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　フロンティア･マネジメントは、2016
年に社会人向けの新たな試みとして、
フロンティア･ビジネススクールを開校
しました。事業法人と金融法人を合わ
せ、受講数はのべ400～500名にのぼ
り、お蔭様で好評をいただきました。当
ビジネススクールのOB・OGを中心と
したアルムナイ･イベントも２度開催し
ました。このイベントでは、ゲストスピー
カーの大手社長経験者に「コーポレー
トスタッフに求める資質」について語っ
ていただき、出席者からは高い評価を
いただいています。
　２年目となる今年2017年には新しい
講座として、「戦略コンサルタントの仕
事術」と「トップアナリストの産業分析
術」が加わり、内容はさらにパワーアッ
プします。上述のアルムナイ･イベント

も引き続き開催し、皆様の知的満足度
向上に努める所存です。
　アカデミズムとの連携も2017年以降
の大きな目玉です。具体的には、2017
年４月より一橋大学大学院国際企業戦
略研究科に、フロンティア･マネジメン
ト寄附講義「FinTechと金融市場」を
開設することとなりました。本講座の講
師は、主として、同校金融戦略・経営
財務コースの野間幹晴准教授、藤田勉
（元シティグループ証券副会長）客員教
授が務めますが、我々両代表もゲスト
スピーカーとして登壇する予定です。
　弊社は、講義による情報発信だけで
なく、一橋大学との各種協業を通じて、
本誌をお読みになっている皆様のお役
に立つよう頑張る所存です。是非、弊
社の新しい試みにご期待ください。

　弊社の機関誌FrontierEyesも、創刊
以来５年目のシーズンを迎えました。近
年第四次産業革命による急速な変化が
叫ばれる中、IoT、AI、Fintechという
言葉が新聞やスマホのニュース欄に出
てこない日はない状況になっています。
　弊社では、2016年６月より経済産業
省地域産業グループが所管するグロー
バルネットワーク協議会の事務局業務
を行っています。地方創生を目的とし
て、地域中核企業が地域だけではなく
グローバルニッチトップの企業を目指
すために、当該企業に対し世界で活躍
する著名な学者、経営者、コンサルタ
ント等のサポートを橋渡しする役目を
担ってきました（今年度も引き続き担
うこととなっています）。
　この中で、今後注目すべき産業分野
の一つに航空機関連製造業がありま

す。日本の民間航空機製造産業の市場
規模は約１兆8,000億円ですが、成長
を継続している分野であり、日本各地
にある現在の航空機部品製造クラス
ターの技術及び組織の向上と他の部品
製造産業からの新規参入が今後も見
込まれる分野であるといえます。特に、
EVの浸透（電動化）及び自動運転技
術の進化（自動化）等により、今後10年
間で最も変化が激しいとされる自動車
部品製造業界は、そこで培ってきた高
度な製造技術を航空機部品製造業にも
転用させることは一定期間の努力によ
り可能とみられており、今後の業界動
向が注目されます。
　弊社としては、このような激動の変
化が生じる業界の企業に寄り添って、
戦略立案及びその実行支援のサポート
を行っていく所存です。
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　人工知能（AI）という言葉が人
口に膾炙した昨今、2045年に起こ
ると言われているシンギュラリティ
（技術的特異点）に対する不安が議
論されている。シンギュラリティと
は、AIの世界的権威のカーツワイ
ル氏によって提唱された概念であ
り、AIの更なる発達で人間の知能
を凌駕する知性が誕生するという
時点を指す。そして、シンギュラリ
ティ以降の世界では、科学技術や
社会の進歩を支配するのは、人類
ではなくAIになると言われている。
　本稿では、シンギュラリティが21
世紀半ばに本当に発生するのかど
うか、あるいはその後の世界をどの
ように想定するのか、などの議論は
行わない。むしろ、シンギュラリティ
を、長い人類史の中でどのように捉
えるべきかについて議論を行う。
キーワードは、各時代における「エ
リートのパワーシフト」である。
　人類史という長期の時間軸でシ
ンギュラリティを語る際に参考に
なるのは、昨年から大きな話題を
呼んでいるユヴァル･ノア･ハラリ著
『サピエンス全史』である。同書に
よれば、人類が物理的に認知可能
な150人程度の群衆を超えて大き
な共同体を作り上げる原動力と
なったのは、当該共同体の構成員
全体が言語を巧みに操り、共同体
全体として「（言語による）虚構」
を生成する能力であった。
　アフリカでほそぼそと暮らして
きたホモ･サピエンスが食物連鎖の
頂点に立ち、文明を築くことができ
たのは、私たちが「虚構」という存
在によって見知らぬ者同士でも相

互に信頼し、協力することができ
たからである。私たちサピエンス
の言語の比類ない特徴は、見たこ
とも、触れたこともない、まったく
存在しないものについて情報を伝
達する能力である。「虚構」のおか
げで、私たちは集団で共通の神話
を紡ぎ出し、大勢で柔軟に協力す
るという空前の能力を得た。だか
らこそサピエンスが世界を支配し
ているのである※1。
　実は、シンギュラリティという考
え方は、このコンテクストを使用し
て再定義することが可能と考えら
れる。
　一度生み出された「虚構」が生
き永らえるには、その架空の物語
を語って人々に信じさせる役割を
担う集団や支配層を必要とする。
よって「虚構」は常に、言語を巧み
に操ることが可能な特定の知識階
層と結びつく。結果として、彼らだ
けがその架空の物語を語れるとい
う特権により、中二階の権力構造
を創出した。知識階級、支配階級
の一部の人を除けば、私たちは歴
史的に常に自らが作り出した「虚
構」に支配されてきたのである。

　これまでに私たちが作り出した
「虚構」を振り返り、具体的なイメー
ジを掴もう。
　中世以前は、神話や宗教が「虚
構」として広く受け入れられ、これ
ら架空の物語を語ることができる
神官や聖職者が特権を得た。王族
や貴族を除き、IQの高い一般国民
は、こぞって神学校で学び、聖職

者や神学者の道を目指した。
　近代から現代は、近代国家にお
いて官僚やテクノクラートが台頭
した。そして、資本主義という「虚
構」においては、企業家が投資家
とともに権力を握った。貴族や富
裕層を除く一般国民が力を持つ方
法として、IQの高い層は法律や社
会科学を学び、国家や大企業の構
成員として「虚構」を支えながら、
社会的かつ経済的満足度を獲得し
ていった。
　このように私たちの歴史のなか
では繰り返し「虚構」が登場し、そ
れに伴って各時代における「エリー
トのパワーシフト」が行われてきた。
シンギュラリティに代表されるよう
にAIの議論が喧しいが、上述の「エ
リートのパワーシフト」というコン
テクストでこれを捉えるとどうだろ
うか。端的に言えば、シンギュラリ
ティ以後、次なる「虚構」として
AIという「虚構」が生まれ、AIと
いう言語を操る科学者やデジタル
サイエンティストが中二階の地位
という新しいエリート層を形成す
る、という仮説である。【図表】
　巷では今後数十年でAIが人間
の職を奪ってしまうのでは、という
ある種のAI恐怖論が散見される。
宗教という「虚構」が絶対的な存
在であった当時の、末法思想や終
末思想に近いものがあるのではな
かろうか。むしろ、これら恐怖論と
は距離を置き、これまでの「虚構」
の変遷を確認し、来るべきAIとい
う「虚構」を展望することこそが建
設的な思考活動と考えられる。

　過去において人類に大きな影響
を与えた（依然として与えている）

「虚構」に支配される
私たち

これまでに私たちが
作り出した「虚構」

「虚構」の変遷

特集
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※1： ユヴァル･ノア･ハラリ『サピエンス全史 上』

シンギュラリティのトリセツ

シンギュラリティのトリセツ
古代から私たちは自らが作り出した「虚構」に支配されてきた。
「（言語による）虚構」はその言語を操る中二階の権力構造を生み出し、
「虚構」はその興隆とともに「エリートのパワーシフト」を引き起こした。
本稿では、このコンテクストで改めてシンギュラリティの到来を展望する。
シンギュラリティを迎えたとき、私たちはAIの「虚構」と
どう対峙すべきなのだろうか。
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　資本主義という「虚構」の登場は、
18世紀後半のアダム･スミスの重商
主義批判まで遡る。自由市場での
取引を説明すべく構築された近代
経済学は、数学など純粋科学の
ヴェールを被ることで精神的にも
理論的にも「虚構」を下支えした。
　急速な経済発展のもとで、市場
経済・資本主義という「虚構」は絶
対視されるようになる。高級官僚、
テクノクラート、企業家、投資家な
どは、市場や資本主義経済の言語
を理解することができるという能
力を背景に、中二階という特権的
な地位を確立した。
　ただし、資本主義も「虚構」とし
て常に盤石であったわけではない。
資本市場という「虚構」は300年
の歴史の中で幾多の経済危機に直
面し、批判に満ちた目を向けられ、
それを乗り越えて今日まで続いて
きた。歴史上の経済危機は中二階
の特権階級（頭が良いとされてい
る人たち）が誤った方向に暴走す
ることで、発生したものばかりであ
る。17世紀オランダのチューリッ
プ･バブル、18世紀イギリスの南海
泡沫事件、1929年の世界的な株式
市場の大暴落など、その例は枚挙
にいとまがない。
　過熱した投機の行きつく先は、
大暴落と資本主義への懐疑であ
る。2008年のリーマン･ショックに
端を発する経済危機と、肥大化し
た金融システムに対する国際的規
制も記憶に新しい。300年にわたり
「虚構」として機能した資本主義だ
が、幾多の経済危機を経て、根底
にある近代経済学=純粋科学とい

うヴェールが剥がされつつある。
グローバル規模での低成長時代を
迎えた今日では、経済成長を前提
とする資本主義への絶対視は弱ま
り、相対性を内応した新たな資本
主義の形が模索される段階にある
と言えよう。

　宗教と資本主義という２つの「虚
構」の変遷から、次の３つの特徴
が読み取れる。
　第一に、「虚構」は暴走と反省を
振り子運動のように繰り返し進化
する。「虚構」は安定状態にあるの
ではなく、中二階の地位にあるエ
リート層の暴走と反省が繰り返さ
れている。暴走は腐敗や経済危機
として現れ、その都度、絶対性と
いう仮面が剥がされる。そして、そ
の反動として、宗教改革や金融規
制という形で反省が行われて、「虚
構」は弁証法的に新たな存在に変
態していく。「虚構」が暴走した際
に、反省の土台となるのは人間の
倫理や理性である。特定の知的エ
リート層の暴走を対極から制御し
ていたのは、いつも、パラソフィア
としての人間の倫理であった（パ
ラ/para=「対にある」、ソフィア/
sophia=「知性」）。
　第二に、絶対性を失った「虚構」

は相対化されて生き残る。宗教が
そうであったように、ある「虚構」
の絶対性が否定されても、100%は
遺棄されずone of themの考え方
として相対化されて生き残る。資
本主義も恐らく同じ道をたどり、私
たちは新しい資本主義の形を模索
しながら、この「虚構」を相対化し
ていくのであろう。
　第三に、「虚構」が生み出す中二
階の地位は、その時代のIQエリー
トたちにとって権力への登竜門で
ある。スタンダール『赤と黒』の主人
公ジュリアン･ソレルは、その典型
例として描かれる。ジュリアンは上
昇志向が強く、軍人・聖職者になり
身を立てることに野心を燃やす。
そういった地位こそが、中世のIQ
エリートが権力へと登り詰める唯
一の道であったからだ。近代から
現代にかけては、資本主義という
「虚構」の劇場で、多くのIQエリー
トが、官僚、テクノクラート、銀行
家など特権階級を目指して努力し、
新たな支配層を形成していった。

　シンギュラリティ以後は、人間の
脳の限界を超えるAIが「虚構」と
して私たちを支配する。しかし、前
述した宗教や資本主義のように、
人間が作り出した「虚構」によって

「虚構」として、宗教と資本主義と
いう２つを取り上げ、「虚構」はど
のように生まれ、変遷していくのか
について議論を進めてみよう。本
節の最後では、「虚構」の変遷とは、
という問いに対して回答を試みる。

　宗教という「虚構」はそもそも、
人々が抱く不安に対して救済を授
けるという形で支持を広めていっ
た。共同幻想の色彩の強い宗教で
あるが、神の意思というヴェールを
かぶることで、人々に絶対視され
るようになる。付随する中二階の
権力構造には、聖書を読み、神の
意思を知り得るという特権をもつ
聖職者がその地位を占めるように
なる。そして、古代より宗教という
「虚構」は絶対的な存在として君臨
していた。
　しかし、世間はときに宗教に対
して厳しい疑いの目を向け、中世

の宗教が持っていた絶対性を打ち
砕いていく。16世紀、腐敗の進む
ローマ･カトリック教会の贖罪符に
対する批判が、ルターの主導する
宗教改革、そしてプロテスタントの
分離へと繋がった。
　宗教改革を受け、ローマ･カトリッ
ク教会の中でも反省色が強まり、改
革が進む。この頃、トリエント公会
議が実施され（1545年～1563年）、
対抗改革（カトリック教会の自戒と
刷新）が進んだ。イグナチオ･デ･ロ
ヨラやフランシスコ･ザビエルが中
心となってイエズス会が設立され、
日本を含む非ヨーロッパ諸国への
布教活動に取り組み始めたのも同
時代である。このように腐敗が進
んだ当時のカトリック教会内部で
も反省がみられた。
　結果として、中世以前には絶対
的であった宗教という「虚構」も、
今日ではその姿をとどめていない。
政教分離が進んだことの影響も大
きい。ローマ･カトリック教会とプ
ロテスタント教会が争っていた時

代に、ジョン･ロックはどちらの宗
教も正しくお互いを認めることが
重要だと多元主義を説き、同時に
政治権力は宗教と距離を置かねば
ならぬと政教分離を主張した※2。
これ以降、宗教と政治権力は切り
離されるようになる。
　また、社会全体で神への信仰が
揺らぐなか、ニーチェは「神は死ん
だ」という言葉で善悪に基づく神
の必要性を否定し、価値転換を求
めた。これが宗教という「虚構」の
絶対視を終わらせるトドメの一撃
となり、宗教という「虚構」の絶対
性は事実上霧散した。
　重要なことは、宗教という「虚構」
は、権力から分離されても、現在ま
で脈々と人々の心の中で存続して
いるということである。宗教は、否
定されて遺棄されたのではなく、
絶対性が希薄化し、相対化されて
生き残っているのである。

出所：フロンティア・マネジメント作成

人文学の時代
（中世以前）

「虚構」 宗教
神話

市場経済
資本主義

人工知能
AI

聖職者
神学者

高級官僚
テクノクラート
企業家、投資家

科学者
デジタル・サイエンティスト

中二階の
特権階級

社会科学の時代
（近代～現在）

自然科学の時代
（シンギュラリティ後）

宗教という「虚構」
~人文学の時代～

資本主義という「虚構」
～社会科学の時代～

「虚構」の変遷とは（試論）

次なる「虚構」AI

「虚構」の変遷と「エリートのパワーシフト」図表

特集

Ⅰ

※2： The Economist “Christianity, Islam and 
Locke Unlocking liberty”より引用
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我々の生活が支配される時代を、
人類は長きにわたってすでに繰り
返し経験してきている。中世欧州
での魔女狩りや株式市場のバブル
崩壊など、暴走した「虚構」による
人類支配は、歴史的に我々を苦し
め、我々はそれを時間の中で消化
してきた。AIによる支配は、それ
ら繰り返しの時代の変遷に過ぎな
い。
　そう遠くない未来に、AIという
「虚構」を中心に社会が回り出す。
そして、難解な人工知能を理解で
きる少数の科学者やデータサイエ
ンティストたちが中二階の権力者
の地位を独占し、新たな支配層を
形成する。若いIQエリートたちは
科学者を目指すようになる。そんな
未来を私たちは想像する。
　人口知能研究の最前線にいる識
者の中で、AIによる支配に警鐘を
鳴らすものは多くはない。Google
共同設立者セルゲイ･ブリンやイー
ロン･マスクは悲観派の代表格だろ
うが、声を上げる者が目立つのは、
AI研究を推進する科学者の大多数
は肯定派であるという事実の裏返
しであろう。ただし、AIという「虚
構」が、自らを中二階の地位まで引
き上げてくれるという野心的な可
能性を、科学者たちがどの程度認
識の上で研究にまい進しているか
推し量ることはできないが。

　前節にて一般化を試みた「虚構」
の特徴を是とすると、AIの「虚構」
も暴走と反省の振り子運動を続け
ながら、進化していく。宗教や資
本主義と同様に「虚構」として機
能し、暴走が過ぎた時点で、反省

し人間の倫理によって引き戻され
る。こういった振り子運動を繰り返
しながら変態する「虚構」にとって、
暴走する知性の対極、パラソフィ
アとしての人間の倫理はひときわ
重要となるであろう。
　過去の「虚構」と同様に、AIに
よる絶対性を保持した支配も永久
的には続かない。どこかのタイミン
グで相対化されることになる。

　科学は絶対的であるように見え
る。しかし、科学が否定されること
は充分ありえる。代表的な例では、
天動説の否定（地動説）とニュー
トン力学の否定（量子力学におけ
るシュレディンガー方程式）だろう
か。
　科学を巡る絶対視（一神教的な
在り方）への批判として、科学哲
学者であるクーン（『科学革命の構
造』）は、真理というものはパラダ
イム（枠組み）の中ではじめて定
義されるため、パラダイムが異な
れば真実も複数あるかもしれない、
と科学における多元主義を提起し
た。クーンの考えに基づくと、現行
の科学はいまのパラダイムで考え
ると欠陥がないように見えるが、パ
ラダイムさえ変わってしまえば、現
行の科学が否定され、相対化され
ることも充分に考えられる。

　これから数十年のうちに必ずシ
ンギュラリティが到来し、AIの「虚
構」による支配が始まる。いや、シ
ンギュラリティは来ないかもしれな

い。しかし、来るかどうかは、この
際あまり重要なことではない。重
要なことは、AIという新しい「虚
構」がどうやら隆盛しそうであり、
「エリートのパワーシフト」が高い
確率で起こるということである。
　限られた少数の科学者たちは、
中二階の特権階級を謳歌すること
になる。そして振り子運動のように
「虚構」は暴走と反省を繰り返しな
がら、進化する。そしていつか相
対化され、また次の「虚構」が始ま
る。
　シンギュラリティ以後の私たち
は、単にAIによる支配を怖れるの
ではなく、パラソフィアとしての人
間の倫理に価値を置き、パラの視
点を持ってAIの「虚構」と対峙す
ることを迫られる。私たちはAIと
いう「虚構」による支配をより良き
ものとすべく、共に歩んでいかなけ
ればならない。我々の先人が「虚
構」と共存したように。

　イースター株式会社（以下、イー
スター）は、犬・猫・各種小動物な
どのペットフードの製造・販売を行
う創業50年を超える中堅ペット
フードメーカーである。
　ペットを家族の一員として扱う

傾向がペットオーナーの間で強ま
り、ペットに対してより快適で健康
的な生活を提供しようというペット
業界全体の流れを受け、ペットフー
ド業界においても高品質・高付加
価値のフードに対する需要が拡大
したことで、2000年代前半までは
ペットフード業界は市場規模が緩
やかに拡大する安定的な経営環境

であった。しかし、2000年代半ば
以降、ペットフード市場の６割近く
を占めるドッグフードの消費量が
大きく減少したことにより、ペット
フード業界は転換期を迎えた。こ
の背景には、犬の飼育頭数が減少
に転じたことに加えて、近年、消費
者が小型のペットを望む傾向にあ
ることがある。例えば犬を飼うので

京都大学経済学部卒業。フロンティア･マネジメント
㈱では教育業界、アパレル業界の長期ビジョン策定
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～パラソフィアとしての
人間の倫理～

科学は決して万能ではない

AIの「虚構」はどのように
変遷するのか

転換期を迎えた
ペットフード業界
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中堅ペットフードメーカーであるイースター株式会社は、
2013年から取り組んだ経営改革により
飛躍的な業績向上と主体的に動く組織創りに成功した。
同社の経営改革の成功には、
中堅企業の再成長へのヒントが隠されている。

シンギュラリティのトリセツFeature

～イースター株式会社 3年間の経営改革～～イースター株式会社 3年間の経営改革～

ハンズオンのプロチームが行う
企業深部の改革支援

事 例 紹 介

特集
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　フロンティアが果たした役割の
最大の特徴は、経営支援を行える
人材をチームでイースターに派遣
した点である。具体的には、筆者
はフロンティアからイースターに経
営改革推進室長として出向し、３
年間にわたる経営改革全般に関与
した。加えて、それ以外のチームメ
ンバーは、その時々の課題に応じ
た最適なメンバーがイースターの
支援にあたった。例えば、経営改
革初期の経営実態の掌握が必要な
時期はビジネス面の知見が豊富な
メンバーが関与し、その後、オー
ナー企業特有の課題である事業承
継が課題として浮上した際には、
当該分野の知見を持つフロンティ
ア社内の税理士が支援にあたるな
ど、刻々と変わる経営課題に応じ
て適切にチームアップしたことが
大きな特徴である。
　もう１つは経営へ深くコミットす
ることで、外側からでは見えない
企業価値向上のためのヒントをよ
り多く発見し、会社のメンバーと一
体となって推進したことである。
　我々がクライアントに関与する
場合、最初に数か月かけて事業戦
略を練ることから始めるのが通常
だが、最初の数か月の外部からの
視点で発見できる改善要素は限ら
れており、その後、実際に経営に
関与することで見えてくる事が多
い。イースターのケースでも３年間
で行った経営改善のうち、最初か
ら見えていたものは２割程度であ
り、残りの８割は経営の当事者とし
て深く関与したことで発見し、実
現できたものである。例えば、製品

改廃のプロセスを例にとると、メー
カーに起きがちなケースとして、開
発は一生懸命取り組む一方で、大
昔に発売したものの売上が芳しく
なく鳴かず飛ばずの状態のまま売
り続けており、結果的に製造現場
を圧迫していることがある。そのよ
うな事実は、例えばパレート分析
をすれば初期の段階で簡単に発見
できるのだが、「では具体的にどう
すればいいのか」という段階にな
ると、製造現場の声（どれだけ現
場の負荷になっているのか）、開発
した人間の想い（これから伸びる
はず）、バイヤーと商談している営
業マンの感覚（この商品がないと
困る）などが絡み合うため、単純に
は答えが出ない。そういった課題
に対して、数値をしっかり分析す
るのは当然として、現場に深く入っ
て各立場の人間の意見を整理し
（必ずしも管理者の意見が正しいと
も限らない）、実際に小売店の売場
を自分の目で確かめ、全員が納得
でき、かつ継続的に運用できるルー
ルを社内で構築することで全社最
適の形が実現できた。また、単に
結果として仕組みが出来ただけで
なく、こういった取り組みを通じて
部署横断的な課題を解決するため
の物事の進め方や思考回路のよう

なものを関与したメンバーに還元
できることの意味も大きいと思う。
この例に限らず、経営に深くコミッ
トすることにより生まれる価値は大
きい。
　近年、「戦略立案だけでなく実行
支援もする」という言葉をよく聞く
が、蓋を空けると実行支援という
言葉が単なる業績のモニタリング
という意味で使われていることが
少なくない。経営執行支援とはモ
ニタリング（第三者的にチェックし
て、何かあれば意見を言いますと
いうスタンス）とは本質的に異なり、
企業の内側に入り、当事者として
考え、時にはリスクテイクをし、そ
して結果が出るまで行動し続ける
事であり、まさに経営当事者の一
部となって、クライアントと共に会
社の舵取りを担うことである。

　メーカーの経営改善において、
生産と販売の戦略を一から見直し、
経営を可視化するというのは、言っ
てみれば「当たり前」の話であり、
実際に、３年間のイースターの経
営改革においても決して斬新なア
イデアがあったわけではなく、また、
全く新しい分野に参入したわけで

あればレトリバーなどの大型犬よ
りもプードル、チワワなどの小型犬
を飼いたい、あるいは犬ではなく
猫を飼いたいという消費者が増え
ているのである。このようにペット
フードの消費量が少ない小型ペッ
トが増えることにより、飼育頭数の
減少以上のスピードで、ペットフー
ド消費量は減少していった。
　2000年代がこのような経営環境
にあった一方で、イースターにとっ
て2000年代は事業拡大期であっ
た。具体的には、2000年代前半に
従来は工場がなかった関東エリア
に工場を竣工したほか、2000年代
後半には九州にプレミアムフード
専用工場を新設した。また、売上
高も2000年代後半が創業来のピー
クであった。しかし、生産能力を拡
大したことで、市場規模が減少に
転じた2000年代半ば以降は余剰
生産能力を抱えるようになり、会社
の業績を圧迫する大きな要因と
なっていた。
　このような厳しい経営環境が原
因となり、イースターは経営戦略を
練り直す段階に入った。そして、
2013年に中期事業計画の立案に着
手し、筆者を含むフロンティアの
改革支援チームは、その事業計画
の立案とその後の実行を確実なも
のとするためにイースターへの支
援を開始した。

　初期の経営改革の主要テーマは
生産体制の見直し、経営の可視化、
戦略商品の徹底した販売強化の３
つであった。
　まず生産体制の見直しだが、こ
れを行った理由は２つある。１つは、

上述のとおり市場の縮小と生産能
力拡大が逆方向になっていたこと
である。もう１つの理由は、これが
より大きな理由であるが、中期事業
計画により会社の成長の方向性を
明確化したことである。具体的には
中期事業計画において、自社の強
みが最大限発揮できる小動物用な
どの高付加価値ペットフードの販
売拡大に注力することを明確にし
た。その結果、比較的安価な商品
の生産ラインしか持っていなかっ
た関東工場を維持することは経営
戦略に合致しなくなり、2014年に
同工場での生産を停止、従来の３
工場体制から２工場体制へとスリ
ム化を図った。なお、会社としての
同工場の操業は停止したものの、
雇用や会社業績への影響が大きい
ことから、本件においては、イース
ターに代わって当該工場の操業を
継続いただける第三者へ事業を譲
渡することで合意し、雇用等への影
響を最小限に抑えるように努めた。
　２つ目の経営の可視化だが、こ
れは複雑な販売リベートが存在す
るペットフード業界の取引慣行が
大きく影響している。国内のペット
フードの多くは各メーカーからペッ
トフード専業または食品系の問屋
を経由してホームセンター、ペット
ショップなどの各種小売店で販売
されるという流通経路を辿る。この
流れの中で、ペットフードメーカーは
問屋・小売企業各社に対して販売
協力などの各種リベートを支払っ
ているが、その種類や支払い形態
が多岐にわたっている。その結果、
「Aという商品をいくらで販売した
ら最終的に利益がいくら残るのか」
という極めて基本的な情報が把握
しづらく、従来はイースターでも商

品別の採算を厳密には把握できて
いなかった。そのため、フロンティ
アによる支援の開始後に商品別の
採算を可視化した。これにより大き
く２つの効果があった。１つは、従
来は儲かっている（あるいはあまり
儲かっていない）と社内で考えてい
たことと商品別採算の違いが浮彫
りになり、販売戦略の再考に繋がっ
たことである。もう１つは日次で粗
利を把握できるようになったことに
より経営の意思決定の質・スピード
が高まったことである。
　３つ目のテーマは戦略商品の販
売強化である。販売強化のために
社内の組織の見直し、製品開発に
おける位置付けの明確化などあら
ゆる見直しを行ったが、特徴的な
取り組みは、中期事業計画で戦略
商品と位置づけた商品に関して
データベース化していることであ
る。当該商品は多くがペットショッ
プで販売されているが、ペット
ショップは一部の大手チェーンを
除くと小規模なパパママ・ストアが
多いため、卸を経由して販売して
いるイースターにとっては、販売実
態が把握しづらい。そのため、イー
スターでは戦略商品がどこのお店
で売られているのか、全国数千店
舗の戦略商品の販売状況を自社で
データベース化している。これによ
り、効果的な営業活動が可能とな
り、戦略商品は現在でも販売量が
伸び続けている。
　これらの主要テーマに加えて、
生産、物流、間接コストなどあらゆ
る面でのコスト構造の見直しや営
業強化を行った結果、経営改革に
着手した３年前と比較して営業利
益率は10％以上アップし、イース
ターの業績は飛躍的に改善した。

経営改革の骨子

フロンティアが
果たした役割

凡事徹底

特集
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もない。にもかかわらず、なぜイー
スターの経営改善はここまで順調
に進んだのか。
　大きな理由の１つは、３年間の間
に、会社の中に「やり切る力」が備
わっていったからと考える。我々の
ような人間が外部から来た場合に
よくあるケースとして、「来ていた
間はよかったが時間が経つと元通
り」ということがある。先に挙げた
データベース化もそうだが、短期
的に行ってもあまり意味はなく、持
続して続けることによって大きな
価値を生んでいる。もちろんこれ
は「一度決めたら絶対に変えては
いけない」という意味ではなく、や
るべきことをスピード感をもって、
やり続けるということである。イー
スターがそのように変わった１つ
のきっかけとして、計画第２期目下
期の営業改善が挙げられる。計画
第２期は上期業績が非常に好調で
あったが、第３四半期に入って販
売が低迷した。しかし、当時の社
内の雰囲気として「上期の貯金が
あるから今期はなんとかなるだろ
う」という、ある種の緩みがあっ
たと思う。そこでフロンティアから
提案をし、営業幹部、全国の営業
所トップと筆者というメンバーで
週次で重要顧客向けの営業・販促
方針を協議し、軌道修正を繰り返
すという会議を新たに設け、毎回
数時間にわたって議論を繰り返し

た。こうした取り組みにより、我々
フロンティアのメンバーが、会社の
プロパーメンバー同様あるいはそ
れ以上に業績改善に本気で取り組
む姿勢が伝わり、また、結果として
第４四半期の結果に繋がったこと
で「やれば結果が出る」という実
感を持ってもらえたと思う。このこ
とが、イースターのメンバーのマイ
ンドに影響し、持続性とスピード
感をもってやり切ることの重要性
が社内に広がったのではないかと
感じている。
　また、毎月の全社朝礼や営業幹
部の会議はもちろん、あらゆる場
において、「他人のやらないオン
リーワンにこそ価値と勝機がある」
ということをトップが自ら繰り返し
発信していた。このことは経営幹
部や中堅層だけでなく、現場のメ
ンバーまでやるべきことを浸透さ
せる意味で非常に大きな効果が
あったと感じている。
　大企業と異なり多くの中堅・中
小企業は単一事業を営んでいる
ケースが多く、そのため、経営戦
略上のオプションが比較的少ない
ことが多い。そのため、大企業以
上に凡事徹底の重要性は高いと考
える。単純なことのようでも「継続
的に」「スピード感をもって」「全社
員が一致して」やるべきことを徹
底してやり切ることの価値は、極
めて大きい。

　経営改革あるいは経営改善とい
うと得てして短期的な業績の改善
にスポットライトが当たりがちであ
る。もちろんそれも重要なことであ
るが、より重要なのは、その会社が
長期にわたって持続的に成長でき
るかである。その際に経営戦略が
適切であるかは重要だが、それは
必要条件にすぎず、十分条件では
ない。もっと言えば、経営環境の
変化は絶えず起こるわけであるか
ら、ある一時点で正しいことが出
来たか以上に、持続的にそのよう
な正しい行動が出来る会社である
かが重要であると考える。
　経営改革にとって最も重要なこ
とは、長期にわたって持続的に経営
改善を続けられる能力を組織とし
て会社が備える事であると考える。
そのためには、まず１人が変わり、
更に１人が変わりということが会社
全体に伝播していく必要があり、そ
の意味で、経営改革＝人の改革で
あると言えるのではないだろうか。
　イースターに関わった３年間の
中で、ある時から管理部門担当役
員が「真っ当なことをすぐにやろ
う」ということを繰り返し口に出す
ようになった。そのような人の変化
をもたらすことが出来るかが経営
改革の本質であると思う。

「この３年間で営業・製造などの部門の垣根が無く
なり、全社が一体になったと感じています。また、
フロンティアさんには社内の幹部メンバーと共に
『経営チーム』の一員として当社の経営を支えてい
ただきました」 山本修二代表取締役社長

イースター株式会社

クライアント概要

会社名

所在地

設立

事業内容

社員数

イースター株式会社

兵庫県たつの市
誉田町福田726番地

1964年6月

各種ペットフードの
製造及び販売

98名

1999年株式会社東武百貨店代表取締役社長に就任。以後、現在にいたるまで日本

の百貨店業界の中で中心的な役割を果たし、日本百貨店協会副会長、関東百貨店

協会会長、財団法人ファッション産業人材育成機構副理事長を歴任。公益財団

法人根津美術館理事長兼館長のほか、学校法人根津育英会理事長もつとめる。

●根津公一氏プロフィール

経営改革＝人の改革

特集

Ⅱ

FAX:03-3514-1301 FBS_info@frontier-mgmt.comTEL :03-3514-1387
フロンティア・マネジメント株式会社 ビジネス・スクール事業推進室（担当 松尾）

http://www.frontier-mgmt.com/FBS

旭硝子株式会社
伊藤忠商事株式会社
株式会社NTTドコモ
KDDI株式会社
コニカミノルタ株式会社
GMOアドパートナーズ株式会社
J.フロント リテイリング株式会社

株式会社センチュリーアンドカンパニー
大和ハウス工業株式会社
中部電力株式会社
ティーライフ株式会社
テーラーメイドゴルフ株式会社
株式会社デンソー
株式会社東芝

東洋紡株式会社
東レ株式会社
長瀬産業株式会社
名古屋鉄道株式会社
日鉄住金物産株式会社
日本たばこ産業株式会社

ハウス食品グループ本社株式会社
パナソニック株式会社
株式会社 日立システムズ
株式会社 日立製作所
株式会社 吉野家ホールディングス

フロンティア・ビジネススクールでは、受講者の皆様を対象とした、特別セミナーを開催しております。2017年2月15日に、株式会社
東武百貨店の根津公一名誉会長をお招きして、文化（美術館）・ビジネス（百貨店）・教育（学園）をマネジメントされてきたご経験を
基に、眼差しを世界に向け志を持つビジネスマンの在り方についてご講演いただきました。
参加者の皆様からも、「ビジネスアイデアのヒントがあった」、「改めてコミュニケーションの重要性を学んだ」、「このお話を人生
にも活用したい」等、大変勉強になったと御礼の言葉を多数頂戴しております。
今後も定期的にセミナーを開催いたしますので、一流経営者の
考えに触れる機会として、受講者同士の交流を深める機会とし
て、奮ってご参加ください。

【事例紹介】ハンズオンのプロチームが行う企業深部の改革支援
～イースター株式会社  3年間の経営改革～

Feature

『トップアナリストの産業分析術』『戦略コンサルタントの仕事術』

問い合わせ先

フロンティア・ビジネススクール
特別セミナー開催報告
（株式会社東武百貨店 根津名誉会長 講演会）

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル レ ビ ュ ー

フロンティア・ビジネススクール 2017年度カリキュラム
※講座内容を変更する場合がございます

NEW!

2017年度新規開講講座

M&A 経営管理

経営戦略

講座詳細内容のご確認はこちらから

※昨年と会場が変わっております。

業種を問わず、多くの企業様にご利用いただきました！ 

※掲載許可をいただいた企業様の一部をご紹介しております

3時間講座30,000円（税抜）／5時間講座50,000円（税抜）

経営戦略の基本、既存事業強化、新規事業参入、グローバル展開／
アライアンス･マネジメント、コスト構造改革、事業撤退、戦略遂行

M&A入門、デューデリジェンスの実務、ディールマネジメントの実務、
クロスボーダーM&Aの実務、シナジー創出のPMI

受講料

フロンティア・マネジメント株式会社会 場 14:00～17:00時 間

お求めやすい優待チケットもございます。

経営管理とコーポレート･ガバナンスの基本、戦略的組織設計と人材
マネジメント、海外拠点・海外子会社管理

〒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（受付5F）

『経営戦略の基本』・『M&A入門』・『シナジー創出のPMI』は13:00～18:00、
トップアナリストの産業分析術（B to B業種セミナー）は10:00～13:00
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　弊社では収益性の低下に直面する
流通・サービス業の企業から、コスト
構造改革をテーマとした相談をいた
だくことが多い。最近では衣料品不
況を背景としたアパレル業や、人材
不足を背景とした外食業・介護業な
ど「待ったなし」の相談も増加傾向に
ある。
　しかし、こうした緊急を要するケー
スであっても、構造改革のスピード感
や踏み込み度合いについて、クライ
アント企業と弊社間で認識に相違が
生じることが多い。もちろん構造改革
は痛みを伴う、文字通り「身を切る」
行為であるため、当事者と第三者的
立ち位置であるコンサルタント間の
認識が相違することは当然ではある
が、そうした要因だけでなく、クライ
アント企業の過去の経験や、これま
でとってきた戦略の慣性が、構造改
革に対する見方を異なるものにして
いるケースも多い。

　そもそも、流通・サービス業のコス
ト構造は過去と比較して大きく変化
している。
　財務省「法人企業統計」で非製造
業の粗利率の長期推移を確認すると、

1960年度に12.5%であったものが、
1992年度には20%の大台を突破、
2015年度には26.5%にまで達してい
る。これは製造業が同期間で概ね
20%水準で横ばいであることと対照
的である。製造業と比較して需要変
動が小さく、多額の設備投資の必要
性も少ないというリスクの低さが特
徴であった流通・サービス業が、市
場の成熟や競争の激化を背景にリス
クを内部コントロールしつつ積極的に
事業領域を拡大し、製造業化（SPA
化等）やサービス業化を図ることで、
付加価値増大を画策してきた歴史が
うかがえる。流通の巨人であるイオン
を例にとると、1970年度の粗利率が
14.2%であったものが、トップバリュ
等のPB（プライベートブランド）の
拡大やイオン銀行等サービスへの事
業領域拡大を図ることによって、2015
年度には35.2%にまで増大している。
　一方、経常利益率という観点では、
景況によって多少の上下はあるもの
の、概ね２～４%水準（非製造業平
均値）で推移している。つまり、粗利
率上昇（=原価率低下）の進展と同時
に販売管理費は上昇しており、流通・
サービス業のコスト構造は「高変動
費・低固定費」構造から「低変動費・
高固定費」にシフトしているのである。

　こうした流通・サービス業の「低変

動費・高固定費」構造への変化は、
需要変動に対する業績変動感応度が
高まっていることを意味する。
　【図表】は損益構造の違いによって
売上高の変動がどれだけ収益に影響
を与えるかを模式化したものである。
青の部分が固定費、黄色の部分が変
動費で、これらの和と売上高線の差
分が利益額という見方である。仮に
「高変動費・低固定費構造」を変動費
率70%、固定費20、「低変動費・高固
定費構造」を変動費率50%、固定費
40とすると、いずれも売上高が100の
時点では10の利益が出ている。
　しかし売上高が80に減衰した場合
の利益は前者が４、後者が０となる。
同じ売上高、同じ利益額の企業同士
が同じだけ売上減少した場合でも、
「低変動費・高固定費」構造であるほ
ど売上高の減少による利益減衰イン
パクトが大きいことが理解できるであ
ろう。
　つまり、流通・サービス業の企業は
売上減少局面において、これまでより
もスピード感を持って、かつ、より踏
み込んだコスト構造改革を行うこと
が求められている。
　流通・サービス業の事業領域拡大
とリスク内部化は、それに適合できた
企業の存続と成長をもたらした一方、
事業リスクの増大とそれに対処する
ためのリスクマネジメント力の強化を
同時に要請している。「かつて経営危
機はあったが、その時も何とか乗り越
えることができた。今回もある程度痛

みを出すだけで事足りるだろう」とい
う様に、過去の経験に依拠し過ぎる
ことは誤った判断を下すことにつな
がりかねない。

　また、これまでの戦略の慣性が、自
社の損益構造に見合った構造改革の
遂行に「待った」をかけてしまうこと
も散見される。
　例えば、コスト･リーダーシップ戦
略をとる企業である。流通・サービス
業においてコスト･リーダーシップを
持つ企業は、コストの低さを販売価
格に還元する「薄利多売型」と、コス
トの低さを利便性に還元する「出店
攻勢型」（店舗当り売上が多少低くて
もペイできる損益分岐点の低さを活
かし、店舗密度を高め身近さを訴求）
に大別される。
　例えばアパレル業では「薄利多売
型」は品数を絞り圧倒的な低価格で
集客を図るユニクロが、「出店攻勢

型」は近隣住民同士の服の被りが起
きないよう小量多品種の品揃えと売
り切れ御免（売れ筋も基本的に追加
補充をしない）を標榜し小商圏化を
実現したしまむらが代表例である。
いずれも顧客数を増大させ更なる企
業規模拡大とコスト･リーダーシップ
の確立を図る戦略であるが、コスト構
造という点では「薄利多売型」が粗
利率を抑え高変動費・低固定費構造
である一方、「出店攻勢型」は店舗運
営費用を徹底して削減し低変動費・
高固定費構造である場合が多く、大
きく相違している。
　前述した通り、低変動費・高固定
費構造である「出店攻勢型」ほど踏
み込んだ構造改革が必要になる。し
かし、「出店攻勢型」はどこよりもス
ピード感を持って出店を行い、圧倒
的な密度の店舗網を確立することが
競争優位の源泉であるため、こうし
た過去の成功体験や戦略の慣性か
ら、大胆な構造改革に踏み込みにく
いケースが多いようにも思われる。
　確かに自らの勝ちパターンを適切
に見極め維持していくことは重要で

ある。しかし、それに固執するあまり、
あるべき構造改革の深度を見極める
上で重要な自社の損益構造特性を見
失わないように注意が必要である。

　ここまでご紹介してきた通り、過去
の経験や戦略の慣性から、構造改革
の踏み込みは甘くなりがちである。そ
うした事例では、結果として何度も
構造改革を繰り返すケースも少なく
ない。
　しかし構造改革を繰り返すことは、
「リストラ疲れ」による従業員の士気
の低下や、将来不安による優秀人員
の離職を招きかねない。構造改革後
の再成長フェーズにまで悪影響を及
ぼしてしまうのである。
　「谷深ければ、山高し」である。自
らの損益構造の特徴を理解し、過去
の経験や戦略の慣性に捉われず、必
要十分な構造改革プランを描くこと
が重要である。

消
費
財
ト
ピ
ッ
ク

東京大学大学院情報理工学系研究科卒業。中
小企業診断士。㈱NTTデータ経営研究所を経
て、フロンティア･マネジメント㈱に入社。外食や
アパレルを中心とした小売・流通分野における
中期経営計画策定支援、成長戦略策定支援、
M&A支援等の数多くの案件に従事。

Junya FUJISAWA

藤澤順也コンサルティング第１部
ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

高変動費・低固定費構造のケース 低変動費・高固定費構造のケース

●損益変動例（変動費率70%、固定費20）

売上高

費
用

売上高

売上減少による利益減衰：小
（損益分岐点までの距離：長）

売上減少による利益減衰：大
（損益分岐点までの距離：短）固定費

総費用線

売上高線 売上高線

損益分岐点 損益分岐点

固定費

総費用線

費
用

売上高

変動費
固定費
利益

Before Af ter

100 80

70 56

20 20

10 4

売上高
変動費
固定費
利益

Before Af ter

100 80

50 40

40 40

10 0

●損益変動例（変動費率50%、固定費40）

利益 利益
流通・サービス業の構造改革では、遅きに失し、深さも十分でない事例が散
見される。その要因として過去の経験や戦略の慣性が挙げられるケースも多
い。本稿では構造改革に求められる踏み込み度合いを規定する「損益構造」
に光を当て、それに基づく客観的な構造改革プラン策定の重要性を考察する。

損益構造の変化が
より「踏み込んだ」
構造改革を要請

構造改革期では
既存の戦略を捨てる
勇気まで問われる

早期に再成長を
実現するためにも「膿」は
出し切ることが重要

流通・サービス業のコスト構造は
「低変動費・高固定費」化

リスク管理のため構造改革は
早期に十分やり切ることが必要に

損益構造の違いで売上高の変動がどれだけ収益に影響を与えるか図表

流
通
・
サ
ー
ビ
ス
業
で
い
ま
、求
め
ら
れ
る
構
造
改
革
の
あ
り
方

流通・サービス業でいま、
求められる構造改革のあり方

消費財トピック
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担当者の任命・配置・評価）を十分に
割くべきである。

　アライアンスは様々な目的で組成・
遂行されるが、ここでは２つの主な成
長目的について、難しさと成功の要
件を述べる。

　２社がスキルを補完・融合し、新
たな事業領域に進出する場合を想
定する。難しいのは、新たな事業
領域故に、相対的に業界・顧客知
識が豊富な側が事業モデルの具
体化で主導権を執り、他社が単な
る技術提供になったり、知識が不
十分な側が事業リスクを過大評価
し、自らの役割を極めて限定してし
まう。これは比較的事業領域に鼻
が利く側が主導してしまうからだ。
この場合、業界・顧客知識は尊重
しつつ、新規参入ならではの強み
を念頭に置き、市場機会の特定、
事業モデルの設計における十分
な意思疎通が成功の要件となる。

　次に、同業他社同士が提携して
顧客の深耕および市場シェア拡大
を図る場合を想定する。同業故に、
既に両社とも営業をかけている顧
客の重複を避けんとする結果、営
業モデルもターゲティングも各社
従前のやり方を温存、形だけの提
携になってしまう危険性がある。こ
の提携の成功には、営業強化で目
指す目標（定性・定量）、各社の資
源で実現できる顧客ターゲティン
グ、営業モデルの設計、現場での
試行を通じた営業モデル仮説検証
のPDCA徹底が必要である。

　筆者は弊社を含むコンサルティン
グ会社と事業会社での実務で、数多
くのアライアンスをご支援または自ら
行なってきた。これら経験・知見に基
づきAMの方法論を前述のとおり展
開している。
　しかし広く一般的にみると、アライ
アンスが成功した例は少数派と見受
けられる。AMが徹底されていない
企業には、概ね以下のような点が見
受けられる。

　これらのいずれも、前述の方法論
が妥当であることの裏返しであるが、
最たる理由はAMの重要性の認識欠
如である。
　AMの重要性を認識するには、ま
ずは一案件で試行し、早期に小さい
成果を出し、プロセスに従い可視化・
共有することだ。成功体験を基に繰
り返し実践してAMの真価を実感し、
組織能力向上のスパイラルを回して
いく。

　これまで述べてきたように、AMは
成功・失敗の定義が難しく、失敗に
終わる例が殆どであるが、筆者が関
わった成功例をご紹介する。
　国内のある製造業は、製造原価削
減に迫られ、工場と倉庫の社内SCM
を抜本的に見直すことにした。コスト
削減目標とゲインシェアリング目標を
文書にて両社間で交わし、外注業者
の社長から現場と製造部門のトップか
らスタッフを卷き込んだ総勢30名余
の協働プロジェクトを立ち上げ、定量・
定性のKPIを設定、庫内物流動線、
緻密な間接業務の時間・行動分析ま
で、受託側と委託側のインセンティブ
をアラインすることで、３ヶ月で対象コ
ストの15%削減を実現した。これは単
なる業務委託関係では不可能である。

　AMは新たな組織能力であり、競
合優位性の源泉となり得る。AMの徹
底をきっかけとした組織学習・進化の
スパイラルは、組織を活性化する最
良の方法でもある。
　アライアンスの利点である、初期投
資が少なく迅速かつ柔軟に相手と組
むローリスク･オプションを、ハイリター
ンにできる意味において、経営パラダ
イム転換といっても過言ではない。
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　とかく形態的に捉えられやすいア
ライアンスだが、そもそも「相互に資
産・能力を補完する複数の組織間に
よる緊密かつ協働により、個別では成
し遂げ得ない価値を、それらの顧客
および自身にもたらすもの」（米国
ASAP定義）に立ち返って考えると、
「個別では成し遂げえない価値」の明
確化が不可欠である。

　事業環境の不確実性が高まる中、
企業は成長のためM&Aや提携を手
段として常套的に検討するようになっ
た。一昔前は軽視されてきたPMI（買
収後統合）も、近年では経営スキル
としての重要性が高まる一方、アライ
アンス･マネジメント（以下、「AM」と
いう）の認識は未だ低い。

　アライアンスを「マネージする」意
識が希薄である理由は、成果も失敗

も見えにくいことにある。
　業務提携等アライアンスはM&A
に比べ意思決定が容易であることが
皮肉にも主因である。いつまでに何を
実現するのかをM&Aほど明確に定
義せずとも、締結できるからだ。【図表】
　AM自体が、所謂「ソフト･スキル」
の集合体であり、体系化や可視化が
難しいことも、認識が低いのみならず
実践が難しい原因でもある。しかし、
外から見えにくいからこそ、他社が
真似し難く、競合優位性の源泉とも
なる。

　アライアンスの成功要件は大きく２
つある。一つはアライアンスの目的と
パートナーが戦略的方向性に合致し
ていること、およびAMの徹底であ
る。本稿では戦略策定から戦略遂行
手段としてのアライアンスの選択は
割愛し、AMの方法論を述べる。
　AMの構成要素は大きく３つある。
❶調整メカニズム、❷プロセス、❸コ
ミュニケーション、である。
　調整メカニズムとは、パートナー同
士のメンバーからなる仮想組織であ
る。この仮想組織はPMIにおけるス

テコミと分科会と同様の組織である。
　プロセスとは、調整メカニズムの運
営の仕方である。自社プロジェクトや
PMIに比べ、このプロセスの重要性
ははるかに高い。なぜならば、アライ
アンスは、自社内やM&Aでは有効な
指揮命令系統やガバナンスに頼るこ
とができないからである。プロセスの
発端はアライアンス成果、すなわちシ
ナジーの定義と施策立案、施策実行・
成果発現を測るKPIの定義である。
アライアンスにおいて、PDCA徹底の
有効性を認識する。
　通常のPDCA能力を十分に磨いて
いる企業でも、AMでは社外の資源
を活用するため、より高い能力が求め
られる。
　コミュニケーションは、メカニズム
とプロセスの実体であり、両社間およ
び各社内での情報共有と価値創出そ
のものである。
　一般に物理的・文化的にも離れて
いる者同士であるが故に、社内のよう
に適時に密な情報共有・討議が困難
なため、リッチなコミュニケーション
の重要性は決して強調しすぎること
はない。
　問題となるのは、調整メカニズム、
プロセス、コミュニケーションを形式
的に回してしまう危険性である。この
回避には、両社の経営或いは当該事
業の責任者レベルでAMの重要性が
認識され、AMに経営資源（例：AM

東京大学大学院、ミシガン大学経営大学院修了（Ｍ
ＢＡ）。公認PMP。外資系戦略コンサルティングファー
ムでM&A・提携を視野に入れた戦略策定やPMI等
のプロジェクトをリード。GEヘルスケアでは外部提携
による新規事業立ち上げやSCM最適化プロジェク
ト等の責任者を務める。フロンティア･マネジメントで
は成長戦略策定とM&A・提携支援業務に従事。

Hajime KOBAYASHI

小林　創

ファイナンシャル・アドバイザリー第２部
兼  コンサルティング第２部
マネージング・ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

コントロール初期投資スピード成長手段

アライアンス

M＆A

内製

最も難しい最も小さい最も速い

難大速い

易小遅い
アライアンスはM&Aと異なりコントロールが難しく成否が判り難い故そのマネジ
メントが重視されてこなかった。
正しい方法論を理解し実践すれば、シナジーを創出し、事業環境の不確実性を味方
につける新たな競合優位性の源泉となり得る。

1新事業開発

2営業強化

⒜パートナー間の過度な分業

⒝目的・成果物が不明瞭

⒞方法論の不理解

⒟コミュニケーション不足

成長戦略遂行手段としてのアライアンス、M&A、内製の比較図表

そもそもアライアンスとは

なぜ、いまアライアンス･
マネジメントなのか

AM成功事例：SCM業者との
ゲインシェアリング

目的別の
アライアンス･マネジメントの
難しさと成功の要件

アライアンス･マネジメントが
重視されない理由

アライアンス･マネジメント
の高まる重要性

AMの方法論

AM不在の企業に見られる現象

アライアンスの成功要件

まとめ

次代の経営スキルとしての
アライアンス･マネジメント

次
代
の
経
営
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不確実性を味方にする新たなケイパビリティ獲得
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　物流業界に注目が集まっている。
通販業界の成長に伴い、物流も伸び
ている業界と思われている。しかし、
実は国内の物流量は伸びていない。
またドライバーや作業労働者不足は
深刻化しており、これらのボトルネッ
クを前提にして、物流会社としての
生き残り方を各社考えている。
　そのため最近の物流業界では、大
手上場企業は当然として、中堅上場・
未上場企業もM&Aを積極的に検討
している。
　譲受企業側の動機としては、元請
けを有する物流企業を確保して継続
性ある売上の確保、ドライバーの獲
得、倉庫などの経営資源の獲得といっ
た側面がある。
　一方の譲渡企業側の動機は、オー
ナーの事業承継やドライバー不足に
代表される経営資源確保の困難、競
争環境の激化による財務悪化などで
ある。
　従来のM&Aは、同業間のM&Aが
中心であったものの、最近は機能の
異なる物流会社との（もしくは異業種
との）M&Aの事例がみられるように
なってきた。
　本稿では、物流会社の機能面から
見たM&Aを、まずは広義の物流会
社同士で機能が異なる会社のM&A、
次に物流会社と異業種のM&Aにつ
いて、事例を見ながら分析し、最近
のM&Aにおける新しい潮流を紹介
したい。【図表】

　ドライバー不足もあり、非運送
系物流会社からすると、傭車費が
上昇傾向にある。特定の運送会
社と手を組んだり、買収をする（さ
れる）ことで、総合物流会社を志
向する方向にある。また、このカテ
ゴリーのＭ＆Ａ事例には、経営統
合（もしくは将来経営統合の可能
性のある）の事例も出てくる。
　事例としては、三井倉庫ホール
ディングスによる丸協運輸の株
式取得、SGホールディングスと
日立物流の資本業務提携、名糖
運輸とヒューテックノオリンの経
営統合事例がある。

　一般物流を担う会社が、温度管
理を伴う低温（定温）物流業界に
注目している。温度管理業務に付
加価値があること、荷物が食品や
医薬品などが中心であるため、今
後も安定的に業務が見込まれる
ことが挙げられる。
　最近では、センコーによるラン
テックの株式取得、セイノーホー
ルディングスによる関東運輸の株
式取得事例がある。

　幹線物流会社が域内配送会社
を買収し、幹線からラストワンマ
イルまでを一貫して配送できる体
制を強化している。自社の品質で
一貫した物流を提供し、他社との
差別化を図るためで、福山通運
による王子運送（東京）の株式取
得やロジネットジャパンによる青
山本店（大阪）の株式取得の事例
がある。

　運送会社（特に幹線輸送を担
う特積み会社）は国内市場での売
上比率が非常に高いため、国際物
流を強化するために国内の通関・
フォワーダー会社を買収したい企
業が増加している。
　カンダホールディングスは寺田
倉庫からハーバー・マネジメントと
名古屋のニュースターラインを買
収、それ以前には福山通運が三統
を買収している。

　物流会社と人材派遣会社（請負
会社なども含める）の業務上の関
係は深い。特に倉庫会社や3PL※

会社は、倉庫内作業の多くを、パー

トや派遣社員などに頼っている。
　庫内作業も変化しており、保管・
梱包・出荷にとどまらず、返品受付
や修理、メンテナンス業務をメーカ
ーに代わり行っている会社も多い。
　また製品の組立なども手がけ、
一部EMSのような工程を担う物
流会社も存在する。
　トランコムはスマイルスタッフ
という製造派遣・請負の会社を買
収し、インダストリアル・サポート
セグメントを立ち上げ、順調に成
長を遂げている。

　この分野を手掛ける物流会社
は限定されるが、エンジニアリング
業務は収益性もよく、海外では成
長性も期待できる。装置の設置、
据付とともに、メンテナンス業務な
ども手がけられれば、安定的な収
益機会の拡大につながる。
　山九はエンジニアリング業務が
強い物流会社だが、日本工業検査
や扶桑工業を買収、また日本通運
は2016年に巴鉄工と資本業務提
携を行っている。

　国内の物流量が伸びない中で、
一部の物流会社は商流に参入す
るため、M&Aを実施している。セ
ンコーは、過去に包装資材卸を手
掛けるスマイルや家庭紙卸売の

アストを買収している。
　一般に物流会社は在庫・決済
のリスクを取らず商・物分離でビ
ジネスを展開しているが、商流を
握れば裏の物流も獲得できるた
め、一部の物流会社は卸をM&A
で獲得することを模索している。

　物流とシステムは密接につなが
り、特に3PL市場では、顧客の物
流を一括受託する。よって3PL業
務受託の提案では、システムも必ず
提案書に記載する必要がある。
　そのため、グループ内にシステ
ム会社を抱えておきたいニーズを
有する中堅物流会社が増えてい
る（中堅・準大手は、業務の引き合
いが多いが、大手のようにシステ
ム子会社を抱えていない会社が
ほとんどであるため）。
　直近の事例でも大和物流がフ
レームワークスを買収し、またトナ
ミホールディングスはシー・フォー
カスを買収している。

　最後に、これら物流業界のM&Aが
示す事業戦略の方向性が示唆してい
ることをまとめて結論としたい。
　物流会社同士のM&Aでは、これま

で棲み分けされていた他領域の物流
会社を買収する事例を挙げた。これ
は、成長領域へのアクセスであるとと
もに、ワンストップショッピングを顧
客にアピールできるようにする動きで
もある。総合化の動きは、顧客の囲い
込みにつながる。
　後段の事例は、単にモノを届けるの
ではなく、そのモノを作るメーカーの
バリューチェーンに長く携わるべく、
これまでノウハウのない領域をM＆A
で補完する動きである。
　バリューチェーンの複数の領域に
関わることによって、付加価値を得ら
れる領域が増えるとともに、顧客企
業側にとって代替性がなくなること
で、リプレイスの脅威が減少する効
果がある。加えて、川下のサービス工
程に入ることは、事業のボラティリ
ティの少ないストックビジネスへの参
入、事業のサービス化等収益の安定
化に資する。
　最近は、他業界においても、卸会社
や商社がメーカー領域に進出しSPA業
態を取る企業も増加している。M&A
を通じた自社バリューチェーンの拡大
は、収益拡大のための最近のトレンド
とも言え、この動きは物流業界以外の
業界でも活用可能な視点と言える。
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※サードパーティロジスティクスの略で、顧客に物流改
革を提案し、顧客の物流業務を一括受託する物流会
社を指す。

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。早稲田大学大学
院アジア太平洋研究科国際経営学専攻。㈱レコフで
約12年間、エクセキューション及びオリジネーションを
担当した後、フロンティア･マネジメント㈱に入社。

Takashi SUGAYA

菅谷貴志
ファイナンシャル・アドバイザリー第１部

シニア･ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

従来からの物流業界内のM&A領域 非物流業界でのM&A領域

通関・
フォワーダー

運送

3PL

人材派遣

卸

エンジニア
リング

システム

低温物流

倉庫
M&Aによる
新規参入

物
流
業
界

物
流
業
界
の
周
辺
業
界参入

再編

物流業界のM&Aが活発化している。国内の物流量が微減傾向にある中、成
長戦略にM&Aを取り入れる企業が急増している。
従来は物流業界の同業間でのM&Aが主流であったものが、物流会社間の
M&Aでも機能の異なるM&Aであったり、異業種の企業とのM&Aを行うこと
で、グループ内の機能を拡大している。

1運送系物流会社と非運送系
物流会社

2一般物流会社と低温物流
会社

1物流会社と人材派遣会社

2運物流会社と
エンジニアリング会社

4物流会社とシステム会社

3物流会社と卸会社

4運送会社と
通関・フォワーダー会社

3幹線物流会社と域内配送
会社

物流業界内のM＆A領域と非物流業界のM＆A領域図表

物流会社と異業種の会社の
M&A 

物流業界内のM&A

物流業界のM&Aの類型

物流業界の現状 物流業界のM&Aの類型

物流業界のM&Aの方向性

物
流
業
界
の
M
&
A
の
方
向
性

M&Aトピック❶
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　“コングロマリット”。近年、耳にす
る機会が減った単語である。そもそ
もこの単語を使用する機会が減った
背景の一つは、日本企業が事業拡大
に際し、M&Aによる非関連多角化
を進めることが珍しくない出来事と
して定着したことがあろう。古くは、
ソニーがオーディオ事業を祖業とし
てエンターテイメント事業や金融事
業へ進出したが、近年も新興企業に
よる非関連多角化の事例が散見され
る。
　そこで、国内の消費財業界各社の
セグメント別売上高に目を向けると、
ビール大手各社は多様な事業構造と
なっており、最大のセグメント売上
高の売上高全体に占める割合が51%
～56%（いずれも各社の最新会計年
度）と一種の “コングロマリット” を
形成している。むしろ、国内消費財
業界にあってビール大手各社は特異
な事例であり、食品業界を筆頭にア
パレル業界、化粧品業界の大多数の
企業は、依然として売上高が祖業に
集中しているのが実態である。
　“コングロマリット”とは、当該企業
の最大事業の売上高が企業の総売
上高に占める割合が70%未満であっ
て、それぞれの事業間において関連
性が薄い企業とする定義に照らし合

わせると、日本の大半の消費財企業
のそれらは70%を超過しており、“コ
ングロマリット”とは対極的な位置
にある。この背景は、例えば食品企
業の場合、キユーピー株式会社の
「キユーピー マヨネーズ」、株式会社
Mizkan Holdingsの「味ポン」、株式
会社永谷園ホールディングスの「お
茶づけ海苔」等のように業界内のサ
ブカテゴリーにおいて認知度の高い
スター・ブランドを保有する企業が
多く、国内の市場規模が拡大または
維持する環境においては単一のス
ター・ブランドの育成のみで、長年
にわたって1本足打法により国内市
場を謳歌できたことが挙げられる。
しかし、消費財企業は、少子化によ
る消費者の減少という国内のマクロ
環境の変化には抗えず、M&Aを中
期経営計画の一部にはっきりと位置
づける企業が増加している。本稿で
は、欧州の “コングロマリット” の代
表格であるユニリーバとLVMHを
題材として、消費財企業のM&Aと
企業価値との繋がり、そして消費財
業界における “コングロマリット” の
意義について確認したい。

　英蘭ユニリーバは、この20年間で
２倍の企業価値への拡大を達成した
が、その過程において128件（主要

４事業に関連する案件のみを抽出）
のM&Aを実施した。驚くべきこと
に、全体の66%にあたる85件が子
会社・関連会社・ブランドの売り案
件である。特に2003年から2004年
の２年間は、構造改革の一環で積極
的に事業を売却（２年間で23件）し
たにもかかわらず、当該期間で企業
価値を３割高めることに成功してい
る。つまり、事業およびブランドの
選択と集中を推し進めた結果、マー
ケティング投資を戦略事業・ブラン
ドに集中投下することが可能とな
り、事業やブランドの売却が収益を
押し上げる結果に繋がったのであ
る。
　また、ユニリーバは先進国の成熟
した事業やブランドを売却し、代わ
りに新興国の事業を買収することに
よる事業のポートフォリオの入れ替
えにも積極的である。投資家は、こ
のユニリーバの長期的な戦略を好感
し、最終的に企業価値拡大というプ
ラスのサイクルが生まれた。
　このユニリーバのM&A戦略は、
日本企業に２つのことを示唆してく
れる。まず、事業・ブランド売却に
はタイミングが重要であるという点
である。事業・ブランドの価値が毀
損する前に、将来ノンコアとなりう
る事業・ブランドを素早く時に大胆
に売却するのである。結果、より高
い価格で売却を実現し、新たな事業
または戦略事業への投資資金の確保
が可能となる。

　次に、この20年間で事業売却を推
し進めた一方、Personal Care事業
で16件、Foods事業で10件、Home
Care事業で10件、Refreshment事
業14件の買収を実施している。つま
り、祖業に固執することなく “コン
グロマリット” ならではの特色を活
かしセグメント横断的な投資をして
多角化を実現したことが、市場環境
やマクロ環境の変化に対応可能な強
固な事業構造を作り上げることに繋
がった要因の一つであるという点が
見逃せない。

　仏LVMHは、この20年間で企業
価値を2.4倍に拡大したが、その過
程においてM&Aが果たした役割は
大きい。LVMHは、20年間で100件
以上のM&Aを実施しているが、こ
のうち約２割は売却案件である。「選
択と集中」が特色のユニリーバに対
し、LVMHは積極的な買収戦略に
よる企業価値向上を志向している
が、同時に適切なタイミングで事業・
ブランドの売却を実施している。ま
た、LVMHはマーケティング概念上
の “ラグジュアリー” という投資領
域の確固たる軸を持っており、買収
事業は必ずしも中核である “Wines 
and Spirits”、“Fashion and Leather
Goods”、“Perfume and Cosmetics”、 
“Watches and Jewelry” に限定され
ない。事実、高級屋外家具メーカー
や高級クルーザーの造船会社にも投
資をしており、中核事業の周辺領域
に集中投資しようとする日本の消費
財企業に比べて事業ドメインが広い
と言える。
　一方、LVMHは、M&Aにおいて

自社のファンドを積極的に利用した
消費財業界における草分けである。
事業会社がファンドを用いる利点
は、迅速な意思決定が可能なこと、
そして不確実性の高い案件を本体に
積極的に取り込むより、自社のファ
ンドを利用することでリスクを抑え
つつ、より幅広い案件への投資を実
現することにある。
　近年、日本の消費財業界において
も、CVC（コーポレートベンチャー
キャピタル）設立の動きを耳にする。
資生堂は、2016年12月、資生堂ベン
チャーパートナーズを設置し、第一
号案件としてドリコスへ投資してい
る。
　消費者の要求が多様化・高度化す
る今日、大企業は自社内で全ての開
発を行うことは益々困難となってい
る。これまで事業拡大のために確保
してきたM&Aや研究開発予算の一
部を、ベンチャー企業が保有する技
術、アイデアの活用に充て、オープ
ンイノベーションの一手段として
CVCを設立する動きは、国内におい
て活発になろう。

　本稿では、マス製品の代表企業で
あるユニリーバとラグジュアリー製
品の代表企業であるLVMHをベン
チマークとしたが、スター・ブラン
ドの呪縛からなかなか抜け出せない
日本の消費財企業にとっての示唆を
改めて整理すると次の３点に要約で
きる。
　第一に、ポートフォリオマネジメ
ントの観点のみならず投資の観点に
おいても適切なタイミングでの事業
売却が重要であること、そして事業

売却は必ずしも企業価値を毀損しな
いことである。
　第二に、両者とも投資対象が祖業
セグメントや祖業のスター・ブラン
ドの周辺領域に集中しないこと（複
数の事業セグメントに戦略的に分散
投資を実施していること）、むしろ
事業セグメントを広義に解釈してい
ると思えるほど投資対象範囲は広
い。
　最後に、より機動的かつ幅広い投
資を可能とする自社のCVC（ファン
ドを含む）の有効活用である。
　これらを可能せしめるのは、両者
とも紛れもなく “コングロマリット”
の採用により経営資源の戦略的な分
散を実現している点が大きいと言え
る。また、マネジメントの観点からは
LVMHはオーナーであるベルナー
ル・アルノー会長兼CEOが引き続
き実権を握るなどオーナー企業が多
い欧州企業特有の長期的な視点によ
る投資戦略が挙げられる。
　消費財企業とは、消費者相手のビ
ジネスに他ならず、消費者のいない
市場ではビジネスは成り立たない。
従って、消費財企業は新たな消費者
を求めて海外進出を進める必要に駆
られるが、消費財企業がグローバル
市場を志向すればするほど、カント
リーリスクは高まり、単独セグメン
トだけでは事業展開が困難な場面に
直面する可能性が高まる。この文脈
において、国内市場の消費者の減少
に直面し、グローバル市場における
プレゼンスを高めざるをえない日本
の消費財企業は祖業周辺の狭い事
業ドメインである「食品」、「飲料」、
「アパレル」、「化粧品」等の業種に
縛られる時代ではなく、より幅広い
視点に沿った戦略の下で企業価値拡
大に取り組む必要があるのではなか
ろうか。

慶応義塾大学法学部卒業。慶応義塾大学大学院経営
管理研究科卒業。外資系日本法人の立ち上げ、日系消
費財企業（経営企画業務）、外資系コンサルティング会
社等を経て、フロンティア･マネジメント㈱入社。

Hideki MINOOKA

箕岡 英樹
ファイナンシャル・アドバイザリー第２部

ディレクター

国内のマクロ環境の激変に直面する日本の消費財業界各社。欧州のユニリー
バとLVMHのM&A戦略が、日本の消費財企業に複数の示唆を与えてくれて
いる。今後、日本の消費財企業は、祖業の事業セグメントに執着することなく、
戦略的な投資の実行が求められている。

祖業に集中する
日本の消費財企業と
多角化経営を実現する
欧州コングロマリット

積極的な買収戦略を
ひた走るLVMHと
企業ファンドの存在

日本の
消費財企業の未来と
“コングロマリット”の活用

積極的な事業売却が
企業価値拡大として
結実したユニリーバ
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消費財業界における
“コングロマリット”のススメ
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８月23日までの適用件数：相続959
件、贈与626件、中小企業庁調べ）。今
回の改正でも、中小企業の経営者の
高齢化が進行していること等を踏ま
え、さらに制度を使いやすくするため
の見直しが行われている。

　深刻な人手不足の中で、特に小規
模事業者において、納税猶予の取消
事由に係る雇用要件が高いハードル
になっていたことから、雇用要件につ
いて、相続開始時又は贈与時の常時
使用従業員数に100分の80を乗じた
数に１人に満たない端数がある場合、
これまでは切上げていたが、切捨て
に改正された。
　これにより従業員５人未満の事業
者の従業員が１人減った場合でも雇
用要件を満たすことが可能になる（従
業員１人の事業者が、従業員０人に
なった場合を除く）。また、事故・災害、
取引先の倒産等の経営環境の激変時
において、雇用要件の免除又は緩和を
図るとともに、破産等した場合の猶予
税額の免除や、資産管理会社非該当
要件・後継者の直前役員就任要件の
免除又は緩和を図るよう改正された。
　なお、上記の改正は2017年１月１
日以後に相続等により取得する財産
に係る相続税又は贈与税について適

用される。

　贈与税の納税猶予制度の適用を受
けて途中で要件を満たさなくなった
場合、普通に相続した時よりも高額
の納税（贈与税）を強いられるリスク
があることから、利用を躊躇する例が
多かった。
　そこで、今回の改正で贈与税の納
税猶予制度の適用対象となる贈与に
相続時精算課税制度に係る贈与を加
えることで、納税猶予が取り消しに
なった際の納税額を相続税と同額と
することが可能となった。
　また、贈与者（先代経営者）が死亡
した場合において、贈与税の納税猶
予から、相続税の納税猶予制度に切
り替えるための要件のうち、中小企業
者であること及び当該会社の株式等
が非上場株式等に該当することとす
る要件が撤廃となった。これらの改
正により、贈与税の納税猶予制度を
適用して、早期かつ計画的な生前贈
与を実施するケースが増えることが
期待される。
　なお、上記の改正は2017年１月１日
以後に相続等により取得した財産に
係る相続税又は贈与税について適用
される。

　これまで、後継者が自社株式を取
得した際に課される税負担を軽減す
るために、事業承継税制の導入など
様々な税制措置が講じられ、さらに今
回のように、それらの措置をより使い
やすくするための改正も行われてきて
いるが、その一方で税負担を軽減す
るスキームを封じ込めるための通達等
の改正も行われてきており、事業承継
を考える経営者は税制改正に振り回
されている感が否めない。このような
状況では、経営者が嫌気を差し、親
族への承継を諦め、Ｍ＆Ａを検討する
といったケースも起こっているだろう。
　中小企業庁の調べによると、最近
10年では親族内承継の割合が急減
し、従業員や社外の第三者といった
親族外承継が６割超に達しているそ
うだ。当然、税負担の問題だけが理
由ではないだろうが、今後も益々、親
族内承継の割合は減少し、中小企業
のM&Aマーケットが拡大すると考え
られる。
　中小企業の経営者の方は、今回の
税制改正が自社・自身にどのような
影響を与えるのかお考えいただきた
い。事業承継は、決して税金だけの話
ではないが、税制改正が事業承継に
真剣に向き合うきっかけになることを
期待したい。

　取引相場のない株式の評価方法の
一つである類似業種比準価額方式に
おける各比準要素について、これま
では利益が他の要素（配当、純資産）
の３倍の影響があったが、今回の改
正で３つの要素全てが１倍となった。
そもそも、利益が他の要素に対して
３倍の影響を及ぼすようになったの
は、2000年度の改正からで、それ以
前は、３つの要素全てが１倍であっ
た。また、1964年に相続税財産評価
に関する基本通達が制定された際に
は、分子と分母に３又は１を加えるこ
とで、個別の比準要素の特徴を薄め
ようとしていたことから考えると、大
きく方向転換した改正であった【図
表】。この2000年度の改正は、株価
形成における利益の占める割合が他
の要素よりも３倍高いということを根
拠としていたが、利益の株価に対す
る影響度の高さは既に類似業種の株
価に織り込まれており、利益要素を３
倍にする合理性がないと批判が集中
するとともに、役員退職金を支給す
るなどして一時的に利益を引下げる
株価引下げ対策が横行することに
なった。そして、それらが今回の改正
につながったと考えられる。

　今回の改正により、利益水準の高
い会社は株価が下がる一方で、一時
的に利益を引下げる株価引下げ対策
の効果は減少する。また、今まさに事
業承継に直面しているような会社は、
利益水準はさほど高くないものの、
社歴が長く、内部留保が厚くなって
いるケースが多いと思われるが、こ
のような会社にとっては株価が上昇
する可能性が高い。

　類似業種比準価額方式における類
似業種の株価については、「以前２年
間の平均株価」が選択肢として新た
に加わった。これにより、上場企業の
株価上昇局面でも、急激な類似業種
比準価額の上昇が抑制されることに
なる。

　類似業種比準価額方式における類
似業種の配当・利益・純資産について
は、個別財務諸表に基づくものから､
連結財務諸表のものへと変更された。
証券取引法のディスクロージャー制
度が大幅に見直され、連結財務諸表
中心の開示制度が義務づけられたの
が2000年３月期からであるから、遅
すぎた改正と言える。

　評価会社の規模区分判定における
金額等の基準について、大会社・中
会社の適用範囲が総じて拡大されて
いる。
　なお、上記⑴～⑷の改正は2017年
１月１日以後の相続等により、それぞ
れ取得した財産の評価に適用すると
されている。

　2009年度の税制改正で創設され
た非上場株式等に係る相続税・贈与
税の納税猶予制度（以下、「事業承継
税制」という）は、後継者が、経済産
業大臣の認定を受けた非上場株式等
を現経営者から相続・贈与により取
得した場合、相続税・贈与税の納税
が猶予される制度である。当初は先
代経営者の親族への承継が要件と
なっていたが、事業承継の形態が多
様化していることを踏まえ、2013年
度の税制改正で、親族外承継も対象
にするなど、より使いやすくするため
の見直しが行われたものの、まだ利
用が進んでいないと言える（2016年

大阪市立大学卒業。税理士・公認会計士事務所、中
央青山（みすず）監査法人、新日本有限責任監査法
人を経て、フロンティア･マネジメント㈱に入社。フロ
ンティア･マネジメントでは中堅・中小企業向けの事
業承継支援業務等に従事。

Akihiro KAWAKITA

川喜田 昭博

ファイナンシャル・アドバイザリー第１部
事業承継コンサルティング室

シニア・ディレクター

1972年～

配当比準＋利益比準＋純資産比準

３
A× ×斟酌率 0.7

出所：フロンティア・マネジメント作成
※A：類似業種の株価

2000年～ 2017年～

配当比準＋利益比準×３＋純資産比準

5
A× ×斟酌率

大会社：0.7
中会社：0.6
小会社：0.5

配当比準＋利益比準＋純資産比準

３
A× ×斟酌率

大会社：0.7
中会社：0.6
小会社：0.5

1964年（相続税財産評価に関する基本通達を制定）～

配当比準＋利益比準＋純資産比準＋１

4
A×

配当比準＋利益比準＋純資産比準＋３

6
A×

⑵

⑴
⑴と⑵の
いずれか
低い金額

2017年度税制改正の中から、事業承継に関連する主な改正点について解説
する。今回の改正では非上場株式の評価方法が見直され、これまでの利益引
下げによる株価対策がとりづらくなる。これにより、今後は、M＆Aも選択肢に
入れた検討を要する企業が増える可能性がある。

取引相場のない
株式の評価の見直し

⑴類似業種の３つの
　比準要素を１：１：１に

非上場株式等に係る
相続税・贈与税の
納税猶予制度の見直し

⑵類似業種の株価の
　選択範囲を拡大

人手不足の中での
雇用要件の見直し

⑷評価会社の規模区分における
　金額等の基準を拡大

⑶類似業種の比準要素に
　ついて連結決算を反映

類似業種比準価額の計算式の変遷図表

相続時精算課税制度に係る
贈与を贈与税の納税猶予制度の
適用対象に追加等

改正の経緯

最後に
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2017年度の事業承継に
関連する税制改正について

事業承継トピック
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　2016年に公布された新計画「健康中
国2030」により、健康関連産業が投資
ターゲットとして熱い視線を集めてい
ます。
　数年前から「大健康」という言葉が、
医療、医薬、セルフケア、介護、スポー
ツ等、人の健康に関わる産業の総称と
して広く認識されるようになりました。
「健康中国2030」では「大健康」に関
わる業界の市場規模を2030年に16兆
元（約256兆円）に成長させる計画です。
その一カテゴリであるスポーツ産業の
長期計画では、GDP成長率に占める割
合を2015年の0.7％から2020年には
１％に引き上げ、また2015年時点で1.7
兆元（27兆円）の市場規模を2025年
には５兆元（80兆円）へと拡大させる
とされています。アメリカの2.9％と比
較すると中国市場のポテンシャルは大
きく、投資に積極的な企業集団やファ
ンドから注目されています。昨今はス
ポーツとITの融合による振興カテゴリ
も数多く生まれており、IT業界最大手
「BAT（バイドゥ、アリババ、テンセント）」、
映像配信大手の「Letv」等がスポー
ツ関連企業に投資しています。

　大きな区分で見ると、2015年時点で
市場規模の約65％を占めているのはス

ポーツ用品製造業です。残る35％はス
ポーツサービス業ですが、今後のこの
カテゴリの成長が期待されています。
近年成長が著しいのはマラソン。中国
陸上競技協会の統計によれば、2015年
の市場規模は300億元（4,800億円）、
中国79都市で134大会が開催されまし
た。スポーツ用品産業の粗利率15％と
比べ、マラソン大会運営の粗利率は
60％と高く、各地政府の後押しもあり、
2016年には328大会に増加しました。
2020年には800大会、のべ参加人数
1,000万人、1,000億元（1.6兆円）の産
業に成長すると予測されています。

　また近年20％以上の成長を見せてい
るのはフィットネスクラブです。国家体
育総局によれば、中国のフィットネスク
ラブは2015年、4,425ヵ所で会員数は
約664万人、市場規模は700億元（1.1
兆円強）でしたが、2020年には1,230億
元（２兆円弱）に拡大すると見られてい
ます。2016年12月に上海上場のスポー
ツシューズ・ウェアメーカー「貴人鳥」
が大手フィットネスチェーン「威爾士
WILL'S」の100％買収を決めました。
2016年末で115店舗、会員数50万余の
このチェーンを傘下に収め、今後は上
場を目指すことを視野に入れています。
スポーツ用品製造業として厳しい環境

にある「貴人鳥」がこれを機にスポーツ
総合企業への事業転換を図っています。
　中国のフィットネスクラブはかつて店
舗面積が3,000～5,000㎡の大型店が主
流でしたが、近年は小型店のチェーン
が増加しています。小型かつ新しいコ
ンセプトで店舗数を伸ばしている「楽
刻」は、アリババ出身者が2015年に創
業、400㎡前後の面積で、24時間営業、
99元/月（1,600円弱。ただし北京・上
海は199元（3,200円弱））、クラス参加
は回数無制限無料と体験しやすい価格
帯であり、スマホアプリと連動した管理
方式を採用しています。すでに130店舗
を超える規模となり、IDG他数社のファ
ンドより融資を受けています。

　他にはスポーツツーリズムを2020年
に１兆元（16兆円）する等、11種のカテ
ゴリに政策的後押しがもたらされます。
日本企業にとってもスポーツ用品製造
業以外に旅行、食品、ホームヘルス機
器など参入余地が広がると期待されま
す。中国国内では間違いなく投資が集
まる構造になっていくスポーツ産業か
ら目が離せません。

　1990年代後半、ロンドン出張の折、
当時のロンドン駐在の職場上司にリッ
ツカールトン内にある会員制カジノクラ
ブに連れられましたが、そこは荘厳な
上流階級クラブであり、絵に描いたよう
なアラブの富豪が女性を引き連れ、葉
巻をくゆらせながらゲームに興じてい
ました。何を飲んでも何を食しても料
金は掛からず、そこで食べたスモーク
サーモンの味はそれから20年経った今
でも、最も美味でした。これが、筆者初
めてのカジノ経験です。

　現在の世界のゲーミング（カジノ）
市場は、1,700億㌦（19兆円）規模、IR
事業としての収益機会は、概ね❶ゲー
ミング、❷ショーイベント、❸飲食、❹
宿泊の4項目に分かれます。これら４
項目の売上構成の代表的な構成比とし
て、以下の分類例があります。

⒜ラスベガス型：エンタテイメント収入
多（ゲーミング・ショーイベント各
40％／飲食・宿泊各10％）

⒝マカオ型：カジノ中心（ゲーミング70
％／飲食・ショーイベント・宿泊各
10％）

⒞シンガポール型：バランスタイプ（ゲー
ミング50％／飲食・ショーイベント・
宿泊各17％）

　アセアン主要国のIR事業の変遷は、
以下の通りです。概説すれば、マレーシ
アやカンボジアが先行し、近年シンガ
ポール・フィリピン・ベトナムが展開を
始めています。

■マレーシア（市場規模：2,000億円）：
1953年制定の枠組みの中、国内で
唯一政府公認のゲンティン社が1971
年に開業、以後ゲンティン社の単独・
独占の１か所のみ

■カンボジア（同：規模不詳）：2000年
開業、ベトナム人・タイ人が多く流
入

■シンガポール（同：6,000億円）：2005
年に閣議決定（インバウンド観光の
促進と都市競争力の向上を目的と
し、①施設数を限定、②ノンゲーミン
グ施設重視、③都市計画に組み込
む、を標ぼう）～2011年２件（いずれ
も100％外資：米国サンズ社・マレー
シアゲンティン社）のIR開業。

■ベトナム（同：規模不詳）：2009年か
ら外国人向けのみ開業（７施設）、今
後大型化建設計画あり（ただし米
MGM進出は白紙化）

■フィリピン（同：2,000億円）：2011年
に第一号IR開業、マニラ湾岸に４施
設計画（これまでに３施設開業）

　他方、日系企業からの当該事業領域

では、ゲーム各社が、ゲーミング事業へ
の投資・運営ノウハウの取得を目的と
して資本・事業参加している（ゲーミン
グ機器を含む）他、貨幣払出し機・両
替機・メダル自動補給システム等のニッ
チ事業領域でも存在感を示しています。

　冒頭にロンドンにおけるアラブ富豪
の話題を出しましたが、アジア域内に
おける対象顧客は、圧倒的に富裕層中
国人であろうと推察されます。一部報
道では2016年のマカオ・シンガポール
のIR事業売上高が20％減少、その背
景が中国景気減速、との側面に加え、
韓国に流れているとの報道もあり、今
後も日本を含めて、同じパイの奪い合
いが予想されます。そのような中で日
本の差別化要素となり得るものとして、
日本のコンテンツ・エンタテイメントの
有効活用が挙げられます。加えて、貨
幣払出し機などにおける日系企業のプ
レゼンスが強い中、マネーロンダリン
グ対策を日系金融機関が積極的に打
ち出すことで、よりクリーンな市場を
訴求することも出来るのではないかと
期待したいところです。

「大健康」のなかの
スポーツ産業

フィットネス産業も
成長の見込み、
店舗は小型化トレンド 今後10年が投資の黄金期に

マラソンが一大産業に成長

ロンドンにて アセアン各国の
変遷と日系企業

課題とむすび

ビジネスモデル

Toru NAKAMURA

中村  達

フロンティア・マネジメント㈱
アジア室
マネージング・ディレクター

Takemi MORI

毛利 剛実

フロンティア・マネジメント㈱
アジア室
シニア・ディレクター

新たな5カ年計画により一大産業への成長が期待されるスポーツ産業。リアル・
バーチャルともに有望ですが、本稿ではリアルカテゴリの現状と見通しについ
てご紹介します。

日本においてIR推進法案が可決・成立されました。さまざまな経済効果が期待
される中、日本より先行するアセアン各国において、どのようにしてIR事業が
展開されているか考察してみたいと思います。

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

ア ジ ア 現 地 レ ポ ー ト

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

A S E A NC H I N A

「黄金の10年」到来、
中国スポーツ産業への投資

アセアンにおける
カジノ事情

ASEAN現地レポート中国現地レポート
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