェーン等物流 インドネシア・タイ・マレーシア
繊維・アパレル ベトナム・フィリピン
小売（とくに専門店・高級店） フィリピン・ベトナム・インドネシア
食品加工（とくに高付加価値・日本食材） ベトナム・インドネシア・タイ
医療・医薬 マレーシア・シンガポール・ベトナム
不動産開発・建材 ベトナム・インドネシア・ミャンマー
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