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今月のトピックス 
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『建設機械業界は世界2強の売上規模が突出、2強間の格差も縮小』 



機械業界： 『建設機械業界は世界2強の売上規模が突出、2強間の格差も縮小』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 機械業界の2017年度第1四半期の決算発表では、概ね好決算
が相次いだ。サブセクターでみると、建設機械各社の収益急回
復が顕著であった。第1四半期の営業利益は、コマツが前年同
期比76％増の524億円（新規連結の影響を除くと同2.2倍）、
日立建機が同4.6倍の169億円、住友重機械工業の建設機械部
門が同4億円から28億円、神戸製鋼所の建設機械部門（経常利
益）が同40億円の赤字から39億円の黒字、各社とも急回復し
た。これは、建設機械の需要は、中国での急回復のみならず、
資源価格の反転などによって、多くの地域で回復基調にあるこ
となどによる。 

 中国の建設機械需要に関しては、回復の持続力を不安視する
声もあるが、鉱山機械の需要は回復基調に入っている。鉱山機
械の需要は、16年度にピークの3割の水準にまで下落したが、
17年度は6年振りに前年比プラスに転じると予想される。鉱山
機械の分野では、コマツが鉱山機械大手の米Joy Global社（現
Komatsu Mining Corp社）の買収を4月に完了（買収金額は約
3,000億円）。これにより、コマツの鉱山機械の売上構成比は
17/3期24％から18/3期34％にまで上昇する見込みだ。鉱山機
械の需要回復が続けば、コマツの収益はさらに改善されよう。 

 コマツの建設機械事業の売上高は、世界2位で、3位以下を大
きく引き離すも、トップのキャタピラー社の約半分程度で推移
していた。コマツは、今回の大型買収により、キャタピラー社
との売上格差を3割強にまで縮小させる。コマツは、鉱山での
無人ダンプトラックなどでも先行しており、今後は Komatsu 
Mining Corp社とのシナジー効果もあり、キャタピラー社との
売上格差をさらに縮められる可能性もありそうだ。  
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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。 



参考：世界の大手建設機械メーカーの売上高 

情報は各社公表資料より入手FMI作成 
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産業調査コラム 
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消費全般：『淘汰が始まるショッピングセンター（SC）』 

 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） 

 

 20年前の1998年、筆者は日本経済新聞社から『小売業の最
適戦略』を出版した。そのP.31に「都心や住宅密集地に居住し
ている消費者がわざわざ車で行きたいと感じるような強力な品
揃えを持った小売業は、日本にはおそらくほとんどない。（中
略）やはり郊外ではなく、「人が沢山いる所」に店を作る方が
得策なのではないか。」と書いた。当時は郊外立地にショッピ
ングセンターが出店を行い始めた時期であり、若輩者ながら警
鐘を鳴らしたつもりだった。 

 その後、実際に郊外を中心にSCは急増し、今では3,200以上
ものSCが我が国には乱立している。米国でも同様だが、急増
したSC同士は同質化競争を招き、過剰供給構造となってい
る。20年前の杞憂が現実になった。週刊東洋経済の8月26日特
集にも『SCの憂鬱』という記事があり、日本ショッピングセ
ンター協会の飯嶋理事も「今後は、空いたテナントを埋められ
ずに、ゴーストタウン化するSCも出てくる」と強い懸念を示
している。 

 過去数年、アパレルなど多くの専門店はSC内の店舗を閉鎖
してきた。空きスペースを埋めるような強力なテナント候補
は、それほど存在しているわけではない。専門店の大量閉店は
歯が抜けた櫛のような売り場を生み出し、ドミノのようにSC
の大量閉店につながる可能性がある。SC閉店には巨額の損金
やキャッシュが必要となってくるが、果たしてSC各社はそれ
に耐えられるバランスシートを保持しているのであろうか。 
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情報通信業界：『次男坊の面目躍如』 

 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 

 8月2日、KDDIはIoT通信プラットフォーム提供ベンチャー
企業のソラコムを買収すると発表した。設立からわずか3年足
らず、社員数40名のベンチャーを200億円ともされる金額で買
収することは、日本のベンチャー投資としてもエポックメーキ
ングである。 

 ソラコムは、低速・低料金で小規模な企業でもIoTの導入が
図れるサービスにより、瞬く間に7,000社を超える顧客を獲
得。グローバル展開もいち早く手がけIoT領域では世界的にも
異彩を放つベンチャーである。 

 ただこうした低料金のIoTサービスだけの提供では、事業規
模のスケーラビリティには限界がある。飛ぶ鳥を落とすが如く
の勢いのソラコムも、より広い通信メニューの中で営業を行う
必要性が出てきたのではないだろうか。 

 一方のKDDIは、10年以上も前に森精機の工作機械に通信機
能をつけるなど、日本の通信業界で最も熱心にIoT（当時はモ
ジュール型通信と呼ばれていた）に取り組んできた。加えて、
現中計では潤沢な投資枠の設定を行い、社内外にM&Aによる成
長を明言していた同社としては、是が非でもソラコムを手中に
収めたかったに違いない。 

 先月の本稿ではドコモとソフトバンクの狭間でKDDIの行き
先が見えにくくなっていると述べた。訂正してお詫びを申し上
げたい。市場の行き先を見据え、そして自社の強みを重ね合わ
せた長期戦略をしっかりと練っていた。かつて業界の暴れん坊
であった次男坊の面目躍如である。 
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テクノロジー関連業界：『企業価値維持→拡大には、アクティビスト的ロジックが必須』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 コーポレートガバナンスコード（CGC）導入から2年強が経
過した。多くが提出したガバナンス報告書では、CGCガイドラ
インに対して一定の変革を報告。またISS等の指摘等を受けた
企業は、総会で反対率上昇等の苦い経験も経て、買収防衛策・
役員体力慰労金・社内外取締役構成、などを見直している。そ
うした意味でCGC導入は、本来経営の目的である「企業価値拡
大」に向け意識改革を促し、一定の成果があったようだ。 

 CGCに先行して導入されたスチュアートシップコード
（SSC)は、改定を受け今後の企業価値にさらに影響を及ぼす
とみられる。2016年度の国内上場企業の株式保有は、外人
30.1％・金融機関28.4％・事法22.1％・個人17.1％。CGCで
事法・金融機関も有価証券の保有意義を明示する必要が出てき
たため、過去の馴れ合い的保有は許されない。金融庁は、機関
投資家向けの行動規範を決め、議決権行使状況を原則個別に開
示させる。 

 日本では、持ち合いによる相互保有や短期個人投資家・金融
機関などが、「モノを言わぬ株主」として存在してきたが、
CGC/SSC導入で投資と保有には合理的・理論的な理由づけが
必要になる。これは保有を続ける株主が、執行する経営に対し
発言権を強めるとともに、企業価値拡大に責任を持つことだ。
今後はESG投資などと同様に、アクティビスト的ロジックを用
い、いかに企業価値を顕在化・拡大させるかの発想が経営執行
サイドはもちろん、株式保有サイドの双方で重要になると考え
る。 

© 2017 Frontier Management Inc. 8 

 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。 



中国担当：『ITと外食産業』 

中村 達 

Toru Nakamura 

マネージング・ディレクター 

 中国の外食産業市場は拡大を続けている。16年の推定額は
3.5兆人民元（55兆円）その内、ECによるケータリング事業は
7％前後で約3兆円。 

 その中、8月24日に業界再編が行われた。業界トップの飢了
麼が3位の百度外売を8億米ドル強で買収（株式交換の形式で百
度外売は飢了麼の株主に。百度外売ブランド継続)。飢了麼と
拮抗していた2位美団外売と2強となりシェアは飢了麼グループ
60%強美団外売40%弱に。 

 日本と異なる外食とECの関係が興味深い。飢了麼：2008年
開業のスタートアップ企業。アリババの出資で子会社化。美団
外売：同様でテンセント出資受入。百度：百度自身で2014年
起業。中国最大手IT3強グループが、この分野でも覇を競い
あっている。B2C分野で飛躍的に拡大したのは彼らの決済シス
テムに負うところも大きい。 

 百度外売は北京本社、ミドル、アッパー中心で飢了麼は上海
でミドル以下主体。各利用者数1億人、2.6億人。ケータリング
業態の伸び鈍化指摘はあるが、外食市場全体がCAGR8%と推
測される中、利用者利用地域の拡大が見込まれる。 

 外食産業は中心メニューの絞り込み、小型店舗多数出店、各
店品質標準化+安全性保証に取組んでいる。   

 これらはECケータリング業務と連動し店舗を食事の場＋DC 
（ラストワンマイル）に移行していっている。食品産業にとっ
ては、R&D、ブランディング、製造、温度帯物流へ新たな機会
が生まれていると言える。 
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 ㈱トーメン（現、豊田通商㈱）に入社、食料本部勤
務。Tomen Corporation do Brasil ltda.サンパウロ本
社、Tomen（America）Corp.シカゴ支店、㈱トーメ
ン食料本部、東棉（北京）駐在事務所に勤務。東棉
（北京）（大連）駐在事務所所長、東棉天津有限公司 
総経理を経て豊田通商㈱との合併。豊田通商（天津）
有限公司 副総経理に就任。豊田通商㈱食料本部食品
部、食料事業部に勤務。その後、サンヨー食品㈱海外
事業部勤務。2014年にフロンティア･マネジメント㈱
に入社。 

 豊田通商㈱入社後は、食料本部にて畜産、食品、食糧
トレーディング、同海外法人にてマネジメント、現地
でのトレーディング、新規ビジネス開発業務に従事。  

 豊田通商㈱食品部部長としては、投資案件立案や実行
に従事するとともに、各関連企業取締役として企業運
営を行う。  

 サンヨー食品㈱では、海外事業部部長として米国、中
国事業管理を行う。  



電子デバイス・材料業界：『4つの顧客評価』 

 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） 

 京セラ創業者稲盛和夫氏が「値決めは経営」と発言している
ほど、価格設定は重要である。価格（と製品）に関して、顧客
からの評価には以下の三つがある。 

①（価格は）安いけれど、製品（もしくは技術・サービス）も凡庸。 

②安いし、製品も素晴らしい 

③素晴らしいけれど、高い 

①の評価を受ける企業は価格設定の他の問題かもしれない。 

②企業は一見よさそうに見えるが、自社の価値を安売りしてい
ることにほかならず、価格設定が間違っている可能性がある。
企業の製品（技術・サービス）を安売りする営業マンは、企業
の価値を破壊していることに他ならない。 

③の企業は、自社の提供する価値は十分な水準に達しているも
のの、価格に見合ったほどでないか、もしくは、今後、新規参
入を許す危険がある。これも価格設定を再考する必要がある。 

 目指すべきは以下である。 

④高いけれど、素晴らしい 

 コストが高い日本企業は多くの場合において価格で勝負はで
きない。高いけれど、素晴らしい。このように顧客から思われ
る企業は最高の企業であり、例えば、ファナックがそれに該当
するのであろう。 

 弊社の顧客においても、価格を詳細に検討し、製品・顧客に
よっては大幅な値上げを要請している。①～③になっていない
かどうかの検証は有意義と思われる。 
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メディア・エンターテインメント業界： 『Netflixの日本アニメへの制作資金投下』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 米Netflix社は、8月２日に東京国際フォーラムにおいて、
「Netflix アニメストレート 2017」を開催した。同イベント
では、配信中のものも含め近々に配信される作品を中心に、日
本スタジオ発の9タイトルが発表されており、日本の有力スタ
ジオと万遍なくプロジェクトを進め、同社のオリジナルコンテ
ンツの１ジャンルとして、日本アニメへの制作資金投資が短期
的な取り組みでなく、中期的な取り組みであることを印象付け
た。 

 Netflix社は、2016年には年間50億ドル、2017年には60億
ドルもの制作資金を、オリジナルコンテンツ制作に投じている
模様であり、グローバルで通用するオリジナルコンテンツ確保
の意欲は依然強いものと考えられる。同社が配信する日本アニ
メに関しても、9割以上が日本以外からの視聴となっている模
様で、グローバルで通用するアニメ関連のスタジオ、企画、ク
リエーター、IPには、制作資金の投下を躊躇しない姿勢が明確
となっていると捉えられよう。 

 動画分野で競合するグローバルプレーヤーも、対抗上Netflix
と同様の投資方針にせざるを得ないと考えられ、日本のアニメ
を含めた動画制作関連企業やIPホルダーは、このようなグロー
バル動画配信事業者とどのように付き合い、自社が生み出す、
ないしは保有するコンテンツを、如何に世界に押し出していく
かが問われよう。 

 国内の動画配信企業は、グローバルプレーヤーの圧倒的な資
金力とは別の、“企画力”や“メディアミックス展開力”などによ
る差別化が必要と見られ、プロデューサーの目利き力が問われ
ることとなろう。 
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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。 



小売業界： 『シニア向け地域拠点(コミュニティ)を目指すイオンの店舗戦略』 

 8月12日付けの日本経済新聞は、大手スーパー「イオン」が
2025年度までにシニア向け大型店を全国100カ所に広げる方
針と報じた。記事によると、既存店の売場をシニア向けの物販
/サービス向けに改装していく見通しで、具体的には、減塩食
材、老眼鏡、ステッキなどの商品に加えて、健康相談サービ
ス、体操教室、習い事発表会スペースなどを設置するとのこと
である。シニア顧客にとっての新たな地域拠点(コミュニティ)
として自社店舗を再定義しようとしている点が興味深い。 

 今回のイオンの取り組みで特筆すべきは、シニア層にター
ゲットを絞ったことよりむしろ、自社店舗への顧客(ヒト)の流
れを再構築しようとしている点である。上述したような新しい
売場だけでなく、店舗への巡回バスを運行予定であるほか、シ
ニア層にとっての関心事である「健康」を切り口とした来店施
策(歩数に応じた来店ポイントの付与等)も仕掛けるなど、いか
にして来店客を増やすかに腐心している様子がうかがえる。 

 イオンのような総合スーパーやショッピングセンターに限ら
ず、百貨店や専門店など全ての小売店舗は、モノ(商品)の集積
(買い付け)、展示、保管、仕様説明、試用(試着)、受け渡し、
包装、決済、返品受付といった小売業としての伝統的なサービ
スを継続することだけで生き残ることはできないであろう。こ
れらの機能がアンバンドル化されて、インターネット関連の新
興企業/サービスによって外部化される流れは不可逆と思われ
るためである。これからの大型小売店に求められるのは、失わ
れていく機能に代わる新たな価値提供であり、その舞台はあく
までも、現存する店舗という空間であるべきと考える。 
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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： 『ASEAN最低賃金と政治の関係性』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 近時、ASEAN主要国における最低賃金がメディアに取り上
げられるのを拝聞する機会が多い。ASEAN10か国のうち、先
進国のシンガポール、国民数が10百万人に至らないラオス・ブ
ルネイを除く、7か国の主要都市の最低賃金を上から並べる
と、①インドネシア（2017年月額：251ドル）、②マレーシ
ア（同230ドル）、③フィリピン（同191ドル）、④タイ（同
186ドル）、⑤カンボジア（同153ドル）、⑥ベトナム（同
140ドル）、⑦ミャンマー（同53ドル）との順、単年度で見た
場合のインドネシアの突出ぶりが目立つ。 

 他方、注視するべきは、その上昇ぶりである。近年は軒並み
前年比2桁増の諸国が多い中、今後の見通しについて、政治的
安定国は、比較的上昇率を抑える施策を講じる動きが見える
（フィリピン・ベトナム・カンボジア）一方、マレーシア
（2017年末近くで総選挙との観測）やタイ・ミャンマー（軍
事政権）では、国民からの関心を惹きつける目的で引き続き大
幅な上昇が見込まれる。インドネシアの場合は、少し前の大統
領選挙やそれに伴うねじれ政権体制の産物と思料する。 

 ASEAN進出・増産の是非検討に際しては、無論、最低賃金
レベルのみを以てその諾否を決するものではない。が、事業計
画等の策定時においては、変数要素として上昇率については、
インフレ率のみでは不足であり、政治情勢や政策についての
チェックと勘案が不可欠であろう。 

 近時筆者が係るASEAN案件において、各国の対象会社幹部
との対話の中で象徴的なコメントがある。曰く、①ベトナム
（日用品製造・小売）「引き続き労働集約的な生産体制の構築
が収益性の向上に資する」とする一方、②インドネシア（食品
製造）「工場の完全自動化に舵を切ることを決めた」。 
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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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