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『トップライン戦略が今後のカギに』 



テクノロジー関連業界：『トップライン戦略が今後のカギに』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 2016年度の電機大手6社業績は、事業ポートフォリオの入れ
替え、円高や一過性の要因があり、減収営業減益となった。ア
ベノミクス以降、増収・営業利益率の上昇を続けてきたが、そ
のトレンドは頓挫した形となっている（次頁参照）。 

 ただし、営業利益率はネットバブルのピークであった2000
年度（3.6％）や過去最高となった2007年度（4.3％）と比較
すると、2015年度で4.8％と大きく上回る。また低下したとは
いえ2016年度も4.4％とそれに次ぐ高水準である。人員や生産
拠点の削減などの構造改革、低収益事業の売却など事業ポート
フォリオ改革、のれん代や固定資産価値の減損処理進行、など
が営業利益率上昇を支えている。ただし、その間の売上高は年
率で0.5％減少を続けており、企業間で比較すると、日立製作
所・三菱電機・ソニーがわずかな増収だったものの、NEC・富
士通・パナソニックは減収となっている。 

 6社の売上高規模、過去5年間の年平均売上高成長率、過去5
年間の年平均営業利益率をチャート化した。６社間では、競合
の激しい汎用半導体・IT機器等から離れ、事業フォーカスを最
も先行して行った三菱電機の成長率・利益率が最も高い。一過
性の要因（減損や事業売却など）を除くと、日立製作所・ソ
ニーがそれに続くレベルにある。パナソニック・富士通・NEC
は、改革がまだ途上にあるとの印象だ。 

 経営効率の改善へ向けた構造改革は、過去に様々な余剰のあ
る段階では収益性改善に寄与したが、スリム化が進んだことに
加え、今後は国内人材の需給ひっ迫や働き方改革による実質人
件費増、成長力増強へ向けたR&D増、先送りされてきた設備投
資再開による償却負担増、など、固定費増加が一定程度想定さ
れ、今後の収益性改善としての効果は薄れよう。 
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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。 



参考：電機大手６社の売上高と営業利益率、過去15年間の年平均増収率推移 
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 結果、各社の収益性は、①トップラインをいかに拡大するか、②残された事業ポートフォリオがさらにどこまで高付
加価値事業にシフトできるか、の２点に依存するとの印象だ。特にトップラインの成長戦略が重要と思われる。 

 欧米IT関係のエコシステム構築戦略やGE/Siemensのアグレッシブなポートフォリオ転換、アジアの大手テクノロ
ジー企業の該当領域におけるトップ獲得戦略、など、国内大手６社と競合する企業群は比較的戦略が明白で、キャッ
シュカウ事業も確率されている印象があり、明白な戦略が企業価値評価にも結び付いている印象がある。トップライン
成長を前提とするアグレッシブな戦略の構築とその実行により、日本企業なりの成長戦略と企業価値拡大策に期待したい。 
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参考：電機大手6社の過去5年間、年平均増収率と平均営業利益率 
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出所：SPEEDAよりFMI作成 
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産業調査コラム 
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消費全般：『フィンテックの発達と運転資本』 

 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） 

『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年） 

 

 フィンテックの発展で、消費者は現金が不要になると言われ
ている。UBS証券の調査によれば、現時点で、スーパーで最も
よく使う支払手段が現金と答えた人の比率は、世界平均の30％
に対し日本では60％近い水準。モバイルバンキングの浸透率も
世界平均の64％に対し、日本は23％と調査対象国中で最低水
準。中長期的に見れば、日本における消費者の現金購買は減少
していく。これは小売業の資金繰りに大きな影響を与えるであ
ろう。 

 多くの日本の小売企業では運転資本（買入債務―売掛債権―
在庫）がマイナスである。仕入れサイトが180日という紳士服
が典型例である。小売側は180日のサイトで仕入れたスーツを
消費者に現金で販売するため、巨額のマイナス運転資本（小売
業では「回転差資金」と呼ぶ）が発生する。コンビニでも、消
費者が現金で支払った公共料金が預り金としてバランスシート
に計上されているが、これは大手であれば1000億円単位であ
り、運転資本のマイナスを拡大している。 

 フィンテックが発達することで、消費者による現金支払いと
いう世界でも類を見ない日本の小売業の好環境は変容を迫られ
る。従来は、低収益の小売企業であっても、マイナスの運転資
本が延命装置となって自然淘汰を遅らせてきた。フィンテック
の議論は小売業による金融事業との連携など直接的なプラス面
だけが語られがちだが、自然淘汰の進展という格好で、業界再
編を促す可能性をも内包している。 
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情報通信業界：『ヤフーが残したもの』 

 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 

 6月13日に、米通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ
は、米ヤフーの中核事業の買収を完了したと発表した。これに
より事業会社としての米ヤフーは事実上姿を消した。 

 これまでも色々と論じられてきた所ではあるが、検索技術の
優位性がグーグルの圧倒的市場シェアに直結した米国と異なり、
なぜ日本ではヤフーが今なお維持される強固なプレゼンスを築
き上げたのか。 

 カギを握っていたのが、今年4月に米国でのクラシックカー
レース中に事故で急逝された前社長の井上氏であろう。井上氏
については、保守的で動きが遅かったという批判も一部にはあ
る。ただ、変化の激しいインターネット関連市場において、
ディレクトリ型検索エンジンでのヤフーの僅かな初期優位性を
大切に守り切って成長するには、個別の独自技術や革新性に拘
りを持たないフォロワー戦略（しかしあくまでクイックに）で
ありながら全体としては他の追随を許さない事業体を構築する
ことが有効であることを示したのである。 

 今や人工知能ばやりの時代となり、スマートスピーカーやそ
こで得られるビッグデータの量こそが競争力の源泉と考えられ
ている。資本力と技術力で遅れを取り、競争力の挽回が困難で
あると懸念されているヤフーを含めた日本企業にとっては、ヤ
フージャパンが残した戦略のあり方はひょっとすると希望の光
なのかもしれない。 
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ヘルスケア業界：『ウェアラブルビッグデータ活用のエコシステム』 

小林 創 

Hajime Kobayashi 

マネージング・ディレクター 

 米国ノースキャロライナ州に本拠を置くValidic社は、これま
で期待はされながら、なかなか形にならなかったヘルス・ビッ
グデータの「生態系」構築における要となりつつあるようだ。 

 Fitbitやgarminのウェアラブルはもとより、日本のオムロン
社の体重計など300種類以上のデバイスとのデータ連携を図り、
「Data Partners」はこの他SONY、Adidas、ニプロ、
Microsoftといった企業も名を連ねる。現時点で、約50か国の
2.3億人のユーザーデータが同社のプラットフォームに収集さ
れ、このプラットフォームは、（当然ながら）単なるデータ
アーカイブではなく、そのデータを活用したい企業や医療保険
等のビジネスに対して、まずはモニタリングサービスを提供す
るB2Bビジネスを展開している。 

 私見だが、モニタリングが最終目的ではなく、モニタリング
による顧客セグメンテーションとそれにより新たに生まれる事
業機会、個人の行動変容による疾病予防そして医療費削減、さ
らに健康維持・増進効果の訴求など、従来は難しかった効果が
顕在化することに期待する。 

 Deep learning等AIを活用したくてもそもそも対象となる
データがなければAIも無力で、ユーザー個人と企業、医療機関
や保険会社、IoTデバイス、およびこのようなプラットフォー
ムから成る「エコシステム」（生態系）ができて初めてテクノ
ロジーがその潜在能力を発揮する。データだけでも、デバイス
だけでも現状を打破できない。Validic社のこの例は、今まで漠
として空想科学読本的なものであったヘルスビッグデータ活用
の具体化の例として範となる。 
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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・Japan㈱）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：『自己否定に圧倒される』 

 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） 

 Appleが次のiPhoneに有機ELディスプレイ（OLED）を採用
するとみられ、ディスプレイ産業の動きが激しくなっているが、
関連して驚かされるのは三星電子の業績である。 

 ハイテク産業では、新技術が既存技術を駆逐し、産業の支配
者が一夜にして変わることが少なくない。テレビ産業における
ブラウン管→液晶、HDDにおけるボールベアリング・モーター
→流体軸受けモーターへ、超高度半導体パッケージにおけるセ
ラミック→プラスティック・パッケージへ、等である。DRAM
という一つの製品だけみても、過去は世代ごとに覇者が入れ替
わった。 

 従来技術の支配者にとってはその技術ができる限り長く続く
ことが望ましく、新技術への移行はできれば避けたいと思うの
が当然である。新技術は自己否定でもあり、新技術による代替、
新勢力の台頭を許してしまうのであろう。 

 三星電子は液晶産業の覇者である。しかし、OLEDでも圧倒
的な占有率と収益性を実現している。アナリストのレポート等
によれば、2017年における同社のOLEDの売上高は2兆円を超
えるとみられ、高利益率が期待されている。OLEDへの投資も
1兆円をはるかに超えるようである。他社が追随することはも
はや簡単ではなく、同社の自己否定と巨額投資に驚嘆せざるを
得ない。 

 ちなみに、かつて世界の50％の占有率を誇った日本の半導体
産業を三星電子が「逆転」した経緯については、伊丹敬之＋伊
丹研究室著「なぜ三つの逆転は起こったか」に詳しい。三星電
子のメモリー半導体事業の営業利益率は50％程度と推定される
（1～3月期の半導体売上高16兆ウォン（うちメモリー12兆
ウォン）、営業利益6.3兆ウォン）。 
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メディア・エンターテインメント業界： 『ヤフージャパンがスパコンを開発/運用』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 ヤフージャパンは6月19日に、株式会社ExaScaler、HPCシ
ステムズ株式会社協力のもと、ディープラーニング活用に特化
した省エネ性能の高いスーパーコンピュータ「kukai」を開発
したと発表した。同スパコンは、消費電力あたりのスパコンの
パフォーマンスランキングGreen500で世界第二位にランクイ
ンしている。 

 ヤフーは、個人の行動や嗜好を反映したコンテンツ配信の最
適化（パーソナライズ）を推進しており、今般、ディープラー
ニングの活用によるパーソナライズの精緻化を目的に、スパコ
ンを開発したとのことである。 

 「kukai」の特長は、ExaScaler（齋藤元章氏が率いる日本の
スパコンベンチャーであり、上記Green500ランキングの常
連）が誇る「液浸冷却技術」（電気を通さない特殊な液体に
ハードを浸して冷却する技術）を採用し、冷却効率を上げてい
る点である。液浸冷却技術は、電気料金が相対的に高い日本で、
本格的にスパコン×AIを運用するために不可欠な技術と考えら
れる。 

 スパコンは基本的に公的機関や、それに準じる機関が保有/
運用するケースがほとんどであるが、今回のヤフーの発表は、
AI活用の本格化により、資金力を有しAI活用が本業に直結する
民間企業から、スパコンの保有/運用が進展する兆しと考えら
れよう。民間企業のスパコン保有によるAI活用の進展により、
日本のAI研究の深化が期待されるとともに、アマゾンのITリ
ソースのシェアリング（AWS)のような、スパコンリソースの
シェアリングといった新しいサービスの勃興にも期待したい。 
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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： 『中国のものづくりの高度化は日本の機械メーカーには追い風』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 中国の製造業は、高付加価値の製品にシフトする動きを強め
ている。これに伴い、日本の機械設備メーカーへの需要が高
まっている。工作機械関連のメーカーでは、中国では高価な工
作機械の受注が好調との話をよく聞くようになった。実際、日
本の工作機械の受注額をみると、1-4月累計の中国からの受注
は前年比2倍の1,123億円と急増しており、全体受注の回復の
牽引役となっている。中国では、スマートフォン、液晶・半導
体、自動車向けの投資が活発であることもあるが、高付加価値
の工作機械へのニーズの高まりが日本の工作機械メーカーへの
受注増加につながっている。一方、中国の工作機械メーカーで
生産台数が世界トップの瀋陽工作機械は、17/12期1Qの売上
高が前年比46％減の8.8億元と大きく落ち込んでおり、日本の
工作機械メーカーとは対極的な動きとなっている。 

 中国のロボット市場でも、日本のロボットメーカーは需要拡
大の恩恵を享受している。中国でのロボット販売台数は、世界
の3割弱を占めるまで拡大し、今後も高い成長が予想されてい
る。中国政府もロボット産業の育成を政策面から後押ししてお
り、中国のロボット需要における国産化率は30％強にまで上昇
している。しかしながら、中国のロボットメーカーは、ローエ
ンド製品が主体で、過剰な生産能力も課題となってきている。
中国政府は、中国のロボットメーカーに対してミドル・ハイエ
ンド製品の強化を促すとともに、中核部品の品質向上への支援
なども検討されている。 

 日本の機械メーカーは、中国など新興国での製造業の高付加
価値志向は追い風となろう。一方で、新興国メーカーによる技
術力アップに対する差別化への取り組みも重要になりそうだ。 
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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。 



小売業界： 『ポップアップストアの時代』 

 米国アマゾンは6月16日、米高級スーパー大手「ホールフー
ズ・マーケット」の買収で合意したと発表した。EC業界の巨
人による今回の大型買収には、消費期限がある食品カテゴリー
の攻略には宅配(アマゾンフレッシュ)だけでは不十分で、リア
ル店舗網を取得して顧客接点を持つ必要があるという経営判断
が端的に表れている。食品のような購入頻度が高い商品の「ラ
ストワンマイル」の米国における攻略法が食品小売チェーンの
買収だったからといって、日本でも全く同じことが起こると結
論するのは早計であろう。しかしながら、既存の小売業はEC
チャネル強化の戦略拠点として自営売場をより積極的に活用す
ることが急務であることは論を待たない。 

 先月号でも言及したが、ECとリアル店舗の融合が進むこと
で立ち現われてくる近未来の小売業の姿のひとつは、自社EC
を補完するための試着/体験に特化したポップアップストア(期
間限定店)であろう。小売業の経営者に求められるのは、この
ような構造変化をチャンスに変えるしたたかさである。 

 大型店舗の運営者は、代わり映えしないテナント店の顔ぶれ
のなかにスタートアップ企業による新製品/サービスを展示す
るポップアップストアを差し込むことで、経営リスクを抑えな
がら、自営店舗に活力/変化をもたらすことができるはずであ
る。そのような取り組みは、伊勢丹新宿店などが新興ブランド
(若手デザイナー)の期間限定店を導入して「インキュベー
ター」の役割を担ってきたことと同質である。これからの大型
店舗が競争力を維持するために求められるのは、モノ/コト消
費の枠組みを超えたインキュベーターとしての発想であろう。 
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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（株）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）。  

『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年） 

主な著書 



ASEAN担当： 『軍事政権長期化の功罪（タイ②）』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

■次の総選挙は良い統治を実践する政府をもたらすと思うか？ 

■もしそうでないなら、我々はどうするべきか？ 

■民主主義にとって選挙は重要である。しかしそれだけで国の
将来が決まるわけではない。そのような考えに賛成か。 

■不適切な行動をした政治家が再選を試みてもいいのか。これ
により再び問題が起きた場合、一体だれが、どのように解決
するのか。 

 このような問いをはじめて耳にした際、「この問いの主は総
選挙したくないんだな」との印象を持つのは、恐らく筆者だけ
ではないと思う。これは、タイのプラユット首相が5月26日の
テレビ演説で国民に向けて問いかけた内容で、現在これが波紋
を呼んでいる。前月のコラムでも取り上げたが、5月22日に軍
人病院で爆破事故が発生したことを受け、国民に向けてこの問
いかけがあったものと理解して差し支えないだろう（犯人は反
軍政勢力による可能性が高い）。 

 暫定政権では、この問いに対し、6月12日から内務省を介し、
国民からの意見の集約をするとしているが、問いかけそのもの
が誘導的、総選挙の開催が国王逝去もあり2018年度に持ち越
しとなったうえ、これをさらに先送りさせる意図があるとメ
ディアが批判を展開した。それに反発したプラユット首相は、
定例会見への出席を拒否し続ける等の小競り合いが今も続く。 

 近時のJETROアンケートでは、タイにおける新規投資に慎重
姿勢の日系企業が多いとの結果も出ている。優位であったはず
の自動車産業に関しても、今や東南アジア全体の一か月あたり
の販売台数（25万台）が、インドの販売台数（30万台）より
小さい。軍事政権が長期化することに対し、日系企業からの関
心・期待が薄れつつあることに危惧する。 
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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。 
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