
FE1501A

Frontier MANAGEMENT newsletter

Frontier MANAGEMENT newsletterフロンティア・アイズ

vol.08
2015
FEB.

vol.08 FEB, 2015

◆

地域統括会社とブランド管理／　◆中国ASEAN 中国

©FRONTIER MANAGEMENT INC. 2013-2015,  AII rights reserved. Printed in Japan.

※本誌の全部または一部を無断で複写・複製・転訳載すること、および磁気または光記録媒体等へ入力等することは、
　特定の場合を除き、禁じられております。これらを希望される場合には弊社までご連絡ください。
※乱丁、落丁本がございましたら、お取り替えいたしますので、お手数ですが発行に記載されている弊社経営企画室あて
　にご連絡ください。

±アジア現地レポート

±セミナー報告

フロンティア「食」セミナー開催報告 ～食ビジネスの新たな座標軸～

2015年1月以降の事業承継税制に係る主な改正ポイント

ターンアラウンドに求められる視点 ～資本注入を伴わない事例～

◆

持株会社を活用した経営統合の検討ポイントとプロセス

±事業承継トピック

±経営改革の現場から

±M&Aトピック

±再生トピック

±コンサルタントの眼

支援協スキームにおける再生アドバイザーの役割 ～DDS活用の意義と課題～

M&Aに伴うシステム対応のポイント ～IT-PMIについてM&Aケース別に解説～

±消費財トピック

「時間消費の二極化」とビジネスチャンス

特集 経営における組織化の有効性
～「外部化」VS「内部化」～

特集特集

化学企業はヒト、モノ、カネの
解放による効率化が求められる
化学企業はヒト、モノ、カネの
解放による効率化が求められる

◆特集Ⅰ

特集
Ⅱ

特集
Ⅰ

◆特集Ⅱ

ASEANASEAN 中国小売業のカーニバル：「双11」大型セールイベント

〒102-0073  東京都千代田区九段北3-2-11 
住友不動産九段北ビル4階・5階（受付5階）

http://www.frontier-mgmt.com

発    行

経営企画室フロンティア・マネジメント株式会社
FRONTIER MANAGEMENT INC.

出力ファイル名：FrontierEYES_v08_h01-h04_150113_ol.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 17.1.0J（CC）

機関誌『Frontier EYES』vol.08（2015.FEB.）
表1_表4

2015-01 vol.04-150113貼込アプリ： なし
作成OS ： Mac OS X ver.10.9.5



　フロンティア・マネジメントは、今年で創立

以来9年目の年となります。設立当初は、再

生系の案件を中心に、コンサルティング、M

＆A及び事業再生支援業務を行っていまし

たが、その後の景気変動や為替変動、企

業のグローバル化やIT化の進展等により、

企業のコンサルニーズも大幅に変化してきま

した。

　このような顧客ニーズの大幅な変化を受け

て、当社は企業の成長戦略支援業務にも軸

足を置き、近時では成長系の案件を中心と

したコンサルティング、M＆A及び海外進出

支援業務を担当する機会が飛躍的に増大

してきました。

　今年は、昨年度に引き続き、本機関誌の

誌面のクオリティをより高めていき、できる限

り、最新の業界テーマや法律・会計・税務・

金融等のテーマを捉えたうえで、事例紹介

についても充実化を図っていきたいと考え

ています。

　加えて、当社が開催する各種セミナーもこ

れまで以上にグレードアップを図り、皆様の

多様なニーズにできるだけ応えていきたいと

思います。現時点で、検討しているセミナー

のテーマとしては、弊社がこれまで行ってき

たアセアン及び中国に加えて、今後注目すべ

き大市場を抱えているインド（2月4日開催

予定）等の海外テーマの他、消費財又は産

業財分野の最新テーマ、地域再生のみなら

ず地域企業の成長・発展に関するテーマ等

を検討しております。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

　フロンティア・マネジメントでは、2015年1

月に中国事業部、アセアン事業部、産業調

査部という３つの部署を新設しました。これ

らは全て、弊社として、より深い専門性を

追求していく戦略の一環です。従来は、中

国とアセアンという二種類の部署をアジア事

業部という一つの部署で担当していました。

しかし、年々、各エリアにおけるクライアン

トからのニーズは増加し、しかもより複雑で

きめ細やかなサポートが必要とされてきてい

ます。こうした環境変化に対応するため、

アジア事業部を中国事業部とアセアン事業

部という二つの部署に分け、より専門的な

サービス展開を予定しています。

　産業調査部も同様の意図で新設していま

す。多くの企業では、長期にわたるデフレ

不況の陰の極を脱出した状態にあり、今後

は次の成長に向けた戦略策定や実行が希

求されています。その際、重要になってくる

のは、深遠な業界知見に基づいた適切なア

ドバイスであると弊社では考えています。今

後は、過去のように通り一遍の成長戦略や

欧米のベストプラクティスの輸入は通用しな

い世界になっていくと思われます。10～ 20

年一つのセクターを専らウォッチしてきた業

界スペシャリストを弊社では多数擁してお

り、今後もこの機関誌をはじめ多くの機会

を使って積極的な情報発信をしていく予定

です。今号巻頭の化学業界特集はその一

例です。

　クライアントニーズが年々変化し、より深

い専門性が求められている現代。我々の役

割は、それら変容するニーズを予測し、適

切な情報提供やサービス提供をしていくこ

とだと認識しています。2015年もクライアン

ト皆様の企業価値増大に資するべく努力す

る所存です。引き続きよろしくお願いいたし

ます。

代表取締役

代表取締役

巻 頭 挨 拶

18

20

22

アジア現地レポート

セミナー報告

フロンティア「食」セミナー開催報告 ～食ビジネスの新たな座標軸～

2015年1月以降の事業承継税制に係る主な改正ポイント

06

08

10

12

14

16

◆経営における組織化の有効性
～「外部化」VS「内部化」～

化学企業はヒト、モノ、カネの
解放による効率化が求められる

特集
Ⅱ

ターンアラウンドに求められる視点 ～資本注入を伴わない事例～
事業承継トピック

経営改革の現場から

M&Aトピック

再生トピック

持株会社を活用した経営統合の検討ポイントとプロセス

コンサルタントの眼

支援協スキームにおける再生アドバイザーの役割 ～DDS活用の意義と課題～

M&Aに伴うシステム対応のポイント ～IT-PMIについてM&Aケース別に解説～

消費財トピック

「時間消費の二極化」とビジネスチャンス

c o n t e n t s

01

02 ◆特集Ⅰ
FEATURED

巻頭挨拶

地域統括会社とブランド管理 ◆中国ASEAN 中国◆ASEAN 中国小売業のカーニバル：「双11」大型セールイベント23

Frontier MANAGEMENT newsletter

vol.08 FEB, 2015

FEB. 2015  FRONTIER±EYES 01

出力ファイル名：FrontierEYES_v08_h02-p01_150113_ol.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 17.1.0J（CC）

2015-01 vol.06-150113

機関誌『Frontier EYES』vol.08（2015.FEB.）
表2_P01

貼込アプリ： Adobe Photoshop 14.2.1J（CC）
作成OS ： Mac OS X ver.10.9.5



　為替の円安が進行している。国内産業は、
輸入コスト上昇と消費低迷に伴い内需中心の
非製造業には逆風が、一方輸出を伴う製造
業には追い風が吹いている。
　他方、2014年6月以降、ドル建てのエネ
ルギー価格が大幅に下落している。ドバイ原
油を例にとると、6月中旬からドル建て市況
は12月末現在で約50%程度下落した。金融
緩和を主因とした円安進行があるものの、円
建てのエネルギー価格は同期間でむしろ低
下している。これは、化学業界の利益拡大に
対する期待が高まる状況と言える。
　また11月に、経済産業省が産業競争力強
化法第50条に基づいて、石油化学産業の
市場構造に関する調査を行い、調査報告を
取りまとめた。これは、シェール革命と言われ
るエネルギー産業の劇的な変化の中で、日
本の石油化学業界が待ったなしの対応を迫
られていることを示している。

　基礎化学品であるエチレンについては生産
と内需のギャップを埋めるべく、設備の廃棄、
停止が打ち出されている。このような議論は、
1990年代前半にエチレン換算内需がそれま
での増加から減少に転じ、生産と内需に大き
なギャップが生じ始めた当時からあった《図
表1》。
　2012年以降、設備停止、生産停止、およ

び集約など生産能力の削減策が三か所の石
油化学コンビナートで発表された。生産量と
内需のギャップはネットでの輸出量である。
2013年では、生産量は約670万トン、内需は
約500万トンで、ネットでの輸出量は170万ト
ンである。2014年から2016年にかけて生産
能力が縮小するのは115万トンである。企業
は、輸出で十分な利益を計上できるのであれ
ば生産が内需を上回っていても問題はない。
　今後発表されているエチレン設備が停止し
ても、まだ生産能力は内需を10%強上回る
状況である。仮に、エチレン生産量と内需が
ほぼ同量になれば問題は解決されるのか。
コスト競争力が低ければ、生産と内需が同じ
であっても低収益という問題は解決しない。
　シェールガスや石炭からの安価な原料から
製造されるエチレンが、米国や中国で増加す
ることから、ナフサを分解する国内のエチレ
ン設備は相対的な競争力低下が懸念されて
いる。企業が十分と考える利益率を示すこと
ができるようコスト競争力を高めるか、設備
停止の選択を迫られる可能性がある。

　日本の化学企業の営業利益率は、海外の
大手企業と比べると低く、その格差は小さく
ない《図表２》。これは、海外企業が資本の
論理に従い、会社全体の利益率を高めるべ
く事業構造を変革してきたことが主因である。
　ダウ・ケミカル(米)は、主に石油化学事
業の売却、出資比率低下を模索しており、そ

の動きを加速させている。また、バイエル（独）
は、2014年9月に、化学を主体とするバイエ
ルマテリアルサイエンスの分離・独立を発表
した。バイエルは、今後、ヘルスケアと農業
関連の会社となる。バイエルの施策は、会社
としての効率を高めるため、化学事業を切り
離すという大胆な戦略である。
　バイエルの中で相対的に低いマテリアルサ
イエンスの営業利益率は、過去5年間の合算
で4.2%と、日本の総合化学会社の汎用化学
事業の営業利益率である1‒2%台と比較して
高い。にもかかわらず、バイエルは、化学事
業の切り離しを決断した。日本企業の汎用化
学事業の営業利益率の低さは、石油化学事
業の低収益によるところが大きい。
　日本の石油化学事業の営業利益率が、海
外企業と比べて低いのは、国内設備は内需
対応のためにかなり以前に建設されたプラン
トが多いこと、および、過去10年間において、
海外を中心に設備投資を実施したものの、
供給過剰となり投資効果が発現していない
ことなどによる。
　日本の化学会社が、効率を上げることに対
し、貪欲になる必要があるのは明白である。
このためには、低採算である石油化学事業
に対してメスを入れるとともに、会社全体の
利益率を高めることができる機能化学品の
事業を拡大する必要がある。

　日本の化学系企業の2014年度業績は、東
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出所：経済産業省統計を基にフロンティア・マネジメント作成
エチレンの生産量・内需・生産能力の推移（日本）図表
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レ、旭化成、積水化学工業など一部企業で
過去最高益の更新が見込まれる一方、多く
の企業が円安進行にもかかわらず、ピーク時
の利益と比較して低水準にとどまっている。
　ここでは、なぜ多くの企業がピーク時の利
益と比較して低水準にとどまっているのか、
背景は次の三点が要因である。第一は、世
界的な超低金利の問題、第二は、汎用化学
品からの脱却の遅れ、第三は、電子材料に
偏っていた機能化学品事業が価格下落に巻
き込まれたことである。なぜ想定を上回る速
度の価格低下が生じたのか?
　我々は、リーマンショック以降の超低金利
が大きな影響を及ぼしたと考えている。それ
に対し、日本企業はどのような対応が求めら
れるのかを、化学業界を中心にして述べて
いきたい。
　世界的には、空前の超低金利が続いてい
る。米国は金融緩和から脱却しつつあるが、
欧州、日本では量的金融緩和策が実施され
ている。この超低金利が装置産業に多大な
影響を及ぼしている。設備投資が容易にな
り、企業にとって想定外の過剰設備の状況
をもたらしている。
　一部の製品では、需要が伸びているのにも
かかわらず、供給圧力が強いため、低採算
が長期化する製品が散見される。低金利下
での設備増強は、むしろ高金利時よりもリス
クが高いのではないかとの判断もできる。

　元来、装置産業は多大な設備投資を伴うた

め、高金利時には金融負担に悩まされることが
常であった。超低金利の継続により、資本コス
トが低下し設備投資へのハードルが下がった。
　石油化学製品では、リーマンショック後の
経済が底打ちする過程で、2009年と2010年
に見掛け上、中国で需要が高い成長を示した
ことが集中的な設備増強を誘発したのではな
いか思われる。
　2009年から2010年にかけて中国のGDP成
長率は9‒10%台と現在の7%台に比べ高かっ
た。ただし、個別製品の需要成長率は、GDP
成長率が9‒10%台では説明できない高さを
示した。化学においては、このことが現在の
過剰設備を誘発した理由の一つであろう。
　価格下落は、汎用化学品ばかりではない。
スマートフォンや液晶・半導体向けの電子材
料の中にも、価格下落が加速した製品がある。
この背景には、世界的な末端品の低価格製
品の普及率上昇と電子材料における技術格
差の縮小があると考えられる。電子材料へ
の依存度が高い日本の化学企業にとって、
この価格下落は利益の圧迫要因となった。

　汎用・機能化学品とも、超低金利下では需
要拡大をビジネスチャンスと考えるプレーヤー
数が増加し、全体として投資を加速させるこ
とになる。このため、過剰な設備を抱えやす
くなる。
　ただし、全ての企業が設備増強に積極的
な訳ではない。リーマンショック後、企業の投

資動向は大きく二つに大別される。
　第一は、低金利を活用し、積極的に有利
子負債を増やし事業拡大を目指す企業群で
ある。ただし、興味深いのは、超低金利下
でレバレッジ型の経営を志向した中で、客観
的に見て成功していると評価できる企業が少
ないことである。
　第二は、製品価格の低下に見舞われたこ
ともあり、金利低下とは関係なく、設備投資
に非積極的であったグループである。このグ
ループの企業では、キャッシュが積み上がり、
過去3‒4年間でバランスシートが大きく改善し
た。有利子負債より現預金・有価証券が多
い実質無借金会社も増加している。

　これまで日本の化学企業では、需要増加
依存型の経営が色濃かった。石油化学では、
1950年代後半から内需増加に対応し事業を
行ってきた。1990年代以降、内需が飽和、
あるいは減少すると余剰設備を輸出に振り向
ける一方、需要が増加するアジアへ投資を行
った。製造コストを重視した経営ではなく、
需要増加依存型の事業展開が主体であった
と言える。超低金利下では、過剰設備の問
題が生じており、需要依存型経営の見直し
が必要である。

　過剰設備への対応として本質的な解決策
は、生産能力の削減である。すなわち、業界
全体での資産圧縮である。我々は、これを
モノの解放と呼ぶことにする。効率の低い設
備（モノ）を解放することで、バランスシート
がスリム化する。
　これに伴い、一部の従業員は配置転換、
あるいは他産業へのシフトが生じよう。一時
的な痛みは発生するかもしれないが、人材を
必要とする産業へ流れることになるので、日
本経済にとっては良い転換と言える。2013年
に国内景気が好転してから、日本では一部
産業で人手不足減少が生じている。我 は々、
これが本当に人手不足なのか検証が必要で

あると考えている。すなわち、製造業では資
産利益率が低い事業に従業員が属し、本当
に人手が必要な産業に回っていないのではな
いかという疑問である。円安が進展しても、
労働力の問題から輸出が伸び悩んでいると
いう指摘もある。効率が低い事業から従業
員が解放されることが日本全体としては必要
である。我 は々、これをヒトの解放と呼ぶこと
にする。
　日本企業では、社内だけでこの転換を行
おうとしているように思われる。社内でこの転
換を行うには、縮小するのと同規模の事業を
作り上げる必要がある。あるいは、成長著し
い会社を買収することも考えられるが、短期
間で実行するには障害が大きいように思われ
る。縮むべき時は、一端縮み、成長への体
制を早く確立するのが望ましい。企業経営で
スピードが重視されるのは、企業を取り巻く
外部環境の変化が早くなっていることによる。

　我々が必要と考える三つの解放の最後は
カネである。これは、これまで述べた効率に
課題がある事業に対する施策ではない。む
しろ、製品やサービス価格の低下を予測し、
設備投資を抑制したことにより、現金が大き
く積み上がった企業に生じる問題である。
　先述したようにリーマンショック後、設備
投資を抑制した企業では、バランスシートに
現金が大きく積み上がっていることが多い。
現金が有利子負債を上回っている実質無借
金会社も増加している。一見すると、全く問
題がないように思える。
　具体的なデータを見ると、リーマンショッ
ク以降、企業の保有する現金は継続的に増
加している。日本銀行の資金循環統計によ
ると、リーマンショック前の2008年3月末の
民間非金融法人企業が有する現金・預金は
185.7兆円であったが、この後毎年増加し、
2014年3月末では232.5兆円となった。この
6年間で46.8兆円の増加である。2001年3月
から2008年3月までの8年間の平均は185.8
兆円であり、リーマンショック後の2009年3
月末から増加していることが顕著に現れて
いる《図表３》。

　投資家、とりわけ海外投資家は、どの会
社へ投資を行うかに関して、自己資本利益
率（以下、ROE）を重視していると言われて
いる。一方、日本の企業では、ROEは事業
を行った結果であり、ROEを経営管理の指
標として使用するのは適切ではない、との声
が聞かれる。
　企業の財務担当者が安全性を重視するの
は当然である。ただし、これが日本全体とな
ると大きな問題である。企業に多額の現金
が、超低金利で眠っているのは非効率その
ものである。経済活性化にはカネが効率良く
動くことが必要なのである。無論、不必要な
出費、すなわち過剰設備への投資や非効率
なM&Aを手持ちの現金で行うことは論外で
ある。
　今の日本の問題は、企業に多額の現金が
あり、これが経済の活性化にほとんど役立
っていないことである。海外投資家がROE
を経営の重要指標と考えているのは、マクロ
ベースで企業に眠っている現金を活性化さ
せることが必要だ、と訴えているのと同等で
ある。

　超低金利の時代では、設備投資や大型の

M&Aにおいて、その正当性が理解されれ
ば資金調達はかつてに比べ苦労は少ない。
したがって、大型のM&Aを視野に入れて企
業が多額の現金を保有する理由にはならな
い。決して、企業が保有する現金を最小化
すべきと言っているわけではない。問題は、
マクロベースで企業が多額の現金を保有する
ことは、国として極めて非効率になるというこ
とである。このため個別企業がこのことを意
識する必要がある。解決策は、企業がROE
を重視することである。
　ROEを引き上げるには、収益性を高めると
同時に、自社株買いの実行か配当金の積み
増しが有効である。自社株買いは、当該企
業の株価を引き上げる。それにより既存の株
主はキャピタルゲインを得る。また、配当金
の積み増しは、株主のインカムゲインを増加
させる。マクロベースでは、このカネが可処
分所得を増やし、消費の増加という形で経
済を活性化させる。
　M&Aなどで事業ポートフォリオを大胆に
変革させる必要がない化学企業は、カネを
解放しROEを高める努力をすべきであろう。

　長引く超低金利の状態では、企業は、ヒト、
モノ、カネの解放を通じ、低収益事業のウエ
イトを引き下げ、高収益事業への資本投下
を行うべきである。これこそが、日本の化学
企業に求められている。�

超低金利でも投資に
消極的な企業は多い

設備過剰の背景 設備縮小は
ヒトとモノを解放する

需要増加依存型の
経営には決別を

国を活性化するのに
必要なカネの解放

企業に眠る多額の現金の
活性化が重要に

ROE重視の経営で
カネを解放へ

まとめ

（％）

出所：日本銀行『資金循環統計』
民間非金融法人企業の保有現金・預金の推移図表

3

出所：SPEEDAを基にフロンティア・マネジメント作成

汎用化学事業の売上高営業利益率（直近5年合算）図表
2

※汎用化学事業は、医農薬事業等を控除したもの
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化学企業はヒト、モノ、カネの解放による効率化が求められる
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　環境変化に合わせた組織の柔軟的かつ継
続的な変革は、企業経営の肝要である。株
式会社という仕組みが急速に普及した19世
紀以降を見ても、企業は様態を常に変化さ
せてきたが、その変革は「外部化」と「内部
化」という真逆のベクトルの共存であった。
　「外部化」を推し進めたのは「分業」であ
る。初期の株式会社は運河や道路など大型
プロジェクトのみに許可された制度で、その
業務の多くが企業内に内部化されていた。し
かし、19世紀前半の米国を皮切りに株式会
社設立が他産業でも可能になると、特定の製
品製造や特定のサービスの企業が次 設々立さ
れ、企業間での「分業」が高度化していった。
　一方、「内部化」を推し進めたのは「買収・
統合」である。19世紀後半の米国で増加し
た同業同士での合併（水平統合）は、その後
垂直統合に発展し、「買収・統合」という「内
部化」プロセスが一般化した。日本の戦前
の財閥も、この文脈での説明が可能であろう。
　興味深いことに、現代においてもなお、「外
部化」と「内部化」という二つの動きが企
業様態の変革を主導している。

　例えば、大手製薬会社では「外部化」が

進展している。新薬開発プロセスは新薬ベ
ンチャーへ、薬品製造プロセスは製造専
門会社へ「外部化」されている。病院へ
の薬品販売も、販売専門会社に「外部化」
されている。大手製薬会社は水平統合の
M&Aによって巨大化してきているが、実は

「外部化」という力学を加速度的に働かせ
ている。
　一方、大手小売業ではプライベートブラン
ド（PB）を増やすことで、加工食品や惣菜
などの製造プロセスの「内部化」が行われ
ている。食品分野だけでなく衣料品や生活
雑貨など多くの商品で、製造プロセスの小売
業への「内部化」が進展しており、製造型
アパレルの経営形態を指す「SPA」という言
葉も人口に膾炙した。
　ここでのポイントは、高度に経済が発達し
た現代において、どういう場合に、機能や
プロセスの「外部化」や「内部化」が行わ
れるのであろうか、ということである。
　そもそも「外部化」と「内部化」が片方
に一方的に進展することには無理がある。

「外部化」のみが半永続的に行われれば、
企業は自らの全ての業務プロセスがアウト
ソースされ、企業そのものが霧消してしまう。
一方、「内部化」のみが半永続的に続けば、
すべての企業が買収・吸収対象となり、最
終的に世界で企業が一つに統合されてし
まう。
　この問いに対し、強い示唆を提示してい

るのは、兵庫県立大学名誉教授の安室憲一
氏の『「内部化理論」の限界有効性』という
論考である。この論考は、企業の業務プロセ
スの「外部化」と「内部化」を、対象とする
商品が属する市場の「不確実性」と、内部
化に伴う企業側の費用という側面から分析
している。そこで、ここでは、安室氏の論考
を借用して議論を深めてみたい。

　《図表1》の横軸は、ある企業が扱う商品
が属する市場の不確実性であり、右に行くほ
ど不確実性が高い。縦軸は、その商品市場

（取引先含む）を内部化することで企業が得
られる有効性、並びにその際に企業側が負
担する費用である。
　まず内部化の有効性を見てみよう。ある商
品の市場の確実性が高い（＝リスクフリー）
状態であれば当該商品の超過利潤は発生し
ないため、当該商品の製造プロセス内部化
の有効性は低い。企業が自らの能力や資金
力で制御できる中程度の不確実性市場であ
れば、それを内部化して超過利潤を生み出
す蓋然性は高い。不確実性が企業の許容
能力を超えた場合は、それを企業内に内部
化するリスクが大きいため、こうした商品は
外部化される。このため、内部化に伴う企業
の有効度をグラフに表すと、上に凸な曲線

（有効曲線）となる。
　一方、内部化に伴う企業の費用曲線は、左
下から右上に向かって描かれる。商品が属す
る市場の不確実性が高まっていく過程で、情
報収集やリスク分散のためのコストなど企業
内の間接費用が高まっていくためである。
　２つの曲線によって囲まれる領域が企業に
発生する利潤であり、図表１では「A」に相
当する。また、市場の不確実性が中程度（❶
と❷の間）の場合、当該市場や業務プロセス
の内部化が合理性を持つ。
　何らかの外生的なショックで、確実性が高
かった市場で更に確実性が高まると、《図表
２》のように、有効曲線の左下部分が中央部
にシフトする。逆に、不確実性が高かった市
場で更に不確実性が高まると、有効曲線の
右下部分が中央部にシフトする。また、企業
のコスト構造に変化が生じて高コスト構造に
なると、費用曲線が図表２のように上方シフ
トする。このように外生的なショックで市場
やコスト構造に変化が起こると、外部化・内
部化の領域が伸縮し、企業収益（同「B」）
も伸縮する。

　製薬業界の新薬開発における「外部化」
進展は、有効曲線の右下部分が左シフトした
と言える。新薬開発が巨額な資金が必要で
不確実性が高くなることで、外部化の妥当性
が増したと推測される。一方、製造や販売の

プロセスは、そのノウハウがよりコモディティ
化し、有効曲線の左下部分が右シフトしてい
る。結果として、製薬業界においては、図表
１から図表２へと業界構造がシフトし、企業
収益の領域が小さくなり、業界内での大型
再編が生じていると説明できる。
　一方、小売業界における「内部化」進展は、
小売業界の構造が図表２から図表１のように
シフトしているからなのだろうか？
　衣食住それぞれの商品の改廃サイクルは
年々上昇しており、多くの小売企業にとって
有効曲線の右下部分が更に右シフトしてい
るとは言えない。また、製造や販売のプロセ
スのコモディティ化は医薬品同様であり、有
効曲線の左下部分が更に左シフトしているこ
とはないであろう。このため、多くの小売企
業における「内部化」進展は、ITなど技術
進歩による費用曲線の下方シフトが背景にあ
ると考えられ、「内部化」が短期的かつ矮小
的なものに留まる可能性さえある。
　ただし、コンビニなど一部の小売企業は、
商品の改廃サイクルへの対応力や自らのトレ
ンドセッター能力を高め、有効曲線の右下部
分の右シフトを実現させている。また、ビッ
グデータの活用や小商圏対応力の改善も、
メーカーや卸売業に対する情報優位性を更
に強固なものにしている。このため、小売業
界における「内部化」は、そのドライバー次
第によっては、収益拡大への永続性とマグ
ニチュードに大きな相違が出てくると思われ
るため、精査しながら議論していく必要があ
ると言えよう。

　この安室氏の提示したフレームワークを
使ってもう一つ言えることは、新たな市場の
誕生と成熟というライフサイクルから見た「外
部化」と「内部化」である。
　全ての市場は生まれたばかりの時は不確
実性が満載であり、図表で言えば、右方に「外
部化」された存在としてスタートする。そして、
市場が拡大してユーザーに受け入れられてい
く過程で、不確実性が漸減して企業が「内
部化」可能な状態となり（図表中で徐 に々左
に移動していく）、企業はその「内部化」によ
る果実を享受することとなる。そして、更に市
場が十分に成長して成熟してくると、不確実
性が低下して超過利潤が発生しなくなるた
め、企業は当該市場の商品や業務プロセスを
外部化していく（図表中で左端へと移動する）
ことで自らの資産効率を高める行動を取る。
　企業経営者は、自らの企業が扱っている
商品の属する市場の不確実性がどのように
変化していくのかということに注目して、その

「外部化」と「内部化」の判断をしていくこと
が重要である。また、コーポレート部門にお
ける業務プロセスにおいても、「外部化」と

「内部化」の判断は、同様の経済合理性を
背景にして行われるべきであろう。
　その判断の成否が単に企業の収益性の上
下を決めるだけでなく、場合によっては企業
の生き死にを決めることになることさえあると
思われるからである。�

分業と買収・統合の進展

業界の動的変化に伴う
外部化と内部化

市場のライフサイクルから見た
外部化と内部化

製薬会社における外部化と
小売業における内部化の事例

市場の不確実性と企業の費用
で内部化・外部化が決まる

東京大学経済学部卒業。㈱野村総合
研究所、バークレイズ証券会社を経
て、1997年にUBS証券会社に入社
し、1999年に株式調査部長兼マネー
ジングディレクターに就任。2003年
に㈱産業再生機構に入社し、マネージ
ングディレクターに就任。2007年に
フロンティア・マネジメント㈱を設立。

Masahiro MATSUOKA
松岡 真宏

代表取締役

市場の不確実性と組織の費用A
出所：安室憲一氏『「内部化理論」の限界有効性』の

論文をもとにフロンティア・マネジメント作成

図表
1 市場の不確実性と組織の費用B

出所：安室憲一氏『「内部化理論」の限界有効性』の
論文をもとにフロンティア・マネジメント作成
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経営における
組織化の有効性
「外部化」vs「内部化」
企業の様態は、分業による「外部化」と買収・統合による「内部化」の2つの動きによって変革がなされて
きた。本稿では、真逆のベクトルである「外部化」と「内部化」が、経済が発展した現在の企業の業務プロ
セスにおいてどのような場合に行われるのか、またその判断の重要性について事例を交えて考える。
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　近年進展していると言われる「消費の
二極化」は、実は「時間消費」において
も当てはまるようになってきている。情報
通信技術の発達や商品・サービスの多様
化により、お金を払って時間を短縮したり
有効活用したりする選択肢が増えたから
だ。《図表１》は1991年以降の消費者の時
間消費の変化を示したものだ。一次活動
とは、食事や睡眠といった生存に不可欠
な活動、二次活動とは仕事や家事など社
会的義務に関わる活動、三次活動とはレ
ジャーや付き合いなど自由度の高い活動を
指す。消費者が二次活動を減らしながら
三次活動を増やしていることが見て取れ
る。
　時間という資源の希少性が高まる中、消
費者は義務的な時間を「さくっと」済ませ
ようとする「さくっとニーズ」と、自由な時
間には今まで以上に「わざわざ」惜しみな

く時間を費やす「わざわざニーズ」を使い
分けるようになっているのだ。

　このような二極化の時代には、「中間型」
ビジネスが市場を失う。消費支出の二極化
においても、高付加価値を訴求する高額品
と安さを突き詰める低額品が伸びる一方、
中価格帯の商品・サービスの提供価値が曖
昧化・希薄化し、市場を大幅に喪失した。
　同様のことが時間消費においても起きる
だろう。「そこそこ」楽しい時間を「そこそ
こ」長く提供するビジネスは徐々に顧客を
失い、最高の時間を長く提供するビジネス
と、それ以外の時間を削減し有効活用する
ビジネスに顧客が集まることになる。小売・
サービス業や消費財メーカーは、自社が「さ
くっとニーズ」に応えるのか、「わざわざニ
ーズ」に応えるのか、明確にポジションをと

る必要がある《図表２》。

　「さくっとニーズ」が生じる代表例は、移
動・待機・選択など、元来費やしたくない
煩わしい時間が発生する場面である。
　ここで重要なのは、「時短」は必要最低
条件でしかないということだ。単なる時短
ビジネスであれば既に多くの商品・サービ
スが生まれており、競争が激化している。
今後は、削減してもなお残る煩わしい時間
を有効に過ごす仕掛けに勝機がある。
　トランジットという待機時間を高度なオペ
レーションで短縮し、更に快適に過ごすた
めの仕掛けを随所に導入したシンガポー
ル・チャンギ空港は「世界空港ランキング」
首位の座に君臨した。通勤等の移動時間
に書物の要約をスマホでさくっと読める
Webサービス「フライヤー」も時短を超え
たサービスの先進例だ。
　また近年、炊事時間を劇的に削減する食
品が人気を呼んでいるが、消費者は「さく
っと作れる」だけでは満足しなくなってき
ている。「さくっと作れて美味しく味わう」
商品、いわば「高級インスタント食品」が
市場を切り拓くことになろう。急成長する高
級出汁メーカー「茅乃舎」はその典型例と
言える。

　先述の移動や待機と異なり、選択は消
費者が自らの意思で行う行為なので、企
業が直接的にその時間を減らすことができ

ない。従って、何を提供すれば消費者の
選択時間を削減し、有効活用できるか知
恵を絞った提案が必要となる。
　ここで鍵を握るのが「安心感」という価
値だ。「さくっとニーズ」では「選択の失
敗」が最も嫌われる。買い物の失敗は返
品や買い直しにより更に時間が奪われるこ
とになるし、旅行等のサービスの選択を誤
れば費やしてしまった時間は取り返しがき
かない。だから消費者は「ここで商品・
サービスを選べば間違いがない」という安
心感を強く求めることになる。
　例えば今後、Web情報サイトやWeb販
売サイトは信頼できる口コミ等による安心
感訴求の強化が競争の鍵を握るだろう。
食べログも「お店選びで失敗したくない人
のためのグルメサイト」というコンセプトを
明確に打ち出すようになった。一方、リアル
店舗を中心とした小売業は、売れ筋商品
をいち早く確実に確保する情報感度の高い
バイヤー育成、悩まず選べるテッパン商品
の打ち出しやゾーニングの工夫、それを支
えるオペレーションの高度化が重要となる。
　リアル店舗の「安心感」訴求で避けて
通れないのは商品点数の絞り込みだ。近
年、学術研究においても企業実務の現場
でも過大な選択肢や品揃えがかえって消
費者を混乱させ、購買意欲を削ぐことが分
かってきている。「品揃え」を訴求価値と
してきたGMS・DSや食品スーパーは今後
大幅な見直しを迫られることになろう。

　「さくっとニーズ」では、消費者はお金を
払う代わりに時間を獲得するが、「わざわ
ざニーズ」では消費者はお金と時間という
二つの資源の両方を費やすことになる。つ
まり余程強い欲求に訴求しなければ消費
者を惹きつけることができない。かかる消
費者の欲求は大きく3つと考える。
　第一は、「非日常」への欲求である。イ
ンターネット普及により情報がフラット化す
る中、現代人は広範な情報を日常的に入
手できる反面、未知の世界を自由に想像し、
日常から離れて妄想する楽しみが急減し
た。こうして「非日常」を通じた「わくわく

感」奪還ニーズが急速に高まっている。
　第二は、「リアルな人的繋がり」への欲
求である。SNSの普及により人々はバーチ
ャルな世界で幅広く交流ができるようにな
った反面、リアルでの人との関わりが希薄
化し、それを求める欲求が増大している。
　年々長期宿泊者が増えるディズニーシー
内のホテルミラコスタは、「非日常」なワク
ワク感を家族や恋人との「繋がり」の中で
楽しむ仕掛けに満ちており、上記二つの欲
求に同時に応えたものと言えるだろう。
　第三は、キレイになる、ゲンキになる、カ
シコクなる、といった「自己実現」の欲求
である。忙しい現代人は、時間を労働とい
う形で提供して所得を得るか、所得を断
念して時間を確保するかのジレンマに直面
している。このようなジレンマを高次に解
消するため、むしろ時間を「投資」して自
己の社会的・経済的価値を高めることで
将来の高所得や時間確保に繋げようという
欲求が高まっているのだ。忙しいビジネス
パーソンが高額の授業料と長い時間を費や
して受講する「グロービス経営大学院」の
プログラムはそのような時間投資ニーズに
応えたものと言えるだろう。
　上述の通り、わざわざニーズは時間とお金
の両方を消費させる分、消費者を納得させる
徹底した価値訴求が必要だ。近年「時間消
費型」ショッピングモールが増えているが、上

記3つの価値訴求という点では道半ばであ
る。今後消費者の「時間の財布の紐」を緩め
るビジネスはまだまだ拡大余地が大きい。

　弊社では書籍「時間資本主義の到来」等
を通じ時間消費の変化について見解を発
信しているが、現実の企業各社とのコンサル
ティング案件においても時間という切り口か
ら事業戦略の再構築をご支援することが増
えてきた。
　貴社は「さくっとニーズ」「わざわざニーズ」
のどちらにスタンスをとるべきか。「さくっとニ
ーズ」に訴求するために、選択時間の削減
という難しいテーマにどう取り組むか。「わ
ざわざニーズ」で尖るためにどのようなサー
ビスの作り込みが必要か。弊社もお客様企
業と一緒に知恵を絞って参りたい。�

「時間消費の二極化」とは
～「さくっとニーズ」と「わざわざニーズ」～

「さくっとニーズ」の事業機会❶
～「時短」を超えた提案に勝機～

「さくっとニーズ」の事業機会❷
～「安心感」という価値を磨け～

わざわざニーズの事業機会
~「非日常」「繋がり」「自己実現」で尖れ~

「中間型ビジネス」の落とし穴
~「さくっと」「わざわざ」いずれかに

ターゲットを絞れ~

最後に

東京大学文学部卒業。公認会計士。総合商社、ブーズ・アンド・カン
パニー等を経て2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。
食品・アパレル・サービス等を中心に成長戦略策定、M&A支援、
PMI支援等に豊富な経験を有する。

Wataru MATSUMOTO
松本　渉

コンサルティング第1部
シニア・ディレクター
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出所：総務省生活基本調査よりフロンティア・マネジメント作成

活動別時間消費の変化図表１

出所：フロンティア・マネジメント作成

従来型「時短ビジネス」と今後のビジネスチャンス図表２

※91年の消費時間を100として指数化

一次活動

二次活動

三次活動

さくっと
ニーズ

わざわざ
ニーズ

●「時間ｖｓ所得」のトレードオフを解消させ、将来の高所得
や時間確保のために当面時間を「投資」する機会を提供

●SNSのバーチャルな繋がりにより減少するリアルな繋がり
を補完

●ネットの普及により失われた「未知の世界」を想像し、発見
し、体験する楽しさを提供

●「選択の失敗」による時間ロスを避ける「安心感」の訴求 
（口コミの取り込み・売れ筋商品のタイムリーな提案等）

●待ち時間の削減（自動
化、Web化等）

●待機時間の有効化（エ
キナカ/空港ビジネスの
高度化等）

●移動時間の節減（小商
圏型店舗、オムニチャネ
ル化等）

●移動時間の有効化 （ス
マホを通じた情報配信
の高度化等）

今後のビジネスチャンス従来型「時短」ビジネス

移動

待機

選択

非日常

繋がり

自己実現

二
極
化

消費財トピック 「時間消費の二極化」とビジネスチャンス

情報化の進展に伴い「時間」という資源の希少性・流動性が高まる中、消費者は煩わしい時間をお金を払ってでも節減し、
幸福な時間に今まで以上に時間とお金をかける傾向を強めている。このような「時間消費の二極化」は小売・サービス業
や消費財メーカーにどのような事業機会をもたらすのか。

「時間消費の二極化」と
ビジネスチャンス
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　日本の企業等における情報化投資額は
過去30年、およそ20倍になり、民間企業
設備投資に占める情報化投資比率も1/4を
超える勢いで伸びている《図表１》。
　かつては手作業の助けとなる自動化ツー
ルであったITは、今や経営やサービス提
供に欠かせない重要インフラに昇格した。
同時に日本のM&Aも急激に増加している
ことから、M&Aにおけるシステム対応は
無視できない重要なマターであると言える。
特にIT投資比率が比較的高い金融機関に
とっては非常に深刻な問題であり、過去に
銀行のシステム統合失敗が招いた口座振
替の遅延等の大混乱を記憶している人も多
いと思われる。
　本稿ではM&A時のシステム対応のポイ
ントについて述べるが、M&Aのケースによ
り事情が異なるので、４つのケースに分類
して解説する《図表２》。

　合併時にシステム統合するケースの場合、

❶一方のシステムに片寄せ、❷新システム構
築、❸現状維持（合併前のシステムを併存）
の選択肢が考えられるが、各選択オプショ
ンについて、コスト、統合効果、リスクの大
小で判断することが重要となる。互いのい
いところ取りで合併後の経営戦略に適合で
きる新システム構築が最も統合効果が高い
のは自明の理であるが、その分リスクとコス
トは高くなる。また、リスクとコストはシステ
ムの規模にほぼ比例する。従って、システム
規模は選択オプションを判断するうえで重
要なファクターとなる。あくまで経験則に過
ぎないが、大体の目安として、システム統合
期間が2年又は3年を超えるか否かが、新
システムを構築して対応すべきか否かの判
断の分かれ目になるのではないだろうか。
　また、無視できない要素としてシステム部
門（又は子会社）の組織再編がある。人
事にかかわるので慎重な対応が必要であ
るが、統合されたシステムを複数のIT組
織で管理する形態では情報資産に対する
人件費率が上昇してしまう。組織統合後の
アウトソーシングの活用範囲も含めて、会
社間横断のプロジェクトチームを組成してト

ップダウンで推進すべきである。システム
部門にも其々培ってきた歴史と文化があ
る。互いの考え方を尊重し、優れた点を
積極的に取り込めるメンバーの選定が欠
かせない。また同業他社とのベンチマーク
などを用いて客観的・合理的な検討を行
うためには、第三者の活用も有効である。
　子会社を売却後に元の会社で使用して
いるシステムが使えなくなり、事業継続が
できなくなくなるケースはM&Aにおいて見
過ごされがちなので、前もって検討準備
が必要である。
　実際に弊社が関わった事例を紹介する。
A社は当初、B社の子会社買収後も利用契
約によりB社の業務システムを継続利用で
きると想定していた。しかしながらB社の
コンプライアンス規定の制限で社外からネ
ットワーク接続してシステムにアクセスする
ことを認めていなかったために、A社側で
新たにシステムを構築する羽目になり、余
計なコスト負担やM&Aのスケジュール遅
延を招いた。
　多くの企業が現地任せにしている買収後
の海外グループ会社のシステムについては、
目先の投資費用だけではなく中長期的視
野で費用対効果を算出し、共通化等の判
断を行うべきである。

　同じM&A時のシステム対応でも、国内
と海外では対応の難易度に隔たりがある。
未経験地域の壁、言語の壁（コミュニケ
ーションの壁）、法律・商習慣・文化の壁
など国内では想定しえない大きな障壁があ
り、場合によってはM&Aを断念せざるを
得ないこともある。しかしながら2000年以

降、日本企業による外国企業へのM&A
が急激に増えていることから、海外進出に
関わる多くの企業にとって関心の高いテー
マであると考えられる。
　そこで、海外企業との合弁／出資により
現地での事業展開のためにシステム構築を
行うケースにフォーカスをあて、弊社が支
援させていただいた事例を用いてシステム
対応のポイントを解説する。但し、事例そ
のものについては機密情報が含まれるた
め、実際の内容とは異なる架空の内容に
変更して紹介する。
　国内でショッピングモールやECサイトを
運営するK社は、フィリピンでショッピング
センターを運営するR社との共同事業展開
を検討していた。ECサイト立ち上げを目論
むR社にとっても、ECサイト運営の技術・
ノウハウやショッピングモールでのITイン
フラ構築技術は魅力的であった。
　双方の利害が一致し、まずは合弁会社
設立により、フィリピンでECサービス事業
を展開することとなった。合弁事業に係る
共同システムについては、国内で構築した
ECシステムをフィリピン市場用に日本でカ
スタマイズ開発することとなった。ここでは、
K社が乗り越えた２つの壁への対応につい
て解説する。

　K社にとってフィリピン進出は未経験で
あり、ビジネスへの期待と裏腹にビジネス
環境に対する不安も大きかった。K社は自
ら現地に足を運んで情報収集を行ったのと
同時に、第三者の弊社にもフィリピンでの
市場環境調査を依頼し、フィージビリティ・
スタディを実施した。対象会社のシェアや
市場での良好なポジション、フィリピン経
済の伸び、携帯端末の高い普及率などの
プラス材料だけではなく、EC決済に不可
欠な銀行口座・クレジットカードの普及率
の低さ、インターネット環境のネットワーク
遅延の問題などマイナス材料も見つかっ
た。ECがすぐには浸透しないと判断した
K社は、R社と交渉を重ねショッピングセン
ターに最先端のPOSシステムを導入するこ
とで差別化を図り、今後同国で急増が見
込まれるCVSやドラッグストアにも同システ
ムを展開することを合意した。

　K社は、R社との度重なる折衝の過程で
互いの信頼関係を構築でき、ECとPOS
のITインフラ基盤を武器にフィリピン市場
で競争優位に立てる確信を得たのである。

　ECシステムのフィット＆ギャップ分析の
結果、日本とフィリピンの商習慣の違いな
どから、ベースとなる日本向けシステムの
変更範囲が思いのほか大きくなることが判
明した。ある程度の規模以上のシステムを
構築する場合、国内でも関係者間で要件
を固めるのに苦労するものであるが、言語
の異なる者同士の場合はハードルが高い。
事前の環境調査の結果から英語圏のフィリ
ピンを選択したことが、コミュニケーション
ロスの低減に寄与したが、R社にはECシ
ステムの要件を決定できる人材がいなかっ
たのである。そこでK社は、R社と相談の
うえ、現地でのECサイト構築実績を複数
有するサードパーティーの協力を仰ぐことに
した。その後R社、K社、サードパーティー
の３社でプロジェクトチームを結成し、短
期集中的に開発を進めた結果、共同サー
ビスの開始のめどを立てることができた。

　K社は決して特別な対応を行ったわけで
はないが、未経験・未知の部分を補完す
るために第三者や海外ネットワークを活用
して、要所局面で壁を乗り越えるための知
恵を捻出した。また検討早期からの度重
なるコミュニケーションによる信頼関係構
築が成功の秘訣だったと考えられる。�

M&Aケース別の
システム対応の留意点

海外とのM&Aにおける
対応ポイント

言語の壁（コミュニケーションの壁）
への対応未経験地域の壁への対応

東京大学大学院工学系研究科修了、システム監査技術者。アク
センチュア㈱を経て2005年に㈱NTTデータ経営研究所に入社
し、システム監査、業務・IT改革プロジェクト、プロジェクトマネジメ
ント支援等に従事。その後国会議員政策担当秘書を経て2013
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

東京理科大学工学部卒業、システム監査技術者、システムアナリ
スト。㈱大和総研、朝日監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）
を経て、2005年に㈱NTTデータ経営研究所に入社し、業務・IT
改革プロジェクトや経営マネジメントコンサルティングに従事し、
2009年に同社パートナーに就任。2013年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

Hirofumi Kamiya
神谷 浩史

コンサルティング第3部
ディレクター

Masao TABATA
田畑 昌生

コンサルティング第3部
マネージング・ディレクター
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出所：フロンティア・マネジメント作成

M&Aケース別のシステム対応における選択オプション図表２

図表１

出所：平成23年版 情報通信白書（総務省）

日本の実質情報化投資額の推移

民間企業設備
投資に占める

情報化投資比率（％）

情報化投資合計

ケース 選択オプション 統合効果 コスト／期間 留意点

合併時の
システム統合A

B

C

D

一方のシステムに
片寄

一定の効果が
見込まれる

比較的短期間、
低コストで統合可能

新システム構築 ベストプラクティスを
実現 長期間、高コスト システム部門の

組織再編も必要

現状維持 なし -

新システム構築 ベストプラクティスを
実現 長期間、高コスト 新たに運用保守体制

の構築が必要

買収先企業のシステム
をカスタマイズして利用

現状より劣化する
可能性がある

比較的短期間、
低コストで実現可能

-

元親会社とシステム
利用契約を締結 現状維持 -

元親会社に一定の
システム運用費用を
支払う必要がある

国内システムを海外向け
にカスタマイズして利用

国内と同等の
サービス提供が可能

比較的短期間、
低コスト

国内で運用／
保守が可能

海外企業のシステム
を改良して利用

国内と同等のサービス
は提供できない

比較的短期間、
低コスト

海外での運用／
保守が必要

新システム構築 ベストプラクティスを
実現 長期間、高コスト 新たに運用保守体制

の構築が必要

標準システムを
構築して
共通利用

●国内と同等の
　サービス提供が可能
●国内で運用・保守、
　障害対応が可能

初期コスト、
導入期間が
かかる

海外現地の商習慣と
のミスマッチの可能性

現状維持（各拠点で
個別にシステムを管理） なし - グローバルITガバ

ナンスの課題が残る

子会社売却後に
元親会社の
システムが
使えなくなる

海外企業との
合弁／出資により
現地での事業展開
のためにシステム
を構築

同事業を営む
海外グループ会社
の システム統合

コンサルタントの眼 M＆Aに伴うシステム対応のポイント ～IT-PMIについてM&Aケース別に解説～

IT‒PMIについてM&Aケース別に解説
もはや経営やサービス提供に欠かせないITへの対応は、M&A時の重要なマターとなる。
特にハードルが高い海外進出時のシステム対応のポイントに重点を置いて解説する。

M&Aに伴うシステム対応の
ポイント
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　国内倒産件数は、2014年10月までに15ヶ
月連続で前年同月を下回り、同月としては10
年振りに800件を割り込んでいる。また、対
象企業の規模について、負債100億円以上
の倒産が2ヶ月連続で発生せず、同10億円
以上も26件の低水準に留まるなど、いわゆ
る大型倒産の沈静化が継続している状況で
ある。
　しかしながら、景気DIなど地域の景気動
向に基づくと、消費増税の影響もあり、消費
者の生活防衛意識の高まりや、地域の基幹
産業の低迷により、中小企業を中心に景況
感の悪化が広がっている。
　例えば、食品関連では小麦価格・飼料価
格の高止まり、建設関連では材料費・労務
費の高騰などコスト上昇が続いているなか、
中小企業を取り巻く外部環境は今後も厳し
い状況が続くと考えられる。

　中小企業における景況感の悪化に伴い、
支援協に対して、引き続き多くの相談が寄せ
られているようである。支援協による再生支
援対応に関して、再生計画策定完了企業の
90%以上がリスケジュールを選択、DDSや債
権放棄等のより抜本的な手法を活用するケー
スは稀な状況である。支援協としては、安易
なリスケジュールによる「不振企業の塩漬け」
が常態化しないよう、中小企業の再生に資す
る、より抜本的な取り組みを主導しつつある。
　但し、地域毎の支援協によっては、その経
験件数にばらつきがあることから、潜在的に
は抜本再生の必要性が高いものの、十分に
は対応しきれていない現状も推察される。こ
こで改めて、中小企業における抜本再生手
法の一つであるDDSについて、その活用の
意義と課題を整理、債権者や債務者におけ
る能動的な活用検討に繋がるような方向性
を検討してみたい。

　DDSの特徴は、償還条件、金利設定、
劣後性といった資本類似性にあるが、中小
企業再生の現場においては、協議会版
DDSが広く知られている。協議会版DDSの
指針は、2012年4月6日付で中小企業再生
支援全国本部よりリニューアル版が示されて
いる。これは、その前年に金融庁から債務
者区分判定時におけるDDSの要件が示さ
れたことを受けたものである。
　従来からの15年・無担保型に加えて、5
年超・無担保型、5年超・有担保型が新設
され、数値基準の要件が実抜計画から合
実計画に緩和された。また、保証解除にも
一定の例外規定を設けるなど、中小企業の
特性に配慮されたものとなっている。
　さらに5年超・有担保型は、劣後特約が
付かない代わりに、法的破綻に至るまでの
間、他の債権に先んじて回収しない仕組み
を設けることで、担保解除がネックとなって
いた再生事案においても、一定の解を提供
することとなった。

　判断基準は第一に、再生する事業から一
定のキャッシュフローが生じているか、若しく
は今後生じうるか、という点である。この点、
将来の期待キャッシュフローがマイナスなら
ば、例え元利金の返済を猶予しても、事業
として成り立たないのは自明である。重要な
のは、過去の投資の失敗などによる過剰債
務に苦しむ債務者企業が、一定の支援を受
けることにより、再び安定したキャッシュフロ
ーを創出できるかどうかである。
　次に判断の基準となるのが、実態債務超

過解消までの計画上の期間である。通常の
リスケジュールだけでは合実計画の要件を充
足しない場合などにおいて、DDSは債権カッ
ト・DES（Debt Equity Swap：債務の株式
化）とも異なる中間的手法として機能する。（判
断基準のイメージについては、《図表１》参照）

　DDS活用の意義は、上記のような債務者
企業に、再生に向けた合理的な道筋を提供
しうる点である。また同時に、複数の金融
機関との調整において、パッケージ化された
枠組みを活用することで合意形成を図りや
すい点がメリットとなる。
　債権者においては、債務者区分の検討に
当たり、DDS部分を資本とみなすことが可能
となり、債務者区分の上方遷移が期待でき
る。また、債務者、債権者双方にとって有用
な期待効果として、新規融資の検討が計画
成立後に可能になる点も挙げられる。
　なお、経営者責任の明確化という観点か
らは、債権カットを伴う金融支援よりは、比
較的柔軟な内容で合意形成が図られる可能
性が考えられる。

　窮境にある子会社の債務を親会社が保証
履行する際、親会社の事業キャッシュフロー
は相応にあるものの、履行後の財務内容では
合実計画の要件を充足しない場合がある。
また親会社、子会社がそれぞれ異なる金融
機関からの借入があるケースもある。このよ
うな事例においては、DDSを活用、若しくは
通常のリスケと組み合わせることにより、合
実計画の要件を充足し、それぞれの金融機
関と柔軟な調整が可能となるケースである。

　こうした様 な々利点があるものの、実際の
スキーム選択にあたっては、以下をはじめと
した課題があるものと思われる。
　第一に、DDSの有期性が挙げられる。残
存期間が5年未満となった劣後債部分につ
いて、1年毎に資本とみなす部分が20％ず
つ逓減する。このため、出口基準を数値上
クリアできたとしても、劣後債の償還が進む
につれ、再び合実計画の要件から外れてい
くような場合は、DDSの活用では不十分と

みなされる可能性がある。
　第二に、保証解除が挙げられる。取引金
融機関による支援の原則として、保証人は
私財提供等を行い、保証人が余剰資産を有
していないとの前提で個人保証を解除する
こととされている。一方、新設型では、保証
責任の履行を求めるのが困難な場合、保証
付DDSも許容されるとの例外規定を設けて
いる。但し、一義的には保証責任の履行を
求められる点、また信用保証協会保証付借
入の場合は、代位弁済後の求償権でないと
DDSを活用できない点などがネックとなるケ
ースが考えられる。
　第三に、担保解除が挙げられる。新設の
有担保型は、法的破綻に至るまでの劣後性
を規定することにより、担保解除を要しない
とされている。この場合、保全率にバラつきが
ある複数の金融機関と取引のある場合、全
行の足並みが揃わないといった事態も想定さ
れる。また、法的破綻に至れば劣後性が無
くなるので、状況によっては債権者間の公平
性が維持しにくいという点もある《図表２》。

　DDS活用検討時における、債務者・債権
者双方の課題を考慮すると、一義的には支
援協がその間に立ってDDS活用の意義を双
方に説明し、合意形成を醸成しつつ案件を
進めることが通例となる。しかしながら、例え
ば債務者における「経営者責任」に対する覚
悟を得るための協議や、債権者が多数の場
合の調整など、支援協による調整負荷が大
きい場合において、再生アドバイザーによる
側面サポートが有効と考えられる。

　再生アドバイザーの期待役割について、債
務者側及び債権者側に分けて考察すると、
債務者側においては、❶実現可能性の高い
事業計画の策定、❷DDS活用による金利減
免など期待効果の試算、❸経営者責任の追
及に対する方策の具体検討、❹外部スポンサ
ー候補を捜索・選定していくこと、などが挙げ
られる。一方で債権者側においては、❶事業
性評価（実態把握）や事業計画に関する第三
者・専門家目線でのチェック、❷実態債務超
過解消年数や債務償還年数等の試算に基づ
くDDS活用意義の定量化、❸計画成立後の
モニタリング体制の構築などが挙げられる。
　再生アドバイザーの実際起用においては、
前述のような期待役割を念頭に置きつつ、債
務者・債権者・支援協における対応力や将
来的なご意向に基づき、起用の要否や適切
なアドバイザリー会社の選定を早めに協議す
ることが望ましい。�

DDS活用の意義と課題中小企業再生の現状

再生アドバイザーの期待役割

中小企業再生支援協議会
の対応状況

DDS活用の判断基準
DDS活用の課題

DDS活用の事例

DDS活用の意義

20年

10年

出所：フロンティア・マネジメント作成
再生スキーム選択イメージ図表１

出所：フロンティア・マネジメント作成
DDS活用の意義・課題図表２

債務者

債権者

意　義 課　題

●弁済の長期化に伴う資金繰りの安定化
●一定の金利減免
●事業の持続的成長のための新規融資の
獲得

●経営者責任の明確化
●後継者問題（長期での事業継続性判断）
●保証責任の履行
●DDS償還後の債務負担能力

●債務者区分の上方遷移
●公的支援枠組みとしての合意形成の容
易さ
●新規融資の機会

●DDS償還後の与信判断
●担保付DDSの場合、他の債権者との平
等性確保

●DDS部分の追加引当金
●協会保証付融資の扱い

実態純資産額

正常先

破綻懸念先

要注意先

債務償還年数

債
務
超
過
解
消
年
度
に
お
い
て
、

C
F
倍
率
10
倍
以
下

債務超過解消年限

リスケ
ジュール

DDS

債権カット
DES

実抜計画 3~5年
合実計画 10年

京都大学経済学部卒業。日本長期信用銀行（現、新生銀行）、総
務省自治行政局への出向、監査法人トーマツFASを経て、2008
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。ビジネスDD、事業戦
略・再生計画立案、再生M&Aアドバイザー等の案件に従事。

Kaoru TAKESHITA
竹下　薫

プロフェッショナル・サービス部
シニア・ディレクター

早稲田大学商学部卒業。公認会計士。1994年三和銀行（現、三
菱東京UFJ銀行）入行。中央青山監査法人、㈱ブレインリンク（現、
GCA FAS㈱）、㈱ヒューロンコンサルティンググループを経て、
2010年フロンティア・マネジメント㈱に入社。財務DD、M&A・事
業再編を伴う再生案件等に従事。

Kenta IZUMI
泉　健太

プロフェッショナル・サービス部
シニア・ディレクター

再生トピック

中小企業再生支援協議会（支援協）による地域中小企業の再生支援、なかでも再生手法としてのDDS（Debt Debt Swap：
資本性借入金）について、活用の意義と課題を整理。検討プロセスにおけるデューディリジェンス（DD）や計画策定サポート
など、再生アドバイザーにおける期待役割を考察する。

支援協スキームにおける
再生アドバイザーの役割 DDS活用の意義と

課題

支援協スキームにおける再生アドバイザーの役割 ～DDS活用の意義と課題～
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　1997年の改正独占禁止法の施行による純
粋持株会社の解禁の後、金融持株会社の
解禁、組織再編行為の手続き等を明確化し
た会社法の施行・改正、組織再編税制の
整備、企業結合及び事業分離等にかかる会
計基準の設定・改正、企業結合ガイドライン
の策定・改正等が続き、企業再編制度の整
備はかなり進んだ。
　昨年は㈱KADOKAWAと㈱ドワンゴの共
同株式移転による経営統合の発表・実行

（10月1日付効力発生）、㈱横浜銀行と㈱東
日本銀行の共同株式移転による経営統合に
関する基本合意の発表などがあり、持株会
社を活用した経営統合は比較的事業規模の
大きな会社間の経営統合手法として定着し
つつあるが、本稿においてあらためて持株会
社の特徴並びに持株会社を活用した経営統
合の検討ポイントとプロセスを整理したい。

　持株会社とは一般的に、専ら株式の保有

を通じて子会社の事業活動を支配・管理す
ることを主たる事業とする会社のことを言い、
独占禁止法では「子会社の株式の取得価
額（最終の貸借対照表において別に付した
価額があるときは、その価額）の合計額の
当該会社の総資産の額に対する割合が百
分の五十を超える会社」と定義されている

（第9条）。なお、持株会社自身も生産、販
売といった事業活動を行う会社を事業持株
会社と呼ぶことの対比において、そうではな
い持株会社を特に純粋持株会社と呼ぶこと
もあるが、本稿では単に持株会社と言うとき
は純粋持株会社を指すものとする。
　持株会社体制の特徴は、戦略と事業執行
が分離されることと言える。持株会社は、企
業グループ全体の価値向上の観点から、特
定の事業の利益や事情にとらわれないグル
ープ戦略を立案し、それを実行するための
資源配分、財務管理、リスク管理等を行う。
一方、事業子会社は必要な権限の委譲を受
けた上で、担当する事業領域において事業
特性に応じた柔軟な人事・処遇制度等を導
入し、迅速かつ機動的な意思決定を行う。
このように両者が機能分担することで、企業
グループ全体の経営効率が向上することが
期待されている。

　また、事業部門が独立した法人であること
から、事業子会社は収益性（P/L）と資産効率・
資本効率（B/S）の両面を意識した経営を行う
ようになり、事業規模や事業の成長ステージ
の異なる事業子会社であってもROEの観点か
ら適切な業績評価が行われることにもなる。
　なお、持株会社体制は複数の会社が経営
統合する場合のファーストステップとしても有
効である。すなわち資本面での統合を先行
することで、対外的にはアナウンス効果や規
模のメリットを享受しつつ、その後十分な時
間を掛けて将来の組織統合の方針や各種
制度・企業文化の融合等の進め方を検討し、
また段階的な実行を行うことで、スムーズな
経営統合の実現に寄与する。

　複数の会社が持株会社を活用した経営
統合を行う場合の主要な検討ポイントは以下
のとおりである。

　経営統合の目的・ねらいについて各当事
会社間で明確な共通認識を持つことが必要

である。具体的には、規模拡大、事務・シ
ステムの共通化、共同仕入れ（以上、同業
者同士の場合）、事業領域の拡大（垂直統
合の場合）、顧客情報の共同活用、品揃え
の拡充（隣接業界同士の場合）、財務体質
の強化等が挙げられる。

　共同株式移転により共通の完全親会社とな
る持株会社を設立する手法と、当事会社のう
ちの一社が他の当事会社を株式交換等によ
り完全子会社化した後、会社分割により事業
部門を完全子会社として切り出し、自身が持
株会社となる手法が選択肢となる《図表１》。

　統合条件（株式移転比率または株式交
換比率）は株主にとって経済的な面での最
大の関心事項となる。各当事会社は第三者
たる専門家より取得した株式移転比率（株
式交換比率）算定書の内容を踏まえ、他の
当事会社との協議を行うことが取締役の善
管注意義務の観点からも定着した実務とな
っている。

　ファイナンス機能や共通事務・システム機
能等については、グループ内のどの会社が
担うことが望ましいか検討が必要である。共
通事務・システム機能については、持株会社、
事業子会社のいずれにも置かず、グループ
各社の共通事務・システム機能を専門に担う

会社を設立すること（シェアード・サービス）
も一案となる。

　持株会社の収益は、一般に事業子会社
からの受取配当と事業子会社に対するサー
ビス提供役務の対価の2つとなる。前者につ
いては、どの子会社を配当の受領対象とす
るか、また配当性向や年間の配当回数等、
後者については金額の水準や金額決定の考
え方・計算式等が検討事項となる。なお、
子会社からの受取配当金は税務上益金不
算入となることに留意が必要である。
　また、持株会社にグループの所有不動産
を集約し、不動産事業収入を得ることも一案
となるが、その際は登録免許税や不動産取
得税の発生の有無を確認すべきである。

　持株会社と事業子会社の役員の兼任関
係のあり方、増加したポストを活用した経営
者の育成や人事上の処遇、トータルの幹部人
事報酬の管理等が検討事項となる。

　グループ全体の税金コスト最小化の観点か
ら、連結納税制度の採用が検討事項となる。

　検討のフェーズは、対外公表前と公表後

に大きく分けられる《図表２》。
　対外公表前は関係者をごく限定して経営
統合の目的の明確化、リスク要因の洗い出し
と対応方針の決定、目標スケジュールの決定
等を行う。このフェーズは、厳密な情報管理
が求められる時期でもあり、いたずらに時間
を掛けるべきではない。
　対外公表後は、社内外から検討メンバー
を拡充・選定し、経営統合の詳細条件の株
式移転計画書（株式交換契約書）への落と
し込みを行う。そして取締役会決議、株主
総会の特別決議を経て、株式移転（株式
交換）の効力発生日を迎える流れとなる（6
月下旬の株主総会の場合、効力発生日は早
ければ8月1日、もしくは下期期初の10月1日、
許認可取得等に時間を要する場合は翌年の
4月1日等とすることが多い）。
　対外公表後の別の流れとして、統合準備
委員会の設置も行われる。ここでは、持株
会社の機能や収支構造の詳細設計、持株
会社と事業子会社の機能分担の検討、営業
部門、生産部門等の現業部門における協業
施策等の検討等を行うこととなる。�
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持株会社の設立手法図表１
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共同株式移転の一般的なスケジュール（3月決算会社の例）図表２

●法務及び財務デュー・ ディリジェンスの実施
●株式移転比率算定書の取得
●株式移転比率の決定
●持株会社の商号、本社所在地、資本金、
株式数、役員構成等の決定

●株式移転計画書の作成
●統合契約書の作成

●統合契約書
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●検討メンバー・体制の確定
●経営統合の意義・目的の明確化
●持株会社の基本情報・概略機能設計
●リスク要因の洗い出しと対応方針の
決定

●目標スケジュールの決定
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M&Aトピック 持株会社を活用した経営統合の検討ポイントとプロセス

経営統合手法として持株会社の活用が大企業を中心に進んでいる。本手法は事業規模や業種にかかわらず利用価値が
高いと考えられるため、本稿においてあらためて持株会社の特徴並びに持株会社を活用した経営統合の検討ポイント
とプロセスを整理したい。

持株会社を活用した経営統合の
検討ポイントとプロセス
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　資本注入を伴わないターンアラウンドの
案件においては、表面上のテーマとして
明示されないものの、実は本質的に「事
業承継」が根底にある案件が非常に多い。
　事業承継というと、一般的には実務上
の課題に目が行きがちである。すなわち、
適切な後継者選定と資産相続が主要な課
題として語られることが多い。しかし本
来の事業承継は、先代の興した事業を次
世代につなげていくことによって顧客や取
引先、従業員、ひいては地盤とする地域
全体の成長に対して、企業が永続的に貢
献することを目指すべきもののはずであ
る。
　そうした視点で考えた時、資本注入を
伴わない経営改革として弊社へ支援の依
頼を受ける案件の多くが、本質的に「事
業承継」の案件であると気づかされる。
次期経営者への経営権委譲が想定されて
いる、もしくは既に経営権委譲が行われ
ている状況において、先代の経営者が築
いたコア事業により成長してきた企業が、
時を経て改革が必要な状況へ陥っている
ケースである。
　こうしたケースにおいては、通常のター
ンアラウンドと比較した場合、事業とマネ
ジメントのそれぞれの観点において特に
重要視すべき視点が存在する。以下、弊
社がご支援させていただいた事例を元
に、本質的に事業承継の性質を持ったタ
ーンアラウンドに求められる視点を説明し
たい。

　事例企業（以下、A社）は特定地域を
地盤とした老舗製造小売企業であり、地
盤地域にて古くから栄えるオーナー企業
である。市場環境変化への対応の遅れか
ら経営状況が悪化しており、早急な経営
立て直しが必要な状況であった。そのよ
うな中、数年前より現社長から実質的な
経営権を委譲されていたご子息より依頼
を受け、弊社が経営改革の支援をさせて
いただくこととなった。後継者選定や資
産の移管及びそれらに伴う諸々の実務上
の課題は存在しておらず、通常のターン
アラウンド案件として依頼を受けたもの
の、実質的には経営立て直しが必要な状
況で、事業を継承されたご子息が、既存
事業の立て直しとその先の再成長の基盤
を構築する案件であった。
　弊社からは、経営計画の策定からその
後の実行までを長期的に支援することを
念頭に、経営改革エージェントとして数名
を派遣して改革に取り組んだ。

　既存事業の毀損により経営状況が悪化
している企業の場合、市場環境変化への
対応の遅れによって収益性を低下させて
いるケースがほとんどである。そうした状
況の中で事業DDを行うと、市場の縮小
や競争環境の激化の状況が捉えられ、既
存事業の見通しは大抵悲観的なものとな

る。その結果、再成長のためには地盤と
する地域の外の市場への進出が有力な選
択肢として検討される。具体的には、他
県への店舗網の拡大や市場の大きい関東
地域への進出、もしくは海外への進出な
どである。もちろんそれらは戦略オプシ
ョンの一つとして十分に検討すべき選択
肢であるが、特に事業承継の性質を持っ
たターンアラウンドの場合においては、そ
の企業がこれまで地盤地域にて築いてき
た顧客基盤や顧客に対するブランド価値
といったものについて、注意深く評価し
検討を進める必要がある。こうした要素
は定量的に捉えることは難しいが、実は
再成長のドライバーとなるケースがとても
多いのである。
　A社のケースにおいては、事業DDによ
って地盤地域の市場の縮小や競争の激化
が捉えられ、かつ商品力に強みがある一
方、営業力の弱さに課題があると見込ま
れたため、当初は市場環境の比較的良い
地域（チャネル）へ商品展開を行うとい
う戦略をとった。この戦略に則って複数
の施策を実行し一定の成果を得たが、そ
の結果を改めて評価すると、興味深いこ
とが見えてきた。結果として成果が創出さ
れたのは、地盤とする地域周辺の顧客を
ターゲットとした施策であった。当初商品
力に強みがあると考えていたが、実は強
みの源泉は商品ではなく、ある一定の地
域（チャネル）における顧客基盤及び顧
客に対するブランド価値にあったことがわ
かったのである。
　地盤地域の外へ進出することによる成
長余地を志向することは当然のことであ
る。しかし、これまでその企業が培って

きたケイパビリティを活かして次世代の後
継者が更なる事業の成長を生み出してい
く際には、先代の経営者が地盤地域にお
いて培ってきた顧客基盤やブランド価値
を重要な成長ドライバーとして再評価すべ
きであると考えている。

　次に、マネジメントの側面から考えてみ
る。事業承継の性質を持ったターンアラ
ウンドにおいて、後継者の育成という視
点が求められることは明白であるが、本
来課題とすべきは、後継者個人のスキル
の問題ではないはずである。真に求めら
れることは、後継者を中心とした新しい
マネジメントシステムを構築しなおすこと
に他ならない。ここでいうマネジメントシ
ステムとは、後継者があらゆる部門の状
況を適切に理解し、経営判断を行うため
の仕組みづくりと、従業員との信頼関係
の構築を行うことを指す。マネジメントシ
ステムの構築が不十分であった場合、一
部の部門を実質的に掌握できていない

（＝特定の部門がブラックボックス化する）
という事態や、後継者が適切な経営判断
ができず、現場とマネジメントの乖離が
発生するといったような事態が起こりう
る。後継者個人の経営者としてのスキル
のみを問題にするのではなく、マネジメン
トが適切に機能することをあるべき姿に
据えて仕組みを構築する必要がある。
　A社のケースにおいても、経営管理の
仕組みの不在や人材配置や組織体制など
のマネジメントに関するあらゆる課題が散
在しており、結果として経営権の委譲を
受けた後継者のご子息が社内の手綱を握
りきれていない状況であった。そこで、
経営管理体制の構築や人材配置の見直し
といった実務上の対策と同時に、弊社の
変革エージェントが社内の要所に張り付い
てサポートすることによって、後継者のご
子息自身があらゆる部門において、より
現場まで深く入り込んで状況を理解し、
自ら指示を出す体制を築いた。これによ
り、数か月で社内は大きく変化し、急速

に後継者のご子息の掌握範囲が広がり求
心力が増加した。これは定期的にモニタ
リングを行うメインバンクの担当者の目に
も明らかな変化となって現れ、「以前とは
まるで別の会社のようだ」という評価まで
いただいた。
　このように、次世代の後継者がその企
業における実質的な経営者となっていく
過程においては、「後継者の育成」とい
う捉え方では十分ではない。実質的にそ
の後継者が企業全体を掌握し、後継者を
中心としたマネジメントシステムが再構築
されることを目指すべきであり、それは
後継者個人の問題ではなく、組織の問題
なのである。

　事業承継とは、一つの企業の経営権が
親から子へ委譲されることという限定的
なスコープで捉えられるものではなく、
その事業が次世代へつながっていくこと
によって顧客や取引先、従業員といった
ステークホルダーの成長が創出されていく
ことであるといった視点で捉えられるべき
であると考えている。資本注入を伴わな
いターンアラウンドにおいては、表層的な
経営改革から企業価値向上へのサクセス
ストーリーの裏に、地場産業の承継とい
うテーマが内在するケースが多々存在して
いるのである。それは決して易しいもの

ではないが意義深いと考えており、我々
はそうした本質的な事業承継を求めるお
客様と今後も真摯に向き合っていきたいと
考えている。
　本稿においては資本注入を伴わないタ
ーンアラウンドという切り口で事業承継に
焦点を当ててきたが、弊社の支援案件に
は資本注入を伴うケースも多く存在する。
次回「経営改革の現場から」第3回目に
おいては、資本注入を伴うターンアラウン
ドについてその要点をご紹介したい。�
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経営改革の現場から ターンアラウンドに求められる視点 ～資本注入を伴わない事例～

全4回連載の第1回目は地方企業のターンアラウンドにおける要点とターンアラウンドマネージャーの役割について
概論を説明した。第2回目の今回は資本注入を伴わないターンアラウンドに多くみられる「事業承継」に焦点を当て、
事業承継において必要とされる視点を事業とマネジメントという2つの側面からご説明したい。

ターンアラウンドに
求められる視点 資本注入を伴わない事例
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　急速な高齢化社会の進展とともに、中小
企業の円滑な事業承継が我が国における
大きな課題となっている。このような状況の
中、税制面でも事業承継を支援するために、
2009年度税制改正において非上場株式等
に係る相続税等の納税猶予及び免除制度

（いわゆる事業承継税制）が創設された。
　しかし、当該制度は手続きが煩雑であ
り、適用要件も厳格であったこと等から中
小企業において活用が進んでいない状況
にあったため、より多くの中小企業が活用
できるよう、2013年度税制改正において
適用要件の抜本的な見直しが行われた。
これら改正事項の多くは、原則として2015
年1月以後の相続等について適用される。

　後継者である相続人等が、相続等により
経済産業大臣の認定を受ける非上場会社
の株式等を被相続人（先代経営者）から
取得し、その会社を経営していく場合には、
その株式等の一定部分について、課税価
格の80%に対応する相続税の納税が猶予
される。納税が猶予された相続税は後継
者の死亡等により、その納付が免除される。

　後継者である受贈者が、贈与により経済

産業大臣の認定を受ける非上場会社の株
式等を贈与者（先代経営者）から全部又は
一定以上取得し、その会社を経営していく
場合には、その株式等の一定部分に対応
する贈与税の全額の納税が猶予される。
納税が猶予された贈与税は先代経営者の
死亡等により、その納付が免除される。

　事業承継税制では、相続税と贈与税そ
れぞれにつき、納税猶予及び免除制度が
設けられているが、この両制度を活用して
納税猶予と免除を続けることにより、自社
株式に係る一定の相続税・贈与税につき
納税を先延ばしし続けることが可能となる。
　ただし、納税猶予制度の適用を受けて
いる期間中に一定の確定事由に該当した場
合、その時点で納税猶予が打ち切られ、
猶予されていた相続税・贈与税とともに、
猶予されていた期間に応じた利子税を納付
する必要がある。

　事業承継税制の利用を促進するため、
2013年度税制改正において適用要件等の
見直しが行われている。主な見直し項目は
《図表》のとおりである。

　事業承継税制における事前確認制度は、
会社が経営承継円滑化法に基づき、事業
承継に対する計画的な取組みを行っている
ことを経済産業大臣が事前に確認するとい

うものであった。
　しかし、現経営者が突然亡くなった場合
には事前確認を受けられず、事業承継税制
の利用を阻害する等の課題があったため、
2013年度税制改正において経済産業大臣
による事前確認制度は廃止された。なお、
当該取扱いは2013年4月から前倒し適用さ
れている。

　事業承継税制は、導入当初は先代経営者
の親族への事業承継が前提となっていた。
　しかし、中小企業の後継者不足が大きな
問題となってきている現状で、後継者候補
を広く求めることができるように配慮するこ
とが有用であるという観点から、2015年1
月以降は、先代経営者の親族以外の者が
後継者となる場合であっても事業承継税
制を適用できるよう見直しが行われた。

　事業承継税制導入の主目的として、中小
企業の雇用確保があり、改正前は相続税等
の申告期限後「5年間毎年」、相続等の時
の雇用の8割以上を維持することが要求さ
れていた。
　しかし、中小企業を取り巻く経済環境の変
動等にも配慮する必要があり、2015年1月以
降は「5年間平均」で雇用の8割以上を維持す
ることで雇用確保要件を満たすこととされた。

　事業承継税制の適用を受けた後に一定
の確定事由に該当した場合には、猶予され
ていた相続税・贈与税とともに猶予期間中
の利子税を負担しなければならず、その

負担が事業承継税制の利用をためらう要
因となっていた。
　そのため、2015年1月以降の相続又は
贈与に係る事業承継税制において、経営
承継期間（5年間）期間経過後に納税猶
予税額の全部又は一部を納付することにな
った場合には、その経営承継期間中の利
子税が免除されることになった。
　なお、2014年1月以降の納税猶予期間中
の利子税の割合は、年0.9%に引き下げられ
ている（従来は年2.1%）。

　事業承継税制の適用に係る対象会社が
民事再生計画等に基づき事業再生を行う
際には、納税猶予税額の納付が事業再生
の障壁になることが懸念されていたため、
2013年度税制改正により事業再生に配慮
する措置が新設された。
　すなわち、経営承継期間経過後に民事
再生計画の認可決定等があった場合には、
その時点における非上場株式等の価額に
基づいて納税猶予税額を再計算して再計
算後の納税猶予税額で納税猶予を継続す
ることが可能になった。また、再計算後の
猶予税額と当初の猶予税額との差額につ
いては免除されることとなった。

　贈与税の納税猶予及び免除の適用にお

いて、改正前は先代経営者（贈与者）が贈
与時に代表者を退任するだけでなく、代表
者以外の役員も退任することが要件となっ
ていた。
　改正後は、この役員退任要件が代表者退
任要件に緩和され、先代経営者は代表権
のない平役員（有給も可）として会社経営
に残ることが可能となった。

　相続税の納税猶予及び免除の適用にお
いて、被相続人の債務及び葬式費用を相続
税の課税価格から控除する場合には、非
上場株式等以外の財産の価額から先に控
除することとされた。
　この見直しにより、改正前に比べて相続
税の納税猶予税額が増加することになる。

　2013年度税制改正により事業承継税制
の適用要件等が一部緩和されたが、従来
から問題とされていた手続面の煩雑さや適
用要件の厳しさは完全には解消されておら
ず、現状ではまだ本制度を積極的に活用
できる中小企業は少ないものと思われる。
ただし、事業承継税制の導入当初に比べ
ると利便性は徐々に改善されてきており、
本制度をうまく活用できる中小企業にとっ
ては、事業承継対策の大きなツールとして

機能すると考えられる。
　中小企業庁の「事業承継を中心とする事
業活性化に関する検討会」が取りまとめた
2014年10月の中間報告によると、雇用確
保要件のさらなる緩和や適用対象株式数
の上限引き上げ等が提言されている。より
多くの中小企業に本制度が普及するため
に、今後の税制改正において当該中間報
告の提言内容が積極的に織り込まれること
を期待したい。�

事業承継税制の
主な改正ポイント

事業承継税制の
主な改正項目

事業承継税制の概要

非上場株式等についての
相続税の納税猶予及び免除

❶事前確認制度の廃止

❷親族外承継の追加

❸雇用確保要件の緩和

❻役員退任要件の緩和

❼債務控除方式の変更

❹利子税負担の軽減

非上場株式等についての
贈与税の納税猶予及び免除

納税猶予及び免除の流れと
猶予の打ち切り

❺民事再生等における納税猶予
　税額の再計算及び免除の特例

事業承継税制の
適用にあたって
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出所：フロンティア・マネジメント作成
事業承継税制に係る適用要件等の主な見直し項目図表

制度利用前に経済産業大臣の事前確認を受けること
が必要 事前確認が不要とされた 2013年4月～

2015年1月～

2015年1月～

❶2014年1月～
❷2015年1月～

2015年1月～

2015年1月～

2015年1月～

後継者は先代経営者の親族のみに限定 先代経営者の親族以外であっても適用可

雇用の8割以上を「5年間毎年」維持することが必要 雇用の8割以上の維持を「5年間平均」に緩和

一定の事由に該当して納税猶予が打ち切られた際に
は納税猶予額と利子税の納付が必要

❶利子税率の引下げ（2.1%→0.9%）
❷承継5年超で5年間の利子税免除

相続・贈与から5年経過後は、後継者の死亡又は会社
倒産等により納税免除

民事再生等の事業再生の際にも、納税猶予額を再計
算し、一部免除

先代経営者が贈与時に役員を退任することが必要 役員退任要件を代表者退任要件に変更（代表権のな
い有給役員として残留可）

先代経営者の債務・葬式費用を株式価額から控除して
猶予税額を計算

債務・葬式費用は株式以外の相続財産から先に控除
（猶予税額が多くなる）

内　容 改正前 改正後 適用開始時期

事前確認の廃止

親族外承継の追加

雇用確保要件の緩和

納税猶予打ち切りリスクの緩和
（利子税負担の軽減）

納税猶予打ち切りリスクの緩和
（事業再生への配慮）

役員退任要件の緩和

債務控除方式の変更

1

2

3

4

5

6

7

事業承継トピック 2015年1月以降の事業承継税制に係る主な改正ポイント

中小企業の事業承継問題が喫緊の課題となっている中、いわゆる事業承継税制の利用を促進させるべく、
2013年度税制改正により当該制度の適用要件の緩和措置が講じられている。
本稿では、2015年1月以降に適用される事業承継税制に係る主な改正ポイントについて整理する。

2015年1月以降の事業承継税制
に係る主な改正ポイント
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　「食」は人間の生命に不可欠であり、古来よ
り我 の々生活と不可分であった。はるか遠い
昔には、農耕なり狩猟なりで得た素材を加工
し食すことが少数の手で短期間に行われてい
た。一方で、現代の食ビジネスの特徴は、一
次産業（農林漁業）、二次産業（食料品製造
業）、三次産業（流通業・飲食店）を跨いだ
長いバリューチェーンにある。実は、ここ数十
年で、食ビジネスの環境は大きく変化した。
　農林水産省の「農業・食料関連産業の経
済計算」によれば、農業・食料関連産業の国
内総生産額は、1970年から2011年にかけて、
11兆円から42兆円へと約4倍になったが、
GDPに占める比率は15%から9％に低下し
た。特徴的なのは、内訳で見ると農林漁業
の比率が35％から12％に大幅に低下した一
方で、食料品流通業の比率が26％から37％
に、飲食店の比率が8％から20％に上昇した
ことである。つまり、生産部門である農林漁
業と食料品製造業を差し置いて、流通部門
である食料品流通業と飲食店が付加価値の
半分以上を占めるまでになったのである。
　もう１つ興味深いデータがある。1989年と
2012年で比較して、消費支出は4.5％減少し
た。中でも衣料品は、ユニクロに代表される
ような安価で品質の高い製品の普及等によ
り、ほぼ半減した。食料品も11％減少してい
る。一方で、電化製品の増加により光熱費が、
インターネットやモバイル端末の普及により通

信費が、少子高齢化により保険医療費が大
幅に増加した。これまで、衣料品が他の消
費支出拡大のしわ寄せの大部分を引き受け
てきたが、それにも限界があり、今後は食料
品も安穏としてはいられない。

　1990年代前半（バブル崩壊）と2000年
代後半（リーマンショック）の不況時には、ダ
イエーのセービングやイオンのトップバリュに代
表されるような食料品のPBブームがあった。
いずれも「量」を背景として「安さ」を追求す
るものであった。
　しかしながら、近年ではセブンプレミアムに
代表されるように、調達のみならず企画から製
造までを食品小売業が内包する「SPA化」が
進展している。過去のPBブームと異なるのは、
SPA化は、「量」による差別化ではなく「質」
による差別化を指向している点である。つまり、
単なる安さではなく、プラスアルファの多様な
価値を訴求することに重点が置かれている。
　なぜ小売はバリューチェーンの川上への参
入を加速させているのだろうか？ ひとつには、
消費市場の縮小や消費価値観の多様化の
中で、同質性からの脱却圧力がかかっている
ことが挙げられる。また、M&Aによる規模
拡大やアイテム当たりの売上増大による量的
優位を確保する必要にも迫られている。さら
には、人口減少の一方で店舗数が増加し小
商圏化が進む中で、顧客接点を強化したり、
商品開発に役立つビッグデータを蓄積したりし

て情報優位を拡大したいという思惑もある。
　弊社コンサルティング第1部シニア・ディレク
ターの松本渉によれば、食のSPA化の進展
は、従来のメーカー同士、卸同士の水平的競
争を超えて、バリューチェーンの中で小売には
できないことをメーカー、卸が極めることを要
求する。卸は、特に新興・中堅のメーカーと小
売のマッチングに存在意義を見出す必要があ
る。メーカーは、作り手のこだわりや主観を伝
えるストーリーを持つなり、圧倒的認知度、手
が届く高級感、目新しさのいずれかを極めた
メガブランドを育成するなり、圧倒的なコスト
競争力またはカスタマイズ力を持つ製造受託
に徹するなどして、勝ち残りを図る必要がある。
　一方で、弊社代表取締役の松岡真宏は、
小売の安易なSPA化がもたらす品揃えの固
定化や在庫リスクの増大に警鐘を鳴らす。「安
くする時代」の中でもコンビニだけは定価販
売で勢力を拡大してきた。究極的には、都市
部や人口集中地区における、コンビニの付加
価値型PBのみが残ると。

　カゴメ株式会社の渡辺美衡取締役常務
執行役員は、メーカーは流通に対抗するので
はなく、流通と手を組み、消費者に何をどう
感じてもらうのかを一緒に考える時代になっ
ていると指摘する。「トマトのことなら何でも
カゴメに聞け」と言われるように、メーカーと
しての能力を先鋭化させる一方で、「商品を
売り場に並べる」という発想から、「流通が

売りたいものを作って差し上げる」という発
想に転換しているという。従来の「商品引き
渡し型」から、バリューチェーンの中での「す
りあわせ型」への変化である。
　日本では、小さい耕作地で労働集約型の
農業が行われている。国産のトマトは高品質
であるが、収量は世界水準の7割以下で価
格は5倍以上である。カゴメは1998年から
生鮮トマトの栽培を開始し、現在では全国
に大型菜園を8ヶ所抱える。しかし実は、国
産原料はカゴメが購入する全トマト原料の1
割弱に過ぎない。今やオーストラリアで100
ヘクタールの大規模農場を抱え、資本集約
型の低コスト生産に取り組んでいる。
　渡辺氏は、農業の「6次産業化」において
は、農業に品質管理や生産管理といった工
業的な手法を持ち込み、農業からムリ・ムダ・
ムラを取り除くことが大事であると説く。需給
マッチングの改善や全量使用などで儲けを
生み出す余地は大いにある。最近は、農家
に生まれて農業を家業として継いだ人だけで
はなく、企業等での職務経験もある農業の
新しい担い手が育ってきている。日本の農業
の未来は明るい。残るハードルは、耕作地の
集約によるスケール拡大である。

　株価、失業率、企業収益が改善し、後れ
て実質賃金の改善が進むと見込まれる一方
で、企業の投資が伸びておらず、日本経済
はアンバランスな状態であると東京大学大学
院の伊藤元重教授は指摘する。これまで以
上のスピードで、成長戦略と社会保障改革を
推進していく必要があると。
　デフレ・低金利下では、いい企業とそうで
ない企業に差が出にくかったが、今後物価と
金利が上昇すると状況は一変する。仮に物
価の上昇率が2％となり、金利が0.5％のまま
であれば、実質金利はマイナス1.5％となる。

そうなると、個人金融資産1,600兆円のポー
トフォリオの組み替えが起こり、お金が株式
等のリスク資産への投資に回る。さらに、金
利が上昇すると、金利負担に耐えられるだけ
の収益力のない企業の淘汰が進む。
　デフレの中でメーカーのブランド価値は毀
損してしまった。デフレ脱却局面にあって、消
費者に改めて価値を訴求して、値上げに向
けた努力が求められる。一方で、地方を中心
に人手不足に伴い人件費が上昇する中で、生
産性向上の取り組みも同時に必要となる。

　スマートフォンの普及は、昔は無為に過ご
していた数分の「すきま時間」で、メールの
読み書きやレストランの予約などをすることを
可能にした。仕事や睡眠や食事といった「か
たまり時間」に対して、一日のうちに何度も
訪れる数分の「すきま時間」のロングテール
が突如として価値を持ち始めたのである。
　商品価格が労働投入量によって決まると
するスミス、リカード、マルクスの系譜。需要
と供給で決まるとするワルラス、ジェヴォンズ、
メンガーの系譜。これに対し、松岡は上記の
ようなスマートフォン時代において、商品価格
が消費者の時間価値によって決まる「時間
資本主義」を提唱している。
　時間資本主義にあっては、消費者は時間
消費の失敗を嫌う。モノよりサンクコスト（埋没
費用）の大きいサービスにおいて、消費者は
貴重な時間を台無しにしないよう、成功確率
の高い「テッパン型」の時間消費を指向する。
例えば、何度行っても、誰と行っても確実に楽
しめる東京ディズニーランドや、高価でも間違
いなく満足できる星のやなどに消費者は群
がる。
　消費者の時間価値が高まる中で、供給側
も時間の排他性（収容力を超えて同時にサー
ビスを提供できない制約）を克服する取り組

みをしている。外食においては、俺の株式会
社により、立ち飲みとすることで単位面積当た
りの収容力を高めると同時に回転率も上げ
る、新しいビジネスモデルが展開されている。

　外食産業では、デフレ脱却局面において、
勢力図が変化しつつある。これまで安さを売
りにして店舗数や売上を拡大してきた大手が
苦戦し、独自性を売りにした新たな勢力が消
費者の心をつかんでいる。
　新興勢力の代表格が、「俺のイタリアン」
や「俺のフレンチ」をはじめとして、一流レスト
ランで活躍したシェフが高級料理をお手頃
価格で提供する立ち飲みレストランを展開す
る俺の株式会社である。
　店の外装や内装の綺麗さではなく、料理と
ワインが安くて美味しければ人は集まる。メニ
ューから仕入れまですべて現場に任せる。料
理の原価率を上げる一方で、大量仕入れで
ワインの原価率を下げて、加重平均で利益を
出す。これらの斬新なアイデアに基づくフォー
マットが消費者に受け入れられ、わずか2年
間で銀座を中心に32店舗にまで事業が拡
大した。
　いみじくも、創業者の坂本孝社長が言うよ
うに、「大手のやらないことをやるのが飲食
店の生きる道」なのである。坂本氏の名言
は多いが、今回のセミナーの質疑応答で、
以前創業したブックオフでの経営理念がど
のように活かされているかを訊かれ、「『人の
ために尽くす』という考え方は変わらない」と
お答えになっていたのが印象的であった。
　弊社もお客様企業のために尽くし、お客
様企業の利益、ステークホルダーの利益、社
会への貢献を果たすことを、社員一同改めて
誓ったセミナーでもあった。ご来場いただい
た皆様には、この場を借りて厚く御礼を申し
上げたい。�

流通部門の付加価値シェア拡大

食の「SPA化」

デフレからの脱却

「時間資本主義」の到来

人のために尽くす

メーカーと流通業者の「すりあわせ」
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東京大学博士（理学）。スタンフォード大学
MBA。㈱三菱総合研究所を経て、2014
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

Satoru MUTO 武藤　覚経営企画室長
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松本 渉
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沼野 由行

弊社
専務執行役員

2014年11月26日にホテルオークラ東京にて、食ビジネスをテーマとした
セミナーを開催いたしました。「食」の生産・流通・加工・普及啓発等に関わ
る企業様から159名の方にご参加いただき、弊社主催セミナーとしては過
去最大規模となりました。本稿では、当日の講演とパネルディスカッション
の内容を踏まえて、食ビジネスの新たな座標軸を探ります。

フロンティア
「食」セミナー開催報告
食ビジネスの新たな座標軸

フロンティア「食」セミナー開催報告 ～食ビジネスの新たな座標軸～
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図表1　「双11」売上高推移

出所：Taobao公開情報よりFrontier Management (Shanghai) Inc.作成

571億元
（約1.1兆円）

PC端末モバイル端末

図表2　「双11」端末別売上高構成

出所：Taobao公開情報よりFrontier Management (Shanghai) Inc.作成

2015年のアセアン統合をにらみ、域内物流や資金移動が一層活発
化される中、「地域統括会社」の設立が増えています。また弊社でも
当該テーマ領域におけるコンサルティング案件をご支援させていた
だく機会もあり、本稿で取り上げました。

　最近、アセアン域内において、「地域統括会社を新設する」「R&D
機能を新設する」「本社機能の一部を移転する」というリリースを拝見
する機会が増えています。このような動きそのものは、筆者がアセアン
に駐在していた1990年台後半においても、とくに大手自動車・家電・
電子部品メーカーなどを中心に多く議論されていましたが、当時はどち
らかと言えば、資金管理・ネッティングなど、財経関連でのアプローチ
が多かったように記憶しています。

　アセアン進出日系企業の地域統括機能の選定国は、シンガポール・
タイが中心となっています。これは、受け入れ国側の税制優遇、すな
わち、配当への課税優遇や研究開発設備への課税優遇などの政策
が招致の大きな要素と考えています。同様の制度はマレーシアにもあり
ますが、同国へ本社機能移転する日系企業は現況では少なく、当該
要因だけではないようです。
　とりわけシンガポールは政治が安定していて、教育水準も高く、他
のアセアン域内へのアクセス利便性も高い上、研究開発等の本社機能
に適合する人材が豊富である結果として、マーケティング分析上極め
て重要な情報が集積されています。シンガポールは、自動車・家電を
中心とした製造基盤が集積している点ではアドバンテージを有するタイ
との比較でも、現時点では大きな差があります。

　近年、自動車関連や家電関連はもとより、日用消費財や食品関連メ
ーカー、流通・IT産業などのアセアンにおける事業拡大に伴い、製造

部門・マーケティング部門を中心とした（本社決裁）権限移譲を推し
進めようとの動きが多くみられます。これは、東京本社とアセアン各国
の地理的距離を要因としたブランドマネジメントの不都合から、より現
場に近い場所でブランドマネジメントを実施する会社が増えてきている
ものと理解しています。これらは財経関連とは異なり、各社の組織構
成や商材特性によって取り組み方は様々で、特に「ブランド」管理に
ついては次のような取り組みがみられます。
　企業が管理するブランドとは大きく分けて、❶「コーポレートブランド」
と、❷「プロダクトブランド」に大別されます。これら２つのブランドを軸
に、企業として取り組むブランドマネジメントのタイプを分類すると；
　Aプロダクトブランド主体＋その集合体：例）P&G、ユニリーバなど
　Bコーポレートブランド主体：例）楽天、無印良品、スターバックスなど
　Cコーポレート・プロダクトブランドの混成：例）トヨタ、資生堂など
　以上のように大きく３分類され、日系企業、特にメーカーの取り組み
は、比較的コーポレート・プロダクトの両ブランドマネジメントの混成が
多く、このうち特にプロダクトブランド、つまりマーケティング部門にお
ける本社機能が、地域統括会社に移される傾向にあるようです。

　このような取り組みの中で、多くの企業が課題と捉える重要なキーワ
ードのひとつに、「ブランドマネジメントが出来る人材確保と育成」があ
ります。コーポレートブランド（＝企業イメージ、CSR・IR）とプロダクト
ブランド（現地における商品開発・商品イメージ戦略）の双方を重んじ
る傾向の強い日本の企業にとっては、P&Gやユニリーバのようなプロダ
クトブランド主体のブランドマネジメントとは別の、部門間の垣根を越え、
かつ首尾一貫したブランドストーリーを基にした人材育成体制の作りこ
みが必要だと、筆者は考えています。裏を返せば、これが確立されれば、

「カイゼン」のような新しい日本型のマネジメントスタイルとなり得る要素が
あると考えています。P&Gではブランドマネージャー育成は内製化し、
管理職以上の採用は行わないという明確な体制・方針となっており、そ
のような体制整備には多少の時間は要すものと思いますが、弊社もその
ような時代到来の助力となるべく、お手伝いして参りたく存じます。

増える地域統括会社のアセアン域内設置

シンガポールが選定される理由

課題としての人材育成とむすび

ブランド管理

毎年11月11日は中国の「光棍節」、独身者の日です。独身者にとって
はやや悲しい日ですが、中国電子商取引最大手のアリババ・グループ
（以下「アリババ」）が2009年11月11日から傘下B2Cネット通販プ
ラットフォームである「陶宝商城」（現「Tmall」）の「双11」（11が二
つ並ぶ意味）大型セールイベント（以下「双11」）を打ち出して以来、
中国ではこの日は消費者にとってお祭り的な存在となっています。

　2009年、アリババは傘下Tmallの知名度を上げるため、Tmall
ならではの販促日を作ることを決めました。11月は中国国慶節ゴー
ルデンウィーク（10月の第一週目）セールとクリスマスセールに挟
まれており、通常では販促をかけにくいタイミングではあるものの、

「衣替えの時期であり、消費者の反応を見てみたい」という考えもあ
って、「光棍節」である11月11日をTmallの販促日「双11」にす
ることに決めました。
　その結果、市場から予想外の好反応を受け、6年後の今では、「双
11」はアリババが運営する通販サイトに限らず、すっかりネット通
販全体のお祭り的なイベントに発展しました。

　中国経済の躍進に伴って、「双11」の売上は毎年上昇し、2014
年の総売上高は前年比6割アップの571億元（約1.1兆円）に達し
ました。報道によると、11日午前0時のセール開始から71秒後、
売上高は1億元を突破、0時38分28秒には100億元を記録、そし
て売上計算期限である11日24時までまだ10時間以上を残した時
点で2013年に記録した過去最高の362億元（当時のレートで約

5800億円）を更新しました。まさに「双11」消費の勢いを示して
います《図表１》。

　また注目すべきなのは、今年の総売上高に占めるモバイル端末
関連売上（243億元）の割合が42.6％（昨年の4.54倍）まで上
昇していることであり、このことから将来モバイル端末からのアク
セスがPC端末を上回ることが予想されます《図表２》。
　Tmallは今年から「买遍全球、全球可买」（全世界から買える、全
世界に売れる）のスローガンを掲げ始め、2014年は「双11」のグロ
ーバル化の元年となったと言えます。今年は4万点以上の海外商品
が「双11」に参加しており、そのうち非常に人気が高かった製品は、
コストコ（米）、キリン堂（日）、LG Household & Health Care（韓）、
NATURE’ S BOUNTY（米）、lt’ sskin（韓）の5社の製品でした。
　また、初の海外販売にもかかわらず、217ヵ国からの消費者が今
年の「双11」に参加しており、そのうちロシア、ブラジル、アメリカ
の消費者の購買力が最も高く、海外市場からも大きな反響を受け
ました。

　Tmallの成功に続こうと、現在アリババ以外の中国電子商取引
会社も様 な々販促活動に乗り出しており、世界市場にも目を向け始
めています。これからの日本の小売市場も今までにない中国電子
商取引プラットフォームからの影響を受けると予想されます。
　「双11」に対する消費者の熱狂は、中国小売市場の強大な購買
力と潜在力を示すと同時に、中国は確実に世界の工場から世界の
市場に変化している証でもあります。これからの中国は今までにな
い大きな市場として、日本企業に対して新しいビジネスチャンスをも
たらすことでしょう。

「双11」の由来

2014年の「双11」について

「双11」から見た
日本企業のチャンスとリスク

Takemi MORI
毛利 剛実
アセアン事業部

シニア・ディレクター

Michael Miao

Frontier Management
(Shanghai) Inc.

繆 軼君

アレ中国・上海とシンガポール
オフィスより、
最新の現地情報を
お伝えします

フロンティア・マネジメント

ASEAN現地レポート

現地

ジア
ポート

地域統括会社とブランド管理

中国現地レポート

中国小売業のカーニバル：
「双11」大型セールイベント

On-site report
from Asia

O n - s i t e  r e p o r t  f r o m  A s i a
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