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今月のトピックス 

© 2017 Frontier Management Inc.  

『商品在庫のシームレス化が促す小売業の再設計(リデザイン)』 



小売業界： 『商品在庫のシームレス化が促す小売業の再設計(リデザイン)』 

 2017年４月にアマゾンジャパンが開始した新サービスは日
本の流通業界にとってマイルストーン(道標)となり得るものだ。
同社は昨年11月、アマゾンプライム会員を対象に自社倉庫に保
管してある6万5千品目を最短1時間で配達する「Prime 
Now(プライムナウ)」のサービスを開始した。そして4月から
は、取扱商品としてドラッグストア2社と三越伊勢丹の店頭商
品を加えたのである。 

 この話のミソは、注文された商品の在庫をアマゾンの宅配ド
ライバーが提携企業のリアル店舗(三越伊勢丹の場合は日本橋
本店)へピックアップしに立ち寄り、その足で顧客宅まで配送
するという点である。従来はリアル店舗とEコマースという異
なる販路別に商品在庫はすみ分けられ、売れ筋商品が点在して
きたが、今回のプライムナウのような動きが広がれば、販売
チャネルの垣根は崩れ、オン/オフラインの商品在庫は「シー
ムレス」になっていく。 

 こうした構造変化から目を逸らさずに、小売業は顧客価値を
提供するためのビジネスモデルをリデザイン(再設計)していか
ねばならない。商品在庫のシームレス化によって購買行動にお
ける「決済」や「受取」などのプロセスがリアル店舗から剥落
していく流れが加速しても、「身体的な体験」という価値提供
は可能である。リアル店舗にしか担えない身体的な体験として
は、「試着」、「採寸」、「店員とのコミュニケーション」な
どがある。この意味において筆者は、多量の在庫を置かずに
(試着用のサンプルのみ)フィッティング機能に特化したポップ
アップストアの展開を進めている丸井のオムニチャネル戦略に
注目している。この丸井の戦略は小売業の未来に対して大いに
示唆的だ。 
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山手 剛人 

Taketo Yamate 

シニア･アナリスト 

 1999年にウォーバーグ・ディロン・リード証券会社

（現UBS証券会社）に入社。2003年に同社株式調査

部で小売セクター担当のシニア・アナリストに就任。

2010年にクレディ・スイス証券会社に移籍。小売セク

ター担当のアナリストと消費関連産業の調査グループ

リーダーを兼務。2017年にフロンティア・マネジメン

ト㈱に入社。 

 1999年から2017年までの18年間、消費産業（小売、

食品、消費財）の産業・企業調査に従事。50社以上の

上場企業の株式格付を担当。 

 UBS証券会社では2002年に史上最年少でシニア･アナ

リスト（食品、消費財セクター担当）に就任。 日経

ヴェリタス「人気アナリストランキング」では継続的

に上位にランクイン（最高順位は2010年の総合小売セ

クターで2位）。  



参考：主要アパレル企業のECチャネル販売 (2016年度の売上構成比と増収率) 
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注：ユニクロは16年3月～17年2月、アーバンリサーチは16年1月期、ﾍﾞｲｸﾙｰｽﾞは16年8月期 

出所：各社開示資料等よりFMI作成 
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産業調査コラム 
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消費全般： 『利子率革命と東インド会社』 

 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） 

 400年以上前の話。東インド会社の発展は大幅な金利低下に
よってもたらされた。ジェノバの国債金利が1555年の9％から
1619年には1.125％まで下がり、20世紀までの最低を記録し
た（利子率革命）。歴史的な低金利に頭を悩ませた富裕層は国
債を売却し、東インド会社の株式を猛烈に購入した。資金流入
が顕著になった東インド会社は、港湾都市や商館を建設するな
どB/Sを拡大させ、巨大なコングロマリット（軍隊まで保有）
となった。 

 現在の世界の低金利も、同様の流れを助長するかもしれない。
日本の商社は、口銭ビジネスから、資源や流通業などへの投資
を積極化させ、B/Sモデルに転換した。大手コンサル会社は、
クライアント企業から設備や人を譲り受ける格好でBPO（ビジ
ネス・プロセス・アウトソーシング）という名のB/Sモデルを
拡大した。民泊仲介サイト運営会社も、自前で民泊施設保有す
ることでB/Sモデルを模索している。低金利の長期化が、多く
のプレイヤーをB/Sモデルに移行させている。 

 2017年年初から、物流業界は大きく揺れた。なかんずく、
ヤマト運輸は、値上げとサービスレベルの低下（夜間配送の縮
小など）によって、商品の送り手・受け手両方から利便性が低
下する可能性が出てきた。これは人手不足が問題なのではなく、
同社のビジネスモデルの制度疲労の問題であり、早急に改善す
る必要がある。それがなければ、Amazonの物流自前化など、
低金利が後押しするB/Sモデルが物流でも行われることとなろ
う。 
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情報通信業界： 『AIの恩恵を受けるのは実は中小企業から？』 

 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 

 昨年11月に、ニューラルネットワークを利用して品質を劇的
に向上させたGoogle翻訳だが、先頃その月間利用者が全世界
で5億人を超え、1日あたり1,400億語を翻訳していると発表し、
この無料サービスが急速に普及していることが明らかになった。 

 この改良以前のGoogle翻訳は、意味不明な訳が表示される
ことも多く、実用には達していないと感じられたが、今では、
曖昧で文学的な表現や日本語の場合は主語がない文章などは、
依然改良の余地があると感じられる一方、ビジネスで使われる
ような文章や契約書などの定型的なものに関しては、そのまま
利用してもほぼ問題はないレベルに達している。これは、①
Web上で対訳がついている文章が大量に存在し、②それを
Googleが大量のコンピューティングリソースを用いて学習し
ている、ことで可能となってきた。 

 こうした機能は、これまで自社で言語能力の高い人材リソー
スを揃えることができた大企業だけが、時間と労力とコストを
かけてようやく実現することができたが、中小企業にとっては
ハードルが高く、事業機会の大きな損失になっていたと考えら
れる。つまりこうした人工知能による「能力拡張」は、リソー
ス制約が強かった中小企業、スタートアップや個人と大企業の
ギャップを急速に縮める効果をもたらすことになる。人工知能
による競争パラダイムシフトは、もう既に起こり始めているの
である。 
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テクノロジー関連業界：『中長期の企業価値拡大には、アナリストの進化も必要に』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 多くの上場企業は、CGC導入で今まで中計などを作成・公表
していなかった企業を含め、一定のロジックに基づく中期計画
を発表・開示し始めた。既に一部では計画と結果の乖離に対す
る説明が必要となっている。説明に論理性がないと、同時に導
入されたSSCにより、機関投資家が本格的に株主として主張を
始めたため、株主総会での議案に対し反対票が増える懸念があ
る。経営方針・中期計画説明会は、資本市場から現経営が信任
を得るうえで、重要度が増す大イベントとなっている。 

 今回説明会に参加した企業は全社で社長が直接プレゼンテー
ションを実施。Q&Aまで仕切るケースが大半だった。KPIは
ROEとほぼ共通して10％が目途となる一方、営業利益の絶対
額を提示。売上高に関しては、公表・非公表が混在。17/3期
実績や18/3期の現時点予想値を見ると、既にROE10％は目標
でなく、規律として維持すべきとの認識に変わった印象。また
今回は、当期利益の最大化戦略、リカーリング型強化、フロン
ト強化、M&A戦略、などが共通したトピックであった。 

 電機大手の業績は、不採算事業のカットや人員削減・投資抑
制・減損処理等の構造改革実施と、事業環境好転で大きく改善。
説明も論理性が増してきた。残念なのは、重要度高いイベント
でQ&Aをリードすべきアナリストの質問が、ネタ探し・短期視
点が中心で、経営陣の本質的な問題意識や、経営方針・中期計
画における非合理性を議論するものとなっていないことだ。さ
らに有意義な議論には聞き手のレベルアップも必須と思われる。 
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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：『テクノロジーで社会保障負担抑制（試論）』 

小林 創 

Hajime Kobayashi 

マネージング・ディレクター 

 既に超高齢社会である日本を象徴する表現が2025年問題だ
が、社会保障負担の大幅な抑制には短期すぎ、制度的な解決以
外の解決策が求められる。有力なのは個人レベル、民間で即着
手できる疾病予防、介護予防であり、テクノロジーの出番であ
る。現代の多くの医薬品は、完全に疾病のメカニズムを把握し
た上で高い有効性を高い安全性で発揮できているとは言えない。 

 薬を飲まなくて済むように健康を管理するか、病気になって
も薬に頼らずに済む方法を模索するのが今の潮流で、これを助
けるのがテクノロジーである。 

 未病水準を超えた「きわめて健康」な状態を維持するコン
ディショニング（為末大さんの主張）に大いに賛同する。医療
介護費の高騰を招く認知症や糖尿病の薬や医師に頼らない予防
にも新たなテクノロジーの応用が次々に出現している。ウェア
ラブル、IoT、AI、ビッグデータという要素が既存医療プレイ
ヤーではなく新規プレイヤーによって統合し始めてもいる。 

 並行して、医療技術評価（HTA）も進められている。これは
医療の費用対効果を計測する試みで、過剰な医療を抑制するも
のだが、既得権益が失われることもあり、時間軸としては長い
ものにならざるを得ないであろう。 

 要するに、テクノロジーが現代だからこそ可能にする医療
費・介護費の抑制が個人の手に委ねられており、責任も選択の
自由もある。そしてそれを事業機会と定め、支援し促進する企
業の動きも始まっている。この動きの加速・拡大に注力したい。 
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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。 



電子デバイス・材料業界：『賞賛されるべきは』 

 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） 

 イギリスはマンチェスターでテロが発生した。何の落ち度も
ない無垢な命が失われた事実に世界は憤怒している。 

 テロ発生の翌日、イギリス政府はテロ警戒レベルを最高度の
「危機的」とした。最高警戒レベルの発令は10年ぶりとのこと
である。 

 しかしながら、おそらく今、世界で最も安全なのはマンチェ
スターであろう。テロリストも、最高の警戒態勢がひかれてい
る同地でテロをするほど愚かではないだろう。ニューヨークの
911テロ、パリのテロの時も私は同じことを書いた。現在は航
空機が最も安全な移動手段であり、パリが世界で最も安全であ
る、と。自爆テロなど防ぎようがないものの、テロ警戒レベル
は、テロがない時間が長くなればなるほど引き上げるべきであ
る。そのような発想がないと、また5年後、どこかでテロが起
き、その後に、警戒レベルが引き上げることになるだろう。 

 同時に、我々は失態を非難することは得意であるが、「目立
たない」政治家（や経営者）を称賛することが苦手である。テ
ロ（や、例えばリーマンショック）が起きた後にリーダーシッ
プを示せれば、確かにそれは素晴らしいことであるが、はるか
に優秀なのはテロ（企業経営で言えば、企業の存続を危うくす
るようなこと）を起こさなかった政治家(経営者)である。目立
たずとも定常的に企業を発展(成長ではない)させる経営者、
100年、200年続く企業の礎をつくった経営者に筆者は驚嘆し、
仰ぎ見る。 

話はそれるが、テロリストをどうみつけるかについて、「ヤバ
い経済学」の著者として知られるスティーヴン・レヴィットが
優れた手法を提案している。 
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メディア・エンターテインメント業界： 『アーケードゲーム市場の回復』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 2017年3月期で意外な回復を見せたのは、アーケードゲーム
市場である。アーケードゲームのオペレーション（ゲームセン
ターの運営)市場は、同様の施設型エンターテインメント市場
であるパチンコオペレーション市場と軌を一にして長期減少傾
向にあり、2006年度の7,029億円をピークに、2014年度には
4,336億円まで減少してきた。しかし、2017年3月期の決算で
は、大手アーケードゲームオペレーターの売上は、前期比で概
ねプラスに転じており、前期比10%弱の回復を示す会社も見
られた。 

 市場回復の要因は、高齢層の参加などによるプライズゲーム
（クレーンゲーム等の景品獲得ゲーム）の好調、「艦これアー
ケード」というヒットタイトルの投入、風営法改正による低年
齢層の入場制限の緩和、などが挙げられている。店舗数や設置
台数の減少(店舗数は、2000年の13,734店→2014年の5,439
店)による、規模の適正化という背景もあろう。 

 このような市場回復を単年度に終わらせないために、アー
ケードゲーム業界は不断の努力が求められよう。まずは、コア
ゲーマー向けに、ヒットタイトルの逐次投入が必要となる。既
存の人気スマホゲームや有力IPのアーケード化に継続して取り
組むほか、世界で市場拡大が見込まれるeSportsに用いられる
パッケージゲームのアーケード化も候補となろう。プライズ
ゲームに関しても、既に継続来店誘致施策は執られているもの
の、顧客の来店導線の把握などビッグデータを活用した新しい
マーケティング施策の執行を検討する必要があろう。また、バ
ンダイナムコは、VRの常設店舗設置を行う予定で、VRが中期
的なアーケードゲーム業界回復の一助となるかにも注目したい。 
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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： 『自動化ニーズの高まりを印象づけるFA関連企業の17/3期決算』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 17年3月期の機械業界の決算をみると、17/3期は円高で苦し
んだものの、18/3期予想は増収増益を見込む企業が多い。中
でも、ファクトリーオートメーション関連企業の好調が際立っ
た感がある。空気圧機器大手のSMC、直動システム大手のTHK、
ロボット大手の安川電機、物流システム大手のダイフクなどは、
18/3期営業利益が過去最高益を更新する計画となっている。
この背景には、17/3期第4四半期に入り、円安が進行したこと、
中国のスマートフォンや液晶・半導体関連業界の設備投資拡大、
製造業全般で設備投資に回復感がでてきたこと、などによる。 

 SMCは、17/3期の売上高が前年比4％増（為替影響除くベー
スで11.6％増）、営業利益率が同0.7ppt増の28.9％となり、
売上高、営業利益ともに4期連続で過去最高を更新している。
主力の空気圧機器は、自動化プロセスに必要なコンポーネント
で、ユーザーも半導体、液晶、家電、自動車、工作機械、食品、
医療と多岐にわたる。SMCは、豊富な品揃えと短納期対応、製
品開発力に強みをもち、積極的な販路拡充、生産拠点の拡大に
より、着実に世界シェアを引き上げていることが、世界景気や
為替変動の影響を軽減させている。 

 自動化・省人化は、製造業のみならず、非製造業の分野でも
重視されている。この背景には、人手不足、賃金の高騰、労働
規制の強化（残業代の抑制）、人的ミスの軽減などがある。自
動化に関わるプロセスに対するニーズは、生産、販売、調達、
物流などの様々な分野に拡がる環境にある中で、自動化関連機
器メーカーは他社との提携などを通したシステム力の強化も重
要になってきている。 
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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。 



ASEAN担当： 『軍事クーデター3周年を迎えて思うこと（タイ）』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 5月22日、タイ・バンコクにある病院で爆発事故が発生した。
被害こそ甚大ではなかったものの、この病院が有力な軍人病院
であったことに加え、この日が折しも2014年の軍事クーデ
ターのあった日から3周年とのこともあり、現軍事政権に対す
る「反軍政勢力」によるテロ可能性大とのアナウンスはあるが
その真偽は不明である（2015年のバンコク・エラワン廟の爆
破事故と爆発物が類似との報道もある）。仮に事実だとすれば、
これはれっきとした内戦であり憂慮する。 

 産業面に目を向ければ、タイでは国王死去、長引く民政復帰、
軍事政権の言論統制など個人消費を減退させる要因がてんこ盛
りだ。外国人投資家の多くも投資を手控える中、株価は過去5
年間、ほとんど上抜けない状況が続き、マレーシアやシンガ
ポール等、他のアセアン諸国の株価動向と対照的である。「東
洋のデトロイト」と言われた自動車産業でも、国内販売のみな
らず（過去は輸出基地と目された）生産台数も前年同月比を下
回るのは、インドネシアへの生産シフトなどの影響も微小では
ないはずである。 

 そんな中、アセアンにおける自動車産業界で着々と地場を固
めるのが中国の存在感である。タイでは上海汽車がCPグルー
プとの合弁事業で参入、年産20万台分にものぼる生産機能をタ
イに建設中である上、マレーシアでは、（過去の筆者レポート
でも触れたが）、再建途上の国民車プロトンを、吉利が49.9％
出資することを決めた。これまで日系企業の牙城の地域でひた
ひたと迫る中国企業の動向に筆者は強い関心を持つとともに、
当該分野での日系企業向け支援に注力したい。 
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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。 
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