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『映像ソフト市場は横ばい基調』 



メディア・エンターテインメント業界：『映像ソフト市場は横ばい基調』 

福田 聡一郎 

Soichiro Fukuda 

シニア･アナリスト 

 日本映像ソフト協会が5月17日に発表した「映像ソフト市場
規模及びユーザー動向調査2017」によると、セルDVD/BD
と、レンタルDVD/BD、有料動画配信の3市場合計の市場規模
は、2017年度で5,213億円(前年度比99.1%)と、ほぼ横ばい
となった。有料動画配信市場を調査対象に加えた2013年度か
らほぼ5,000億円強という水準を維持しているが、セル市場、
レンタル市場の減少を、有料動画配信市場の伸長で補うトレン
ドが継続している。 

 ユーザー数の動向に関しては、2013年度対比で、セル市場
が5%増とほぼ横ばい、レンタル市場が22.4%減、有料動画配
信市場が3.8倍となっている。同データからは、スマートフォ
ンによる動画視聴が一般化し、レンタル市場を侵食している一
方、コレクション需要が強いと見られるセル市場は、ユーザー
のタイトル絞り込み傾向は窺えるものの、ユーザー数は維持で
きていると考えられる。 

 今後の注目は、有料動画配信市場の拡大ペースとなろう。海
外動画配信事業者を中心にオリジナルコンテンツへの制作資金
拠出意欲は高く、有力コンテンツ囲い込みの動きは強まるもの
と考えられる。有料でしか見られない強力なコンテンツが確立
されれば、有料動画配信市場の拡大は加速しよう。 

 また、サイバーエージェントは、広告モデルを主軸に据えた
無料動画配信サービスAbemaTVを展開し、オリジナルコンテ
ンツ制作にも積極的である。同サービスでは、番組を好みの時
間に見られる機能は有料のため、一般視聴者を有料サービスに
誘導できれば、有料配信市場の拡大ペースにも影響を与えよう。 
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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。 



参考：映像ソフト市場の推移 

情報は日本映像ソフト協会『映像ソフト市場規模及びユーザー動向調査2017 』より入手 
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産業調査コラム 
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消費全般：『引っ越し業者が見つからないのはなぜか』 

 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） 

 

 毎年3月は転居のシーズン。大学新入生、社会人一年生、転
勤するサラリーマン。各人が3月末に転居するため、この時期
は引っ越し業者を探すのが大変である。とりわけ、2018年は
難易度が高く、メディアでも盛んに報じられた。 

 しかし、実は2018年の引っ越しは多かったわけではない。
『住民基本台帳人口移動報告3月結果』を見てみよう。同年3月
の市区町村間移動者数は、日本全体で前年比4.7％減少し、三
大都市圏でも減少となった。都市への人口移動の加速が言われ
ているが、実際の引っ越し数は前年比で増えていない。 

 そもそも、長期的な趨勢を見ても、人口移動は減少トレンド
にある。我が国の人口移動のピークは、第一次オイルショック
の1973年。この年の移動者数は年間853万人であった。その
後、年間移動者数はほぼ一貫して減少し、平成の世が始まった
1989年には651万人、2017年には489万人（外国人含まず）
となった。 

 以上から推察するに、2018年3月に引っ越し業者の確保が難
しかったのは、すぐれて物流業界側の問題である。一部には、
Eコマースの増加による宅配クライシスの余波が要因とも伝え
られている。しかし、Eコマースは今後も継続的に増加してい
くため、宅配便の配送システムの抜本的な改革（宅配ボックス
や留め置きなど）が急務である。宅配便で抱えている人員を市
場に放出しなければ、毎年3月の引っ越し問題は、今後悪化す
ることはあれ、改善することはないであろう。 
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テクノロジー関連業界：『ソニーの経営方針と中期経営計画からの示唆』 

栗山 史 

Hitoshi Kuriyama 

産業調査部長 

 5月22日、ソニーは吉田CEO新体制下における経営方針を発
表。20年ぶりに過去最高益を更新した18/3期に続き、第3次中
期計画と位置付けられる今回の計画は、ガバナンスやIR等で国
内企業をリードしてきたことからも注目度は高かった。 

 ポイントは、①3ヵ年の累積営業キャッシュフロー2兆円を目
標（使途は、1兆円を設備投資・残りを戦略投資・財務体制・
株主還元）、②過去3年を下回るROE10%を規律として設定、
③セグメント営業利益目標は低ROIC事業を除き現状継続+αに
留めた、の3点。金融・モバイル事業を除くとROICが2桁で、
民生機器事業の大半が30%超と驚異的な水準。 

 第2次中期計画でサステイナビリティは担保された後、安定
性を維持した上で新しい成長モメンタムを創るには制約下での
選択的投資が必須。注力領域を「感動を提供するためのDTC
サービスとコンテンツIPの強化」としたが、具体的方策はこれ
からの印象。またROIC視点で大胆な事業ポートフォリオの転
換・改革や、現在の競合先との戦略的協業が必要になるかもし
れない。 

 今回は、過去から継続的に資本市場と真摯に対話してきた姿
勢も改めて重要と感じた。グローバルな大手アクティビストが
日本でも暗躍する中、多くの株主は保守的な経営計画を理解
し、ESG投資家への説明も十分に行うことでポジションを維
持。発表後も株価は比較的安定している。今回のソニーの中
計・方針計画発表やアクションは、今後多くの企業に参考とな
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。 



電子デバイス・材料業界：『逆転』 

 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） 

『この本を読まずに死ぬな！人生を変える珠玉の15冊』（静山堂書店 2018年） 

『図解入門業界研究最新電子部品産業の動向とカラクリがよ～くわかる本』（秀和システム 2018年） 

 先月、出版予告をした「電子部品産業の動向とカラクリがよ
くわかる本」が出版された。世界的に知られる高収益企業の宝
庫である電子部品産業について解説したものである。 

 さて、インターネットの「ねとらぼ」に面白い記事があっ
た。日本の人口一位の都道府県の推移である。 

それによれば、過去、人口数で一位になったことがある都道府
県が7つもある。その事実を知らなかった筆者は驚いた。同記
事によれば、過去の一位の推移は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このデータは地方都市にとっては勇気づけられるデータだと
思われるが、産業界においても逆転の可能性があるのだという
ことを示す良い事例だと言える。 
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一位の年 都道府県　 人口（万人）

1872年 広島 92

1873年 愛知 122

1874-76年 新潟 137

1877-81年 石川 181

1882-83年 新潟 158

1884-86年 大坂 163

1887-96年 新潟 165

1897-44年 東京 176

1945年 北海道 351

1946年以降 東京 418

http://www.frontier-mgmt.com/books15.php
http://www.frontier-mgmt.com/books15.php


先端領域： 『航空機も電動化の時代に突入する、のか』 

本橋 陽介 

Yosuke Motohashi 

マネージング・ディレクター 

 もちろん今すぐの話ではない。    

 BoeingやJet Blueから出資を受けている米国のスタートアッ
プのZunum aero（ズーナム・エアロ）は、6人から12人乗り
の小型ハイブリッド電気航空機をチャーター便航空会社である
Jet Suite社に2022年に100台納入する計画を発表した。 

 技術的には、航空機の翼に（燃料では無く）バッテリーパッ
クが搭載されているところに注目している。つまり、燃料を燃
やして発電機を回す「なんちゃってハイブリッド」ではないと
いうことだ。飛行テスト開始前の2018年後半から2019年前半
に地上でテストされる予定だというから、現時点でもかなり成
熟しているのだろう。 

 事業性についても、電池がとにかく重いので、長距離運航に
は適さないかもしれないが、プライベートジェット全盛（2万
機といわれる）でコミュニティ空港を主に使うような米国では
オプションとなる可能性は高い。 

 さて、航空機のハイブリッド技術開発が進むことで「将来的
な部品モジュール化の進展⇒欧米航空機産業の危機」を無責任
に煽る言説があるかもしれない。確かに否定できる材料が無い
ので仮説としてはありうる。ただ、自動車部品は数万点だが、
航空機は数百万点に上る。かつて米国西海岸出張時に、航空機
部品メーカが展開するサプライチェーンの広大さを見せつけら
れた筆者からすると、参入は容易ではないようにも思われる。
中国のCOMACなど新興国メーカのチャレンジが起こるのか、
注目していきたい。 
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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。 



機械業界： 『18年度の収益も堅調見込みだが、スマホ関連設備に懸念』 

水野 英之 

Hideyuki Mizuno 

シニア･アナリスト 

 上場企業の18/3期の決算発表が終了したが、機械各社は
19/3期も堅調な収益が続くとの見方が大勢のようだ。18/3期
決算では、工作機械、建設機械、FA(ファクトリーオートメー
ション)関連機器などの業界各社は、世界的な需要拡大により
好調な決算内容であった。 

 中でも、SMC、安川電機、ダイフクなどFA関連の企業は、
18/3期に過去最高益を大幅に更新した。SMCは、空気圧機器
の需要拡大と世界シェアの引き上げ（前年比1ppt増の36％）
による増収効果とコストダウン効果により、営業利益率を前年
比3.7ppt 増の32.6％と大幅に上昇させるなど、収益力をさら
に引き上げている。 

 19/3期の機械各社の事業環境は引き続き順調との見方であ
るが、(1)円高前提であること、(2)原材料費の上昇、(3)人手
不足に対応するための費用増、などを背景に、小幅な増益を予
想する企業が多くなっている。 

  FA関連企業の19/3期収益は、人手不足対応のための自動化
ニーズの拡大、自動車のEV化、IoTやスマートファクトリーへ
の対応などを背景に、拡大基調が続くとの見方となっている。 

 一方、最大の懸念要因は、スマートフォン市場の減速であ
る。FA関連企業や工作機械メーカーの一部では、スマートフォ
ン市場拡大の恩恵を享受していた。スマートフォン需要は、中
国などで減速感がでており、今後、スマートフォン関連設備
メーカーへの影響には注視する必要があろう。 
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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： 『来店客数マイナス時代のコンビニ業界』 

 コンビニ業界が冬の時代を迎えたとの論説を聞く。2017年
度決算において、大手3社の既存店客数が前年割れとなったた
めである。各社とも夕刻以降の時間帯の客数が停滞したよう
だ。 

 夜間の客数減少の原因としては、①スマホ決済の普及等に伴
うATM利用の減少、②駅ナカ立地の食品専門店の出店攻勢、③
ドラッグストアの24時間営業などが考えられる。これに対して
大手コンビニは、夕刻以降の時間帯の欠品を防ぐための物流改
革や商品開発を急いでいる。 

 コンビニ復活の策は他にもある。セブン-イレブンが6月に開
始する新アプリと「セブンマイルプログラム」だ。1日の来店
客数が全店で2,000万人を超えるセブンを起点としたポイント
プログラムは、膨大な数の顧客接点や顧客情報をもたらす。そ
の価値は計り知れない。 

 例えば、男性客Ａさんが平日の朝夕には川崎市のセブンに頻
繁に立ち寄る一方で、平日昼間には丸の内、週末には千葉県の
外房エリアのセブンにチェックイン(アプリ提示)しているとし
よう。この場合、Ａさんは川崎市在住、丸の内の大企業勤め
で、釣りかサーフィンを趣味とする独身男性という仮説が成り
立つ。リアル店舗起点の消費者情報は生活行動や位置に関する
情報も包含しており、ネット上の顧客情報(閲覧履歴)にはない
付加価値がある。それを活用した商品情報、販促、ターゲット
広告(例えばＡさんの場合、輸入車や婚活の情報)等がコンビニ
復活の鍵を握るかもしれない。 

© 2018 Frontier Management Inc. 11 

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 



中国担当：『対外投資と対内投資』 

中村 達 

Toru Nakamura 

マネージング・ディレクター 

 旧聞だが中国の2017年対外直接投資額は、累計1,200.8億
米ドルで、地域は174カ国・企業数6,236社であった。その中
で中国企業のM&Aは341件、962億米ドルと発表されている。 

 2016年が同1,701.1億米ドル（15年比44.1%増）であり
2003年以降初の減少となった。これは昨年下期から急増した
不動産を含む海外資産投資を中国市場に寄与しないとの理由か
ら制限、銀行外為枠を抑制した結果と言える。対外投資が極端
に抑制されているかは、先週の商務部発表が説明している。 

 2018年1-4月同は355.8億米ドルと前年同期比34.9%上昇
で2016年レベルに回復。特徴的なのは、非理性的投資の封じ
込めが出来ていると発表しており、企業構造強化と中国市場貢
献への投資は積極的に行うとしている。 

 その一方、外資呼び込みにも注力しており主要投資国である
シンガポール、韓国、英国が対前年同期比各50-60%増であ
る。ただし、日本からは7.6%増にとどまっている。 

 昨年後半からの日中政府の関係良化が見られ、これを一時的
でまたリスクが高まると考えるか、中国市場への参入機会が増
えたと考えるかによるが、自身の発展と拡大の為に新たな協
業、提携を考える中国企業も増えてきており、政府も特に二線
都市以下の地域開発は重要で地方政府は海外企業との連携を進
めようとしている。 

 実は、投資を望んでいる中国企業、政府も多いと考える。各
企業との対話を行いやすい時期ではないだろうか。 
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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。  



ASEAN担当： 『マハティール暫定政権の誕生』 

毛利 剛実 

Takemi Mori 

シニア・ディレクター 

 最近マレーシア出張に行った折、ひと仕事を終え、現地経営
者とビールを飲み交わした時の会話である。 

  筆者「マハティール暫定首相は、昔のようにブミプトラ政
策（＝内向き政策）を推進するだろうか」 

相手方「前回首相の頃（1981年～2003年）より歳を経て達観
したように見え、且つ開放的になったように、マレーシア国民
は感じている。一方で人間そんなに性格は変わらず、年をとれ
ばとるほど、自身の考えに固執し頑固になるとの意見もある。
忘れてはならないのは、今回の選挙結果は『ナジブ氏でない候
補』を選択する目的で消去法的にマハティール氏が選ばれた点
である（投票率：80％）」 

筆者「対中・対日関係は政権交代で何らか変化すると思うか」 

相手方「ナジブ首相の失脚は中国には多少の痛手であろう。そ
のくらいナジブ氏と近かったように思う。ただ中国側から早々
に軌道修正してくるだろうから結局は変わらず、高速鉄道など
のインフラ投資促進での中国からの関与に大きな変化はないの
ではないか」 

 ナジブ氏が中国政府と協議していたインフラ関連（鉄道・高
速道路）・自動車関連（プロトン・プロデュア）を中心に、新
政権下で変化がありそうな産業領域を中心に、日系企業が入り
込む余地を探りたい。他方、「国家債務隠し」が事実との場合
にはGDP比9割近くまで増えることになり（アセアン諸国で最
大）、インフラ投資への影響は不可避。木材・医薬品・加工食
品等、同国輸出企業をターゲットとするのも一案であろう。 
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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。 



アメリカ担当： 『アクティビストの動きと日系企業への影響』 

津田 雄一郎 

Yuichiro Tsuda 

ニューヨーク支店長 

 1月31日、富士フイルムが米ゼロックス株式の過半数取得す
ることを正式に発表。 

 複雑なスキームを用いて現金を用いずにゼロックス株式を取
得しようとした事に対して、約15%のゼロックス株式を保有
する米アクティビストのアイカーンらが、「十分なコントロー
ル・プレミアムを受け取る機会がない」と主張（アイカーンら
は、観測記事発表の前営業日終値の約32%以上のプレミアム
を主張）。最終的に米ゼロックスは、アイカーンらと和解し、
富士フイルムによる買収案を破棄した（2018年5月29日時
点）。 

 Thomson Reutersによると、米国上場企業のプレミアム平
均は、約29-36%程度であることから、アイカーンらの主張は
過大というわけではないように見受けられる。 

 富士フイルム以外にも、日立による伊STSの公開買付
（TOB）時に米アクティビストのエリオットが、「株価が過小
評価されている」と裁判所へ提訴。エリオットは、日立による
日立国際電気のTOB時にも声を上げた。このほか、パナソニッ
クによるパナホームの完全子会社化やアルプス電気によるアル
パインの完全子会社化の際にも、海外アクティビストが、妥当
な株式価値やM&A検討におけるガバナンス等について指摘して
いる。 

 アクティビストへの対応には、日米における取締役の信認義
務の構造の相違も考慮しつつ、合理的なプレミアムと透明性の
ある株主の出口機会の提供が必要と考える。今後ますます日系
企業は、グローバルにおける株主対応が必要である。 
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 シティバンク銀行㈱に入社。その後、大和証券SMBC ㈱ 、
会計系コンサルティング会社（香港・日本）を経て、2014
年にフロンティア・マネジメントに入社。2017年6月
ニューヨーク支店長に就任。 

 大和証券SMB(株)Cでは、電機・機械等の製造業を中心に
M&Aアドバイザリー業務に従事。会計系コンサルティング
会社ではマネージャーとして、DD・バリュエーション、ク
ロスボーダー、M&Aアドバイザリー、事業再生、日系企業
のアジア進出における会計・税務コンサルティング等の業
務に従事。うち約2年半は香港事務所に駐在し、ジャパン・
デスクの立ち上げを担当。 

 フロンティア・マネジメント(株)では、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、日立製作所による米Genpactへの日立マネージメ
ントパートナー財務ソリューション事業の売却、ソニーの
日本・タイ・マレーシアにおける物流事業の三井倉庫ホー
ルディングスへのカーブアウトに関するFA業務、三井住友
FG・三井住友銀行とGMOインターネット・GMOペイメント
ゲートウェイにおける資本業務提携等にかかるFA業務など
を担当。 

 AI・IoT・モビリティ・シェアリング・フィンテック・フー
ドテック・ヘルスケア・その他テクノロジー関係に造詣深
い。北米・アジアにおける動向をフォロー。 
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