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『インターネット広告の次に来ているもの』 



小売業界： 『インターネット広告の次に来ているもの』 

 2月22日に電通が発表した「2017年 日本の広告費」による
と、同年の広告市場におけるインターネット広告費は前年比
15％増と顕著な伸びを示した。かたや、新聞や折込チラシ等の
伝統的な広告媒体は停滞した。流通小売各社は広告戦略におけ
るデジタルシフトを急ぐべきとの声も聞くが、マス向け広告の
掲載媒体をインターネットに変えるだけでは不十分であろう。 

 急成長を遂げている国内外企業の多くは、マス向けの広告戦
略だけではなく、自社サービスの顧客向けに個人最適化(パー
ソナライズ)した販促戦略も強化している。SpotifyやNetrflix
といったストリーミングサービス企業が個々の利用履歴に応じ
たレコメンドを行っているほか、スタートトゥデイ運営の
「ZOZOTOWN」では、ユーザーの嗜好や体型に合わせて推奨
商品の試着セットを届ける「おまかせ定期便」を開始した。 

 採寸ウェアラブル「ZOZOSUIT」によるサイズデータに加え
て、「おまかせ定期便」利用開始時のアンケートでは洋服の好
みや隠したい身体の箇所といった定性情報も収集して、従来以
上の顧客サービスのパーソナライズ化を進める方針だ。スター
トトゥデイの17年度第3四半期決算(17年4～12月)における広
告宣伝費は約13億円と、商品取扱高に占める比率はわずか
0.6％。ファッション業界の雄である同社の販促戦略は、マス
向け広告から個人最適化されたCRMへ、軸足を移している。 

 顧客データや閲覧履歴などの顧客分析はAIの導入等でさらに
精緻となっていく。このような分野では、上述したようなデジ
タルサービス企業が優位に立つが、伝統的な流通小売業も安閑
としていられない。既存の顧客データの有効活用に加えて、有
益なミクロデータを収集するための戦略に踏み出すべきである。 
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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 



参考：2017年の広告市場(業種別の前年比増減率) 

情報は電通「2017年 日本の広告費」よりフロンティア・マネジメント作成 
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産業調査コラム 
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消費全般：『インバウンドこそ、百貨店本来のビジネス』 

 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） 

 

 日本百貨店協会によると、2017年暦年の百貨店売上は3年ぶ
りに増加となり、0.1％増の5兆9532億円となった。このうち、
インバウンド消費は年間累計で46.3％増の2704億円と2年ぶ
りに過去最高を更新し、百貨店売上全体の4.5％を占める水準
に上昇した。多くの国内報道では、インバウンド消費は好調だ
が、それを除くと百貨店売上は実際には伸びていない、といっ
た論調が目立つ。これは適切な分析なのだろうか？ 

 百貨店は、歴史的にインバウンドを得意としてきた。全国が
新幹線や飛行機で結ばれた現在でも、日本橋三越には地方から
数時間かけて来訪するお得意様が少なくない。よしもとばなな
さんなど筆者と同世代の作家の小説を読むと、初めて上京して
心躍らせながら訪れたのは伊勢丹新宿店という記述が見られる。
東京に居住していない（いなかった）人々が訪れるインバウン
ドこそが、従来の日本の百貨店を支えていた。高度経済成長期
以降の東京への人口一極集中とは、まさに国内型インバウンド
であった。 

 LCCの台頭など交通網の発達は、国内だけでなく国際移動を
も容易にした。中国などからのインバウンド消費は、日本の百
貨店にとって不連続で突発的なものでもなく、非継続的なもの
でもない。非東京居住者によるインバウンドの対象エリアが、
交通網の発達などで日本以外に拡大したと捉えるべきであろう。
百貨店にとってインバウンドはキワモノではない。インバウン
ドこそ生命線であったことを忘れてはならない。 
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テクノロジー関連業界：『2018年のCGC新ルール』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 テクノロジー業界だけが関係する訳ではないが、2015年3月
に金融庁と東証が取り纏め、6月から適応が開始されたコーポ
レートガバナンス・コード（CGC)が3年を経過し、新たなルー
ルを加えようとしているようだ。メディアの報道によると変更
点は、①社外取締役比率1/3以上（現行2人以上）、②CEOの
選解任透明化、③政策保有株に関する説明責任強化、の３点。 

 特に社外取締役の1/3以上は、従来ISSが助言方針として機
関投資家にアドバイスしてきたものと同等だが、金融庁・東証
がルールとして定量的に採用する事に大きな意味を持つ。CGC
導入効果もあり、ISSでは過去3年で社外取締役の導入企業が
33→85％へ上昇したとしている。ただし社外取締役候補を探
し、依頼し、株主総会で選任を受けるのは、かなりの負担。実
際経験者が少なく、まずは候補者の探索が大きな壁。2名でも
大変だったのに、1/3以上となると、取締役が総数が7名だと3
名、10名だと4名、13名だと5名必要になる計算だ。 

 日本では社外取締役の歴史は浅く、その期待値も企業間で大
きく異なる印象がある。同時にCEOの選解任透明化を含めて考
えると、いずれ一定基準以上のグローバル基準を達成しようと
する日本企業に対するガバナンスのルールは、「指名等委員会
設置会社で社外取締役過半数」となる可能性があろう。今後
CGC導入直後に作成→外部発表した中期計画（KPIはROE8%
など）も未達となって結果が発表される企業も多いと思われ、
2017年度決算発表時の対応や新中計内容が注目される。 
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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。 



中国担当：『大気汚染対策から』 

中村 達 

Toru Nakamura 

マネージング・ディレクター 

 中国での土地問題について、先月触れたが、この動きは大都
市部の住宅価格以外に環境改善と連動している。 

 グリーンピースによると、まだ改善が必要ながらPM2.5数値
は2017年第四半期昨年ベース33.1%減少を見せた。（28都
市）これは基準管理強化による工場の閉鎖、停止を行ったこと、
冬場の暖房熱源で石炭から液化天然ガスに(LNG)切り替えを急
速に行ったこと、最後に天候面もフォローした事が要因として
挙げられている。 

  大気汚染の大きな原因は石炭燃焼によるとされているが中国
の自給可能なエネルギー資源は石炭だけなので、今後他への切
替は外交政策にも関わってくると見られる。 

 実際、17年11月米国の対中LNG輸出は40.7万トンで同年前
月比57%増加。前年同月は実績ゼロであった事から大きな転
換をしている事が見える。 

 ただし、各地方全てでの変更は不可能であり、地域による産
業別製造物制限、 工場基準についてこれまで以上に確認が必
要と言える。 

 国家が推進している「小康社会」（国内全地域の生活レベル
の向上）実現と大都市環境改善には産業によって、内陸部への
製造業移動、誘致がより進められると考える。 

  更に、中国企業に対しても政府がより厳格管理を進めてい
くなか、中国での製造販売を合弁、業務提携で検討する日本企
業はパートナー候補企業の選定と調査について内容を再検討す
る時期と言える。 
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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：『マクドナルドの大胆な施策』 

 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） 

 日本マクドナルドの業績の急回復の裏には、同社の大胆な施
策があったとことを知った。巨額の赤字にも関わらず社員の給
料を上げたのだそうだ。テレビ東京の「カンブリア宮殿」に同
社のカサノバ社長が出演し、以下のように述べたと言う。 
「マクドナルドのビジネスは人によって支えられています。つ
まり私たちが成功するためにはまず社員たちが満足しなければ
なりません。当然のことですよね？」 

 残念ながら私はこの番組を見ていなかったが、この施策が、
拙著『経営危機には給料を増やす！ ～ 世界一企業をつくっ
た「天邪鬼経営」～』の内容と同じだと取り上げてくれた方が
いて、間接的に知った。 

 拙著では、産業構造の変化によって既存事業への需要が激減
した企業の社長が、「このままではうちはなくなる。給料を二
倍にするから、その間に新規事業を考えるか、無理なら転職し
てくれ」という驚きの指示をだし、社員たちが見事に新規事業
を創出し、新しい企業として復活した企業を紹介した。 

 業績不振になれば、固定費すなわち人件費を圧縮するのは定
石である。ただ、社員のやる気の喪失、退社などで負のスパイ
ラルに入る可能性も高い。経営危機に固定費を増やすことは通
常では考えられず、マクドナルドの「天邪鬼」施策に驚かされ
た。 
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メディア・エンターテインメント業界： 『バンダイナムコの中計』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 バンダイナムコホールディングスは、2月９日に、2019年3
月期を起点とする3年間の中期計画を発表した。その中計の事
業面での骨子は、①IP創出の強化（そのために250億円を拠
出）、②新たなエンターテインメント領域への挑戦、③中国市
場への本格展開、となっている。 

 ①IP創出の強化では、「アニメ制作子会社サンライズを主幹
事とした事業ユニット「IPクリエイションユニット」を新規組
成し、各事業部門や外部との連携を図りながら、IP創出力を強
化する方針。 

 ②新たなエンターテインメント領域への挑戦に関しては、高
めの年齢層向けビジネスの拡大や、成長期待の高いライブビジ
ネス強化を行う。特に後者では、渋谷区にホールを含むライブ
ビジネスを展開する複合施設を建設し、「場」と「コンテン
ツ」の垂直統合型ビジネス展開を行う方針。 

 ③中国に関しては、ゲーム、玩具、映像を統括する地域統括
会社を上海に設立し、事業強化を推進する方針。 

 バンダイナムコは、2017年12月末現在で、ネットキャッ
シュで1500億円強、投資有価証券で570億円強の資金力を
誇っているが、今般中計で、上記のような、短中期的な成長が
確実視される分野の強化、すなわち「堅実」な強化ではありな
がら、積極的な投資意欲を示した。また、併せて安定的な収益
を背景とした増配も発表しており、企業価値向上への強い意欲
が見られた。今後の3年間に中長期的な成長に資する新IPや新
事業を確立し、エンタメ分野でのリーダーシップを更に強化で
きるかに注目したい。 
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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： 『農業機械も自動運転が実用化へ』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 自動車業界では、自動運転の取り込みが活発化しているが、
農業の分野でも自動運転の農業機械が具体化してきている。こ
の背景には、農業就業人口の減少、農業就業者の高齢化などで
ある。日本の農業就業人口は、2000年末389万人から2017年
末181.6万人と大幅に減少しており、今後も減少が続くと予想
されている。また、2017年末の農業就業人口に占める65歳以
上の占める構成比は66％であり、平均年齢は66.7歳と高齢化
も進展している（2000年時点では、各53％、51.1歳）。日本
政府も、2020年までに自動運転の農業機械を実用化させる方
針であり、自動走行に必要なシステム開発の支援、GPS（全地
球測位システム）精度向上のための衛星利用のサポート、農地
整備（大区画化など）、公道の走行を可能とすべく道路交通法
の改正などに取り組んでいる。 

 農業機械の主要各社（クボタ、ヤンマー、井関農機）は、
2017年に無人運転の農業機械を公開したが、モニター向けの
試験販売にとどまっていた。しかし、2018年以降、各社とも
無人運転のトラクタ、コンバインの販売をスタートさせる見込
みだ。これらの製品の販売価格は、GPS受信機やセンサー搭載
などに伴い、従来品よりもアップする見込みだ。小規模農家向
けには価格面が普及のネックとなろうが、大規模農家向けには
生産性改善の効果が明確となれば普及が進みそうだ。 

 農業機械の分野でも、従来のハードだけではなく、自動運転
機能やICTを活用した機械の工程管理などソフト・システムを
付加することが重要になってきている。このため、センシング、
計測、データ分析などの技術が必要となっており、農業機械
メーカーでは、これらの技術を有する企業との協業や提携など
の動きが強まりそうだ。 
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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。 



ASEAN担当： 『ランプン地区（インドネシア）』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 インドネシアのある食品系の新興財閥創業ファミリーメン
バーと、最近のインドネシア事情、とりわけジャカルタ近郊に
おける新設工場の立地について意見交換していた折の同上メン
バーCEOのコメントである。「ジャカルタ近郊工場といえば、
当然ジャワ島内（西ジャワ～中央ジャワ）が想起され、事実、
ジャカルタ周辺地域は土地代も高騰、労賃上昇も率こそ落ち着
いたが既に手に負えないほど高い。とはいえ、物流インフラが
未整備な中では消費地近隣での製造機能は必須であり、当社で
は製品の付加価値向上に伴って製造機能の全自動化の方向に舵
を切ることにした。但しもし来年にジョコ大統領が再選されれ
ば、（工場立地に）一つ興味深い地域がある。スマトラ島ラン
プン地区だ。2020年代前半にスマトラ島とジャワ島が橋で繋
がる計画があるのだ。スマトラ島南部は土地代・労賃も低く、
魅力的な工場立地候補になる。」 

 ジョコ大統領は2019年4月に大統領選挙を控えているが、そ
の前哨戦は既に2018年2月の州知事選から始まっており、8月
には正式な出馬表明を出すことになる。自身が公約にしている
インフラ整備の実現に対する同氏の意欲・言動からは再選を意
識しているといえ、また国民からの支持率も現時点では高く、
再選には比較的に楽観論が多い。近年のGDP成長率は5％台か
ら大きく下回ることはない一方、個人消費・輸出からのドライ
ブが計画比で小さい点は懸念。またインフラ建設での事故等ト
ラブルが多く一時的に建設工事中止するなどしておりソフト面
での課題が多い。中国寄り外交が日本に寄ってきているとの動
きもある中、日本として計画策定や管理面などのソフト面での
支援余地があるように考える。そして、近い将来にランプン地
区に日系企業の工場が多く立ち並ぶことに期待したい。 
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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。 



先端領域： 『インドで進む“Aadhaar”によるキャッシュレス化は壮大な社会実験』 

本橋 陽介 

Yosuke Motohashi 

シニア・ディレクター 

 2016年１月からＩＣチップ入りカードに交換できるように
なってはや2年。日本でのマイナンバーカード普及率は10%を
僅かに超えた程度だ。一方で、2009年に付与を開始したイン
ド版マイナンバーであるAadhaar（両手の指紋と虹彩による本
人認証を裏付けに付与される12桁の個人識別番号）の付与率は
なんと9割に達している。（生体認証技術はNECが提供） 

 対応決済システム（AEPS）は、国民ID番号と銀行口座を対
応させて決済できる画期的なシステムであり、利用者はスマー
トフォンを持たなくても、生体認証端末にID番号を入力し、指
紋と虹彩をスキャンすれば、銀行口座引き落としによる決済が
可能となっている。政府は「PMJDY」と呼ばれる皆口座政策を
同時に推進しており、現在3億口座ほどの銀行口座が、増加す
るにつれ高額紙幣を廃止したインドでは一気に電子決済が進ん
でいくとみられている。また、①世界中で「スマホによる電子
決済」が急激に普及する中で、スマホを前提にしないFintech
（今後のスマホ普及はプラス影響）②マイナンバーに加え、銀
行口座、スマホ普及を同時にエコシステムとして推進する政策
担当者の能力③常態化していた汚職や脱税などブラックマネー
（GDPの20%とも）掃討への執念には驚かされるばかりだ。 

 もちろん①政府による監視社会の実現②セキュリティリスク
増大③預金増加で中長期的にリスクマネー不足④結局高額紙幣
廃止は汚職の根本的解決にはならない、といった課題の克服を
中長期でいかにかじ取りしていくか、にも興味は尽きない。 

 最大のリスクは（笑い話のようだが）Aadhaarの担当SEが
不正に手を染めることではないか。巨大現金国家である日本か
ら紙幣の偽造防止などある意味「枯れた」技術導入を並行して
支援する、という逆張り戦略も面白いとおもうのだが。 
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 2001年にアクセンチュア㈱に入社。2012年にフロン
ティア･マネジメント㈱に入社｡ 

 アクセンチュア㈱では、製造・流通業のコンサルタン
トとして、構想立案から業務プロセスの導入・定着化
及びIT導入までを一貫して支援。上海オフィスとの協
働プロジェクトなどに関与。全社予算管理、マーチャ
ンダイジング改革、経営効率改善、事業再構築、全社
ITマネジメント、サプライチェーンマネジメント等に
経験を持つ。 

 フロンティア・マネジメント㈱では、化学、材料、電
子部品、機械、自動車OEM・自動車部品、エレクトロ
ニクスなど製造業中心に、長期ビジョンや新規事業探
索などの戦略策定及び実行支援、中期経営計画策定な
どを責任者として推進。その他、教育、エンタテイン
メント、金融など各種サービス産業への戦略策定支援
や中央省庁委託事業等に従事。 

 M&Aアドバイザーとして、エレクトロニクスメーカや
住宅メーカー、電子部品材料、自動車部品企業等にお
けるM&A戦略策定やビジネスDDなどのエクゼキュー
ションに関与し、日立製作所による日立セキュリティ
サービス株式の綜合警備保障（ALSOK）への譲渡など
を担当。 
コンサルティング部門における人工知能、IoTなど先
進テクノロジー領域におけるリサーチ、知見蓄積やデ
リバリーメソッド開発のリーダー。 
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