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　人々の心を打つ名曲の歌詞は、世相
を反映し、近未来を予言します。古い
例では、イーグルスの名曲「ホテルカ
リフォルニア」。この歌は享楽的な現
代文明への批判曲であり、ホテルカリ
フォルニアは物質的で退廃的な時代の
暗喩です。
　歌詞の中で主人公がワインを頼む
と、「1969年以来のスピリット（蒸留酒、
魂）はない」と返答されます。1969年は、
ウッドストックで大規模コンサートが
開かれ、爛熟した若者文化がピークに
達しました。と同時に、同年は米国が
ベトナムから撤退を始めるなど、米国
の衰退が始まった瞬間でもあります。
米国の大衆消費社会の雄であるGAP
社がこの年に創業されたのも象徴的で
あり、同社のジーンズには「1969」と
印字されています。

　現代の日本では、昨年年末にリリー
スされた宇多田ヒカルさんの「あなた」
の歌詞に心打たれつつ、ぎょっとしま
した。「あなたのいない世界じゃ、どん
な願いも叶わないから」で始まるこの
歌は、愛する相手をどんなことをして
も守りたいという強い情念が込められ
ています。初めて全体を通して聞いた
とき、涙が流れました。
　一方、「アクティヴィストの足音も届
かないこの部屋にいたい」というフ
レーズには驚嘆しました。Jポップでア
クティヴィストという語彙を初めて聞
きました。彼女は、戦争と並列でこの
語彙を選択し、愛する「あなた」との
穏やかな時空に侵入して欲しくないと
歌い上げています。彼女の時代を読む
鋭い嗅覚は、2018年を見据えているの
でしょうか。

　今年は、東京オリンピックまであと
２年となり、日本経済も各企業の業績
も昨年以上に活況を呈するものと思わ
れます。
　最近、企業の新規事業に関する仕
事に接して特に強く感じることは、従
来の『「Product-Out」発想ではなく、
「Market-In」発想で製品開発をすべ
き』という議論への見方の変化です。
確かに、物の性能が不十分で不便な
生活をしていた時代においては、市場
調査により顧客ニーズを追いかけて製
品を開発することが正しいアプローチ
でした。しかしながら、現在のように、
物の性能が優れて生活も便利となり、
顧客ニーズが「モノ」への欲求から、
「コト」又は「生活の楽しさ」という抽
象的な満足度への欲求に変化した時
代では、顧客ニーズ自体が曖昧となっ
ています。即ち、「欲しい」というニー

ズから、「あったらいいが、なくても良
い」という程度のファジーな顧客ニー
ズが主流になりつつあり、そのような
ニーズを捉えて製品を開発して上市し
たとしても、消費者が必ずしも購買を
しないケースが増えてきています。
　このような時代では、上記と反対に
物づくりの原点である「Product-Out」
発想は大変重要であり、「Market-In」
的な製品開発に加えて、「Product-Out」
で多種類のユニークな物を製造開発
し、売れるかどうかは市場及び広告宣
伝に委ねるというような大胆な発想も
必要ではないかと感じています。我々
コンサルティング会社も、顧客ニーズ
を聞いて提案する時代から、顧客に多
様な提案をいくつも行い、顧客がそれ
によって触発されるようなユニークな
提案が求められる時代になってきてい
るようにも思います。
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15％の割引を受けられたり、オンラ
イン店舗でのクーポンで25％の割
引を受けたりするサービスも提供
されている。さらに電子マネーを発
行したい企業はdigibankのサービ
スの上に自社のキャッシュバックプ
ログラムやポイントプログラムを載
せることもできる。
　digibankの面白い特徴は他にも
ある。24時間365日対応可能なカス
タマーサービスも提供しているが、
これはiPhoneの音声認識ソフト
ウェアのSiriを開発したチームが
立ち上げたKasistoという米国ベン
チャーが作成したAI（人工知能）
で対応している。セキュリティも
GoogleやFacebookでも使用され
ている一般的なワンタイム・パス
ワードをさらに強化したものを内蔵
するなど安心して利用できるよう
に配慮がされている。

　このようなソフトウェア化された
プラットフォームビジネスを展開す
るために、企業にとって何が必要で
あろうか。DXにはトップあるいはトッ
プに次ぐポジションで強力なリー
ダーシップのもとで進めることが成
功の秘訣であると考えられる。GE
ではCEO、DBS BankではCOO
といった経営トップがDXを推進し
て成功したが、最近では多くの米
国企業や先進的な日本企業の間で
も Chief Digital Officer（CDO）と
いう役職が設置され始めている。

　CDOの役割は大きく分けて2つ
ある。第一にDXを実現することで

あり、伝統的なアナログビジネスを
デジタルビジネスに変革すること
である。第二はデジタルビジネスの
成長である。CDOはデジタルビジ
ネスからの収益を成長させる責任
を持つ。また、公共セクターにおい
てもCDOが設置されることがあり、
この場合は住民とのデジタルサー
ビスの接点を増やすことで公共
サービスの改善を目指している。
　いくつかの代表的な企業のCDO
のポジションを調べたが、CEOの直
下にCRO（Chief Revenue Officer）
やCMO（Chief Marketing Officer）
と同列となりCIO（Chief Informa-
tion Officer）の上に立つパターン
もあれば、CDOがCIOを兼務する
パターンもあり、そのほかCMOと
兼務するパターンも見られた。どの
ような戦略のDXを進めるかによっ
て、組織毎にさまざまな位置づけ
が取られているものと推察する。

　CDOとなった人物の経歴を調査
すると、いくつかの特長が浮かび
上がる。❶DXに対するデジタル技
術の活用方法の知識と経験、❷新
しい技術に関する好奇心、❸BPR
（ビジネスプロセス・リエンジニア
リング）の経験、❹交渉力と説得
力、❺組織の内外で組織変革がで
きる素質、❻社外の様々な企業と
パートナーシップを組む力、❼速い
スピードでの実行力といった共通
点がある。
　さらに代表的な米国企業での
CDOの経歴を調査したところ、外
部登用であること、ITベンダーの経
験があることが共通点として把握さ
れた。大きな変革には外部の人間の
方が過去の内部のしがらみを気にし
ないことから改革に適していること

や、また、ITベンダーの方が様々な
最新のソフトウェア技術の違いを理
解しており、更に全社横断的に各部
門の責任者にその導入・変革を説
得できる能力に長けているためでは
ないかと推察される。
　近年は米国ではCDOはCEOに
なるための登竜門となりつつあると
いわれている。これは従来型のア
ナログビジネスをデジタルビジネ
スに変換できた時には、CDOは社
内で最も高成長・高収益な部門を
リードしていることが予想され、エ
コシステム間の競争を理解してい
るためである。
　最後に、日本の多くの伝統的企
業においても、押し寄せるデジタル
化の波にいち早く乗るべく、経営
層がCDO設置などによって積極的
にDXを進められることを期待した
い。
（本文章は野口氏による弊社向けの講演の内容を 
要約し一部改編したものです）

　一方で、ビジネスにITを取り入
れてきた既存のアナログ型、つまり
伝統的な企業としては量販店・百
貨店・小売店やメーカーなども含ま
れる。製品・商品やサービスの安心
や安全が第一とされる文化である
ことが特徴である。
　多くの分野でソフトウェア企業
に領域を浸食されてきた伝統的企
業も、徐々にIT技術を取り込み始
め、急速な反撃に転じている。昨
今のこの反撃のキーワードはDX
（Digital Transformation）である。

　DXの概念は2004年にスウェー
デンのウメオ大学エリック・スタル
ターマン教授が提唱した「ITの浸
透が、人々の生活をあらゆる面で
より良い方向に変化させる」という
ものである。第一フェーズがITを
利用することでの業務プロセスの
効率化、第二フェーズがITによっ
て業務を置き換えること、第三
フェーズは業務がITへ、ITが業務
へと双方向にシームレスな変換が

できるようになることである。第三
フェーズで重要なのは、リアルな世
界でのイベントとクラウド化された
ソフトウェアの世界がつながって
おり、双方向のフィードバックが自
動的に行われて価値創造につなが
ることである。そのために必要なク
ラウドやAIといったIT技術を低価
格で活用できるようになってきたこ
とがこの変化を加速させている。
DXが進むにつれて、企業が提供
する製品・サービスもDXに対応す
ることが必須となってきている。

　General Electric（GE）は伝統
的な重厚長大産業である電力・航
空機・ヘルスケア等を中核とする
多国籍コングロマリット企業であっ
たが、近年DXに積極的に取り組ん
できている。ITベンダーが大量の
データと分析技術を駆使して故障
を予測することでサービスの主導
権をにぎり、製造業が下請けとなっ
てしまうことを懸念して急速にソフ

トウェア開発へ参入した。2011年
にソフトウェアセンターを立ち上げ
るため、外部からトップ人材を採用
し、シリコンバレー近くのサンラモ
ンに拠点を設けて多額の投資を行
い、多数のソフトウェア技術者及
びデータサイエンティストを雇用し
た。Minds+Machinesというイベン
トを開催して、自分達がソフトウェ
アとアナリティクス企業であると強
調した。その時点でソフトウェア
の売上高はわずか全体の１%未満
だったが、徐々に売上を拡大し、デ
ジタル関連部門を集約してGEデジ
タルを発足、2015年以降は毎年
20％の成長を続け、2020年までに
150億ドルのソフトウェア・カンパ
ニーとなることを宣言している。

　GEはPredixというIoTプラット
フォームを推進している。Predix 
Cloudと呼ばれるクラウドサービス
と、情報収集のためのPredix Ma-
chineという組込ソフトウェアの２つ
で構成されている。産業用機器（例
えば火力発電所タービン）の情報を

　2011年８月22日のウォールスト
リートジャーナルにマーク・アンド
リーセンが書いた面白いコラムが
掲載された。
　マーク・アンドリーセンは23歳
でインターネットの勃興期に圧倒
的なシェアを誇ったウェブ・ブラウ
ザNetscape Navigatorを開発し、
IPOを果たして億万長者となった
後、FacebookやHewlett Packard
の取締役となった人物である。
　彼はその「Why Software Com-
pany is Eating The World」と題
したコラムの中で、歴史ある伝統

的な企業とソフトウェアを活用した
企業の競合関係を対比させ、今後
10年間で様々な分野でソフトウェ
アが大きな変革をもたらすことを予
言した。

　彼の主張を要約すると、「ソフト
ウェアが業界のビジネスを再編す
る要因となり、ソフトウェアを使い
こなす企業があらゆる分野の戦い
を制する」というものだった。
　彼のコラムに登場した、いくつか
の分野のソフトウェア企業と伝統的
な企業を比較したのが【図表】であ
る。これまで個別のニュースで耳に

してきた記憶はあるが、一覧にして
みると多くの分野で伝統的ビジネス
がソフトウェア企業により「食われ
て」いることがわかるのではないだ
ろうか。

　ITそのものをビジネスとしたデ
ジタル型の企業には、例えばポー
タルサイト・検索エンジン・動画配
信・クラウドサービス等があり、主
な収益源は広告・手数料となって
いる。いわゆるシリコンバレー企業
に代表されるスピードと成長性が
何よりも重視されるカルチャーであ
ることが特徴である。

分野

音楽

ビデオサービス

本屋

出所：ウォールストリートジャーナル記事よりフロンティア・マネジメント作成

ソフトウェア企業

写真

転職エージェント

伝統的企業

Amazon
Kindleによって書籍もソフトウェア化

Borders
（2011年チャプター11を申請）

Netflix Blockbuster
（2010年チャプター11を申請）

iTunes, Spotify, Pandra レコード・レーベル
業界での影響力が極度に弱体化

Shutterfly, Snapfish, Flickr Kodak
（2012年チャプター11を申請）

LinkedIn 人材紹介会社

「ソフトウェアが
世界を食い尽くす」

伝統的企業を侵食する
ソフトウェア企業

デジタル型ビジネス vs 
アナログ型ビジネス

デジタル・
トランスフォーメーション

DXへの取り組み例
GE

Predix

ソフトウェア企業と伝統的企業の競争の結果（一部抜粋）図表
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～押し寄せるデジタル変革の波に伝統的な企業はどのように乗り越えていこうとしているのか～

DXの潮流
デジタル・トランスフォーメーション

あらゆる伝統的ビジネスの世界に
ITビジネスが浸食してきている。
伝統的企業は、IT企業に対抗するために
デジタル技術により自らの変革を始めている。

押し寄せるデジタル変革の波に
伝統的な企業はどのように乗り越えて
いこうとしているのか
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15％の割引を受けられたり、オンラ
イン店舗でのクーポンで25％の割
引を受けたりするサービスも提供
されている。さらに電子マネーを発
行したい企業はdigibankのサービ
スの上に自社のキャッシュバックプ
ログラムやポイントプログラムを載
せることもできる。
　digibankの面白い特徴は他にも
ある。24時間365日対応可能なカス
タマーサービスも提供しているが、
これはiPhoneの音声認識ソフト
ウェアのSiriを開発したチームが
立ち上げたKasistoという米国ベン
チャーが作成したAI（人工知能）
で対応している。セキュリティも
GoogleやFacebookでも使用され
ている一般的なワンタイム・パス
ワードをさらに強化したものを内蔵
するなど安心して利用できるよう
に配慮がされている。

　このようなソフトウェア化された
プラットフォームビジネスを展開す
るために、企業にとって何が必要で
あろうか。DXにはトップあるいはトッ
プに次ぐポジションで強力なリー
ダーシップのもとで進めることが成
功の秘訣であると考えられる。GE
ではCEO、DBS BankではCOO
といった経営トップがDXを推進し
て成功したが、最近では多くの米
国企業や先進的な日本企業の間で
も Chief Digital Officer（CDO）と
いう役職が設置され始めている。

　CDOの役割は大きく分けて2つ
ある。第一にDXを実現することで

あり、伝統的なアナログビジネスを
デジタルビジネスに変革すること
である。第二はデジタルビジネスの
成長である。CDOはデジタルビジ
ネスからの収益を成長させる責任
を持つ。また、公共セクターにおい
てもCDOが設置されることがあり、
この場合は住民とのデジタルサー
ビスの接点を増やすことで公共
サービスの改善を目指している。
　いくつかの代表的な企業のCDO
のポジションを調べたが、CEOの直
下にCRO（Chief Revenue Officer）
やCMO（Chief Marketing Officer）
と同列となりCIO（Chief Informa-
tion Officer）の上に立つパターン
もあれば、CDOがCIOを兼務する
パターンもあり、そのほかCMOと
兼務するパターンも見られた。どの
ような戦略のDXを進めるかによっ
て、組織毎にさまざまな位置づけ
が取られているものと推察する。

　CDOとなった人物の経歴を調査
すると、いくつかの特長が浮かび
上がる。❶DXに対するデジタル技
術の活用方法の知識と経験、❷新
しい技術に関する好奇心、❸BPR
（ビジネスプロセス・リエンジニア
リング）の経験、❹交渉力と説得
力、❺組織の内外で組織変革がで
きる素質、❻社外の様々な企業と
パートナーシップを組む力、❼速い
スピードでの実行力といった共通
点がある。
　さらに代表的な米国企業での
CDOの経歴を調査したところ、外
部登用であること、ITベンダーの経
験があることが共通点として把握さ
れた。大きな変革には外部の人間の
方が過去の内部のしがらみを気にし
ないことから改革に適していること

や、また、ITベンダーの方が様々な
最新のソフトウェア技術の違いを理
解しており、更に全社横断的に各部
門の責任者にその導入・変革を説
得できる能力に長けているためでは
ないかと推察される。
　近年は米国ではCDOはCEOに
なるための登竜門となりつつあると
いわれている。これは従来型のア
ナログビジネスをデジタルビジネ
スに変換できた時には、CDOは社
内で最も高成長・高収益な部門を
リードしていることが予想され、エ
コシステム間の競争を理解してい
るためである。
　最後に、日本の多くの伝統的企
業においても、押し寄せるデジタル
化の波にいち早く乗るべく、経営
層がCDO設置などによって積極的
にDXを進められることを期待した
い。
（本文章は野口氏による弊社向けの講演の内容を 
要約し一部改編したものです）

リアルタイムで収集し、故障の前兆
を予測してメンテナンスを事前に行
うなどコスト削減・生産性向上・リ
スク軽減・信頼性の向上などの顧客
価値を提供するものとされている。
Predixの特筆すべき点は、製造業
の現場を知っているGEが作ったプ
ラットフォーム型のサービスという
ことである。自社のサービスで囲い
込むのではなく、競合を含むあらゆ
るプレイヤーに自社のサービスを開
放して、プラットフォームの上でそ
れぞれが独自のサービスを構築・提
供できるビジネスということである。
これは、従来の製造業が目指してい
た伝統的な競争スタイルと大きく異
なっている。

　伝統的な製造業の世界では完成
品メーカーが新製品を開発し、サー
ビスと一体として、競合他社と新
製品同士を競わせていた。自動車
メーカーであれば、OEMが新製品
をつくり、顧客に自社の販売網を
使って魅力的な製品をアピールし、
充実したアフターサービスと一体
的に提供しており、一次・二次請け
の系列企業が開発から生産及び品
質管理を一貫して実施する体制を
構築していた。ここでは、製品と製
品が競争しているといえる。
　一方で、プラットフォーム型のビ
ジネスとしては例えばスマートフォ
ンが分かりやすい。iPhoneに搭載
されているApp Storeでは競合の
Android OSを開発しているGoogle
や、動画・音楽サービスで競合する
Amazon/Netflixなどのアプリも提
供されている。みなiPhoneの基本
ソフトの上で動くアプリを開発し、
サービスを提供することが出来る
ようにすることで、iPhoneの「エコ

システム」が構築され、顧客に対
する付加価値をより高めていく。こ
れがプラットフォーム型ビジネス（エ
コシステム）が近年重要となってき
た理由である。企業にとって顧客
にとって魅力的なエコシステムを
提供することが製品の競争力を高
めるために重要となり、エコシステ
ムとエコシステムの競争の時代に
なりつつある。
　さらに将来のIoTの世界では多
種多様なデバイスが存在するため、
１つの企業がすべての製品・サービ
スを提供することは困難であり、統
合したサービスを提供できるエコシ
ステムを他社と協力して構築せざる
を得ないと考えられる。一方で、こ
のエコシステムの基礎となるプラッ
トフォームを構築した会社が、戦略
的に付加価値を決めていく主導権
を握ることが出来るともいえる。GE
は製造業におけるこの変化の重要
性にいち早く気づいて、全社を上げ
てソフトウェアビジネスへの変革に
取り組んできたのである。

　もう一つの大きな変化が起こり
つつある分野は銀行業である。近
年の銀行業はデジタル化の脅威に
さらされている。例えばスェーデン
では “Swish”というアプリで電子決
済され、現金決済はわずか２％以
下に低下している。中国でも微信支
付(WeChatPay）や支持宝（Alipay）
といったデジタル決済手段が広が
り、都市部でのモバイル決済普及
率が98％に達している。このように
銀行を介さない決済手段が拡大し
ている中で、銀行がDXを推進して、
自ら新たなビジネスモデルを作り上

げた事例として、シンガポールの
DBS Bankが2016年４月にスター
トしたdigibankというサービスが
ある。
　DBS Bankは、かつては最低の顧
客満足度のサービスで酷評されて
いた銀行であった。Paul Cobban 
（Chief Operating Officer）は就任
後にこの状況を改善するため、顧
客の待ち時間を徹底的に減らすこ
とから取り組み、たった一年でシン
ガポールでの最高の顧客満足を獲
得した。さらに、顧客中心に業務を
改革し、ついに “Making Banking 
Invisible”というコンセプトにたど
りついた。これは、銀行がサービス
を提供している事実を顧客に意識
させない状況が、顧客の満足につ
ながるという考えであり、それを具
現化したのがdigibankと呼ばれる
サービスである。

　digibankのサービスのターゲッ
トはインドであり、その中でも預金
口座を持っていない “Unbanked”と
呼ばれる２億人近い人々が主な対
象である。digibankがユニークな
のは、このサービスが「紙・サイン・
支店」という銀行にとって必要と思
われる３つの要素を全て省いてい
ることである。digibankのアプリさ
えダウンロードして登録すれば90
秒で口座開設ができてしまい、カ
フェでのコーヒーの支払いがモバ
イル決済でできるようになる。最低
口座預金残高制限は無く、高い預
金利息が提供され、２百万台以上
のATMからの引出手数料が無料
である。送金するのもアプリ上で
送金先と金額を指定して容易に可
能である。またdigibankのデビット
カードを使う事でマクドナルドの

　一方で、ビジネスにITを取り入
れてきた既存のアナログ型、つまり
伝統的な企業としては量販店・百
貨店・小売店やメーカーなども含ま
れる。製品・商品やサービスの安心
や安全が第一とされる文化である
ことが特徴である。
　多くの分野でソフトウェア企業
に領域を浸食されてきた伝統的企
業も、徐々にIT技術を取り込み始
め、急速な反撃に転じている。昨
今のこの反撃のキーワードはDX
（Digital Transformation）である。

　DXの概念は2004年にスウェー
デンのウメオ大学エリック・スタル
ターマン教授が提唱した「ITの浸
透が、人々の生活をあらゆる面で
より良い方向に変化させる」という
ものである。第一フェーズがITを
利用することでの業務プロセスの
効率化、第二フェーズがITによっ
て業務を置き換えること、第三
フェーズは業務がITへ、ITが業務
へと双方向にシームレスな変換が

できるようになることである。第三
フェーズで重要なのは、リアルな世
界でのイベントとクラウド化された
ソフトウェアの世界がつながって
おり、双方向のフィードバックが自
動的に行われて価値創造につなが
ることである。そのために必要なク
ラウドやAIといったIT技術を低価
格で活用できるようになってきたこ
とがこの変化を加速させている。
DXが進むにつれて、企業が提供
する製品・サービスもDXに対応す
ることが必須となってきている。

　General Electric（GE）は伝統
的な重厚長大産業である電力・航
空機・ヘルスケア等を中核とする
多国籍コングロマリット企業であっ
たが、近年DXに積極的に取り組ん
できている。ITベンダーが大量の
データと分析技術を駆使して故障
を予測することでサービスの主導
権をにぎり、製造業が下請けとなっ
てしまうことを懸念して急速にソフ

トウェア開発へ参入した。2011年
にソフトウェアセンターを立ち上げ
るため、外部からトップ人材を採用
し、シリコンバレー近くのサンラモ
ンに拠点を設けて多額の投資を行
い、多数のソフトウェア技術者及
びデータサイエンティストを雇用し
た。Minds+Machinesというイベン
トを開催して、自分達がソフトウェ
アとアナリティクス企業であると強
調した。その時点でソフトウェア
の売上高はわずか全体の１%未満
だったが、徐々に売上を拡大し、デ
ジタル関連部門を集約してGEデジ
タルを発足、2015年以降は毎年
20％の成長を続け、2020年までに
150億ドルのソフトウェア・カンパ
ニーとなることを宣言している。

　GEはPredixというIoTプラット
フォームを推進している。Predix 
Cloudと呼ばれるクラウドサービス
と、情報収集のためのPredix Ma-
chineという組込ソフトウェアの２つ
で構成されている。産業用機器（例
えば火力発電所タービン）の情報を

慶應義塾大学理工学部卒業。大学時代から携帯電話向
けアプリケーション開発ベンチャーを立ち上げる。公認
会計士・システム監査技術者。フロンティア･マネジメン
ト㈱ではM&Aアドバイザリー業務に従事。

Hiroshi NAGAMORI

長森 洋志
弊社ファイナンシャル・
アドバイザリー第2部

米国に於いて35年以上IT分野での経営に携わり、現在
は日米テクノロジー企業数社の社外取締役/Advisory 
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デジタル・トランスフォーメーションの潮流
～押し寄せるデジタル変革の波に伝統的な企業はどのように乗り越えていこうとしているのか～
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リジネーションを行う体制を構築
するために、各営業店の幹部行員
の研修・教育も重要である。
　加えて、成長支援に必要なビジ
ネスマッチング及び後記のＭ＆Ａの
提案を、企業の成長支援コンサル
ティングの一環延長として盛り込む
ことが、地方銀行の付加価値発揮
のために重要である。そのために
は、連携する外部コンサルティング
ファームのみならず、地域外に所在
する各産業の専門家又は大手企業
とのネットワーク構築も重要である。
　最後に、これらの成長支援戦略
策定コンサルティングとその戦略
実行のために要する資金提供を一
気通貫で顧客企業に提示するビジ
ネスが地方銀行には期待される。

　地方企業にはオーナー企業が多
いため、オーナーの高齢化による
事業承継面での課題が各企業で散
見され、各地方銀行は、事業承継
に関する税務コンサルティングと
Ｍ＆Ａの仲介業務を、地元の税務
事務所や外部のＭ＆Ａ専門仲介業
者をも活用しながら活発に行って
いる。なお、近時大手地方銀行に
おいては、Ｍ＆Ａに関して顧客企業
固有の利益擁護の観点をも考慮し、
仲介業務だけではなく、どちらか
一方の顧客の利益を最大化するた
めにフィナンシャルアドバイザリー
業務（以下、「FA業務」という。）を
手掛ける銀行も出てきている。
　事業承継関連ビジネスでは、❶
親族内承継のケースを対象として、
税務又は経営の面で支援をする事
業承継コンサルティングと、❷親族
内承継ができないために、第三者に
オーナーの株式を譲渡するＭ＆Ａ支

援業務の両面で、地方銀行のビジ
ネスチャンスは大きい。弊社は、こ
れまで10年以上、地方企業に対す
るコンサルティング又はフィナン
シャルアドバイザリー業務の実績
を有しているが、中小企業の事業
承継・Ｍ＆Ａ支援においても、顧客
企業にとっては、どのような企業に
株式を承継してもらった方がビジ
ネス上良いか、という顧客企業の
利益を図る視点は重要である。具
体的には、①顧客企業の事業価値
を高めてくれる可能性のある買手先
企業の探索の点、②具体的な買手先
企業とのビジネスシナジー探索の
点、③Ｍ＆Ａの条件面での交渉支援
の点のいずれもが重要であり、そ
れらの点でのアドバイスの必要性
が高い地方企業には、中立的な仲
介方式よりも、片側顧客のために
行うＦＡ業務の方が相応しい場合
が多い。即ち、①に関して言えば、
後継者不在の売り手会社の相手先
は、今後の事業拡張の余地を考慮
するなら、地域外の買手先企業の

方が相応しい場合もありうるし、②
に関して言えば、買手先企業にとっ
ての事業シナジーは、売手企業に
とっての事業シナジーと同じではな
く、水平統合の場合は、売手企業が
買手企業に完全に飲み込まれ、売
手企業の良い個性が消滅してしま
う場合もあるので、慎重を要する。
また、③に関して言えば、中小企業
が、比較的規模の大きい中堅企業
以上の買手先企業と実質的に対等
な交渉は難しく、売手企業の利益
を守る必要性は大きい。
　そのような意味で、地方銀行にお
いては、他の地域の地方銀行又は
外部Ｍ＆Ａファームとの連携を行
いつつ、顧客企業に対するFA方
式によるＭ＆Ａサポートが今後の
ビジネスチャンス拡大のために望
ましいものといえる。これは、現在
の地方銀行で実施している仲介業
務を否定するものではなく、地域
内での統合がビジネスシナジー面
や顧客企業の希望をも考慮して望
ましい案件は、従来通りの仲介方

　2013年以降の大胆な金融緩和策
により円安傾向が継続したことも
あり、製造業を中心に各企業が好
業績をあげ内部留保を積み増して
いることに加え、2016年の日銀の
マイナス金利導入により、地方銀
行は、本業の融資業務で適正な金
利差による預貸収益をあげること
が著しく困難となっている。具体
的に言うと、地方銀行は、信用コス
トが低水準で推移していることや
有価証券売買益等の寄与もあり、
一定水準の収益を維持しているも
のの、貸出利鞘の縮小で、コア業務
純益は減少傾向にある。
　また、中長期的に見た場合、生産
年齢人口の減少により借入需要が低
下し貸出残高が減少する一方、預
金保有残高の多い高齢者の割合が
増加するため、預貸率の低下は必
至であり、現在のビジネスモデル自
体の見直しは待ったなしの状況に
ある。平成27年度の顧客向けサー
ビス業務収益を試算すると、2025
年３月期には約６割の地方銀行で
当該利益がマイナスになるとの試
算結果が出ている（以上、金融庁
の2017年度金融レポート参照）。
　地方銀行の顧客基盤がある地方
では、このような厳しい経営環境
に対処するため、成長戦略の策定、
生産性の向上、又は事業再生等の
課題があり、且つ、これらの課題を
克服するため、「ヒト・カネ・ノウハ
ウ」の面でサポートを欲している
企業も多い。よって、地方銀行の
今後のビジネスモデルを考える上
で最も重要なことは、地方企業の
企業価値向上を支援することに他
ならない。そのためには、従来「カ

ネ」の面で企業の支援をしてきた
地方銀行が、「ヒト・ノウハウ」の面
でも支援する機関に移行すること
が期待されるところである。これを
実現するためには、ここ数年間、
金融庁の指導の下で各地方銀行が
取り組んできた事業性評価に基づ
く融資（担保・保証に依存しない
融資）を更に飛躍させ、事業コン
サルティング等のソリューションビ
ジネスと成長資金の融資をセット
で供給するビジネスへの移行が必
要となる〈第一の提言〉。ここでは、
従来のコンサルティング又はM＆
Aの仲介・FAビジネスに加えて、
高度化したビジネスマッチングを
も含めた総合的なソリューション
ビジネスへと進化させることが求
められる。
　加えて、金銭を貸して金利を収
受する融資ビジネスに、よりエクィ
ティビジネスに近い高収益が期待
できるメザニン的な資金供給ビジ
ネスをも加味していくことが、顧客
企業の収益増加と地方銀行の収益
向上を関連付ける意味で、今後に
おいてニーズが高いビジネス分野
ということができる〈第二の提言〉。
更に付言するなら、既に多くの地
銀が実施しているファンドビジネ
スをより活性化し、「ヒト・ノウハ
ウ」面をも供給できるファンドとし
て、特に、後継者不在で事業承継
が必要な成長可能性のある地域企
業に対し投資し、当該企業に関連
した各種ビジネスを獲得していく
ことが考えられる〈第三の提言〉。
　このような三つの提言から導か
れることは、地方銀行は、これまで
の「企業に融資をする金融機関」か
ら、「企業に総合的ソリューション
（資金・コンサル・ＦＡ等）を提供す
る金融機関」へ変化すべきである

ということと、各地方銀行は、それ
ぞれの財務体力に応じて、「ローリ
スク・ローリターンビジネス」（融
資差益ビジネス）に「ミドルリスク・
ミドルリターンビジネス」（メザニ
ンビジネス等）をも取り入れていく
ことが、地方銀行の生きる道であ
るということだ【次ページからの図
表１及び２参照】。

■ⅰ　地方銀行においては、貸金収入
以外の増収策の一つとして、融資
先に対するコンサルティング業務を
銀行自身が行う動きが近時広まっ
ている。この内製化に関連して、❶
全ての地域内のコンサルティング業
務の内製化を目指す銀行、❷外注先
の専門コンサル会社を紹介する案件
と自行又はグループ会社でコンサル
ティングを対応する案件とに区分け
する銀行、❸外注先専門コンサル会
社に基本的に案件を紹介し、その紹
介料を収受する銀行、の大きく分け
て３タイプの銀行に分かれるが、比
較的多いタイプが上記❷のタイプ
の銀行である。
■ⅱ　その場合の区分けの方法として
は、概ね以下のような場合が多い。

については、外部コンサル会
社に依頼する方法

③自行内で産業知見が乏しい
業界に属する会社についてだ
け、外部コンサルティング会
社に依頼する方法

④コンサルティング業務の中で
も、経営計画策定又は経営管
理支援等のように従来の銀
行業務と関わりが深い業務は
自行内で対応し、専門性の高
い戦略策定業務や現場工場
改善・ITサポート等の機能面
のコンサルティング業務は、
外部コンサルティング会社に
依頼する方法

①債務者区分が要注意先以下
の再生系案件について、コン
フリクト回避の観点から、外
部コンサル会社に依頼する方
法

②顧客の年商規模が一定規模
（例えば30億円）以上の顧客

総論1

地方銀行による
ソリューション
ビジネスの活性化
について〈第一の提言〉

コンサルティング系
ビジネス

2

2-1
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Ⅱ

地方における人口減少とマイナス金利の影響で、
地方銀行を取り巻く経済環境は著しく悪化しており、

融資業務以外の収益ビジネスの柱として、
地域企業の成長支援に伴う

収益機会の多様化が求められている。
本稿は、それを当職にて検討した
個人の私見にすぎないが、

今後の参考に少しでもなればという気持ちで
記すものである。

地方銀行の課題と
今後の

収益ビジネスに
ついて

Feature地方銀行の課題と今後の収益ビジネスについて
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リジネーションを行う体制を構築
するために、各営業店の幹部行員
の研修・教育も重要である。
　加えて、成長支援に必要なビジ
ネスマッチング及び後記のＭ＆Ａの
提案を、企業の成長支援コンサル
ティングの一環延長として盛り込む
ことが、地方銀行の付加価値発揮
のために重要である。そのために
は、連携する外部コンサルティング
ファームのみならず、地域外に所在
する各産業の専門家又は大手企業
とのネットワーク構築も重要である。
　最後に、これらの成長支援戦略
策定コンサルティングとその戦略
実行のために要する資金提供を一
気通貫で顧客企業に提示するビジ
ネスが地方銀行には期待される。

　地方企業にはオーナー企業が多
いため、オーナーの高齢化による
事業承継面での課題が各企業で散
見され、各地方銀行は、事業承継
に関する税務コンサルティングと
Ｍ＆Ａの仲介業務を、地元の税務
事務所や外部のＭ＆Ａ専門仲介業
者をも活用しながら活発に行って
いる。なお、近時大手地方銀行に
おいては、Ｍ＆Ａに関して顧客企業
固有の利益擁護の観点をも考慮し、
仲介業務だけではなく、どちらか
一方の顧客の利益を最大化するた
めにフィナンシャルアドバイザリー
業務（以下、「FA業務」という。）を
手掛ける銀行も出てきている。
　事業承継関連ビジネスでは、❶
親族内承継のケースを対象として、
税務又は経営の面で支援をする事
業承継コンサルティングと、❷親族
内承継ができないために、第三者に
オーナーの株式を譲渡するＭ＆Ａ支

援業務の両面で、地方銀行のビジ
ネスチャンスは大きい。弊社は、こ
れまで10年以上、地方企業に対す
るコンサルティング又はフィナン
シャルアドバイザリー業務の実績
を有しているが、中小企業の事業
承継・Ｍ＆Ａ支援においても、顧客
企業にとっては、どのような企業に
株式を承継してもらった方がビジ
ネス上良いか、という顧客企業の
利益を図る視点は重要である。具
体的には、①顧客企業の事業価値
を高めてくれる可能性のある買手先
企業の探索の点、②具体的な買手先
企業とのビジネスシナジー探索の
点、③Ｍ＆Ａの条件面での交渉支援
の点のいずれもが重要であり、そ
れらの点でのアドバイスの必要性
が高い地方企業には、中立的な仲
介方式よりも、片側顧客のために
行うＦＡ業務の方が相応しい場合
が多い。即ち、①に関して言えば、
後継者不在の売り手会社の相手先
は、今後の事業拡張の余地を考慮
するなら、地域外の買手先企業の

方が相応しい場合もありうるし、②
に関して言えば、買手先企業にとっ
ての事業シナジーは、売手企業に
とっての事業シナジーと同じではな
く、水平統合の場合は、売手企業が
買手企業に完全に飲み込まれ、売
手企業の良い個性が消滅してしま
う場合もあるので、慎重を要する。
また、③に関して言えば、中小企業
が、比較的規模の大きい中堅企業
以上の買手先企業と実質的に対等
な交渉は難しく、売手企業の利益
を守る必要性は大きい。
　そのような意味で、地方銀行にお
いては、他の地域の地方銀行又は
外部Ｍ＆Ａファームとの連携を行
いつつ、顧客企業に対するFA方
式によるＭ＆Ａサポートが今後の
ビジネスチャンス拡大のために望
ましいものといえる。これは、現在
の地方銀行で実施している仲介業
務を否定するものではなく、地域
内での統合がビジネスシナジー面
や顧客企業の希望をも考慮して望
ましい案件は、従来通りの仲介方

■ⅲ　一方で、地方企業における課題
及び地方銀行が行うコンサルティ
ング業務には、次の通りいくつか
の課題があり、当該業務の活性化
のためには、その点を踏まえた業
務運営が重要である。

■ⅳ　以上を踏まえると、地方銀行のコ
ンサルティング業務における具体
的な提言は、以下の通りである。
　まずは、コンサルティングを実施
する専門部署を設置し、外部コン
サル会社との積極的な協業を通じ
て、全国の様々な企業におけるコ
ンサルノウハウをも取り込んだ成
長支援コンサルティングを実施す
る体制を構築すべきである（その
ためには、外部コンサル会社との
連携及び役割分担を明確にする
他、コンサルティングファーム経験
者の中途採用も必要である。）。
　次に、コンサルティング案件のオ

　2013年以降の大胆な金融緩和策
により円高傾向が継続したことも
あり、製造業を中心に各企業が好
業績をあげ内部留保を積み増して
いることに加え、2016年の日銀の
マイナス金利導入により、地方銀
行は、本業の融資業務で適正な金
利差による預貸収益をあげること
が著しく困難となっている。具体
的に言うと、地方銀行は、信用コス
トが低水準で推移していることや
有価証券売買益等の寄与もあり、
一定水準の収益を維持しているも
のの、貸出利鞘の縮小で、コア業務
純益は減少傾向にある。
　また、中長期的に見た場合、生産
年齢人口の減少により借入需要が低
下し貸出残高が減少する一方、預
金保有残高の多い高齢者の割合が
増加するため、預貸率の低下は必
至であり、現在のビジネスモデル自
体の見直しは待ったなしの状況に
ある。平成27年度の顧客向けサー
ビス業務収益を試算すると、2025
年３月期には約６割の地方銀行で
当該利益がマイナスになるとの試
算結果が出ている（以上、金融庁
の2017年度金融レポート参照）。
　地方銀行の顧客基盤がある地方
では、このような厳しい経営環境
に対処するため、成長戦略の策定、
生産性の向上、又は事業再生等の
課題があり、且つ、これらの課題を
克服するため、「ヒト・カネ・ノウハ
ウ」の面でサポートを欲している
企業も多い。よって、地方銀行の
今後のビジネスモデルを考える上
で最も重要なことは、地方企業の
企業価値向上を支援することに他
ならない。そのためには、従来「カ

ネ」の面で企業の支援をしてきた
地方銀行が、「ヒト・ノウハウ」の面
でも支援する機関に移行すること
が期待されるところである。これを
実現するためには、ここ数年間、
金融庁の指導の下で各地方銀行が
取り組んできた事業性評価に基づ
く融資（担保・保証に依存しない
融資）を更に飛躍させ、事業コン
サルティング等のソリューションビ
ジネスと成長資金の融資をセット
で供給するビジネスへの移行が必
要となる〈第一の提言〉。ここでは、
従来のコンサルティング又はM＆
Aの仲介・FAビジネスに加えて、
高度化したビジネスマッチングを
も含めた総合的なソリューション
ビジネスへと進化させることが求
められる。
　加えて、金銭を貸して金利を収
受する融資ビジネスに、よりエクィ
ティビジネスに近い高収益が期待
できるメザニン的な資金供給ビジ
ネスをも加味していくことが、顧客
企業の収益増加と地方銀行の収益
向上を関連付ける意味で、今後に
おいてニーズが高いビジネス分野
ということができる〈第二の提言〉。
更に付言するなら、既に多くの地
銀が実施しているファンドビジネ
スをより活性化し、「ヒト・ノウハ
ウ」面をも供給できるファンドとし
て、特に、後継者不在で事業承継
が必要な成長可能性のある地域企
業に対し投資し、当該企業に関連
した各種ビジネスを獲得していく
ことが考えられる〈第三の提言〉。
　このような三つの提言から導か
れることは、地方銀行は、これまで
の「企業に融資をする金融機関」か
ら、「企業に総合的ソリューション
（資金・コンサル・ＦＡ等）を提供す
る金融機関」へ変化すべきである

ということと、各地方銀行は、それ
ぞれの財務体力に応じて、「ローリ
スク・ローリターンビジネス」（融
資差益ビジネス）に「ミドルリスク・
ミドルリターンビジネス」（メザニ
ンビジネス等）をも取り入れていく
ことが、地方銀行の生きる道であ
るということだ【次ページの図表１
及び２参照】。

■ⅰ　地方銀行においては、貸金収入
以外の増収策の一つとして、融資
先に対するコンサルティング業務を
銀行自身が行う動きが近時広まっ
ている。この内製化に関連して、❶
全ての地域内のコンサルティング業
務の内製化を目指す銀行、❷外注先
の専門コンサル会社を紹介する案件
と自行又はグループ会社でコンサル
ティングを対応する案件とに区分け
する銀行、❸外注先専門コンサル会
社に基本的に案件を紹介し、その紹
介料を収受する銀行、の大きく分け
て３タイプの銀行に分かれるが、比
較的多いタイプが上記❷のタイプ
の銀行である。
■ⅱ　その場合の区分けの方法として
は、概ね以下のような場合が多い。

については、外部コンサル会
社に依頼する方法

③自行内で産業知見が乏しい
業界に属する会社についてだ
け、外部コンサルティング会
社に依頼する方法

④コンサルティング業務の中で
も、経営計画策定又は経営管
理支援等のように従来の銀
行業務と関わりが深い業務は
自行内で対応し、専門性の高
い戦略策定業務や現場工場
改善・ITサポート等の機能面
のコンサルティング業務は、
外部コンサルティング会社に
依頼する方法

いこと。

②各地方銀行とも、企業と企業
の接点をつくるためのビジネ
スマッチングをほぼ無償サー
ビスで行っているケースが多
いが、地方企業にとっては、
全国（世界）の有力取引先企
業との接点確保のニーズは
大きく、そのためには、単な
る企業と企業のマッチングで
はない、企業の成長コンサル
ティングの一環として行う高
度なビジネスマッチングが地
方企業から期待されているこ
と。

③専門コンサル会社は、全国の
同種又は類似の事例等に携
わった上での豊富な知見を活
用しながらコンサルティング
業務を遂行しているが、地域
内での経験値を中心として行
う地方銀行のコンサルティン
グ業務には、一定の限界があ
ること。

④コンサルティング業務におい
ては、案件のオリジネーショ
ン段階から、事業の課題を一
定の範囲で見極める能力及
び知見が必要であるが、その
ためには、顧客企業と常時接

点のある営業店の各銀行員
が顧客の潜在的なニーズを
把握し、それに応じた専門的
なコンサルティング提案を専
門部署と協力して行う体制が
必要であるが、それができる
地方銀行は未だ少ないこと。

⑤融資先に対するコンサルティ
ング業務には、債権者である
立場と債務者のアドバイスを
する立場という潜在的なコン
フリクトが存在していること。

①債務者区分が要注意先以下
の再生系案件について、コン
フリクト回避の観点から、外
部コンサル会社に依頼する方
法

②顧客の年商規模が一定規模
（例えば30億円）以上の顧客

①近時の地方企業のニーズは、
コスト削減や財務的な効率化
支援ではなく、成長支援分野
であるが、その部分のノウハ
ウが地方銀行には十分ではな

出所：フロンティア・マネジメント作成

これまで これから

資金提供（融資等） 資金提供（融資・投資）・コンサルM&A支援

企業に融資する金融機関

顧客企業 地方銀行
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提供する金融機関
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＋
回収
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＋
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図表1 地方銀行に今後期待されること
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リジネーションを行う体制を構築
するために、各営業店の幹部行員
の研修・教育も重要である。
　加えて、成長支援に必要なビジ
ネスマッチング及び後記のＭ＆Ａの
提案を、企業の成長支援コンサル
ティングの一環延長として盛り込む
ことが、地方銀行の付加価値発揮
のために重要である。そのために
は、連携する外部コンサルティング
ファームのみならず、地域外に所在
する各産業の専門家又は大手企業
とのネットワーク構築も重要である。
　最後に、これらの成長支援戦略
策定コンサルティングとその戦略
実行のために要する資金提供を一
気通貫で顧客企業に提示するビジ
ネスが地方銀行には期待される。

　地方企業にはオーナー企業が多
いため、オーナーの高齢化による
事業承継面での課題が各企業で散
見され、各地方銀行は、事業承継
に関する税務コンサルティングと
Ｍ＆Ａの仲介業務を、地元の税務
事務所や外部のＭ＆Ａ専門仲介業
者をも活用しながら活発に行って
いる。なお、近時大手地方銀行に
おいては、Ｍ＆Ａに関して顧客企業
固有の利益擁護の観点をも考慮し、
仲介業務だけではなく、どちらか
一方の顧客の利益を最大化するた
めにフィナンシャルアドバイザリー
業務（以下、「FA業務」という。）を
手掛ける銀行も出てきている。
　事業承継関連ビジネスでは、❶
親族内承継のケースを対象として、
税務又は経営の面で支援をする事
業承継コンサルティングと、❷親族
内承継ができないために、第三者に
オーナーの株式を譲渡するＭ＆Ａ支

援業務の両面で、地方銀行のビジ
ネスチャンスは大きい。弊社は、こ
れまで10年以上、地方企業に対す
るコンサルティング又はフィナン
シャルアドバイザリー業務の実績
を有しているが、中小企業の事業
承継・Ｍ＆Ａ支援においても、顧客
企業にとっては、どのような企業に
株式を承継してもらった方がビジ
ネス上良いか、という顧客企業の
利益を図る視点は重要である。具
体的には、①顧客企業の事業価値
を高めてくれる可能性のある買手先
企業の探索の点、②具体的な買手先
企業とのビジネスシナジー探索の
点、③Ｍ＆Ａの条件面での交渉支援
の点のいずれもが重要であり、そ
れらの点でのアドバイスの必要性
が高い地方企業には、中立的な仲
介方式よりも、片側顧客のために
行うＦＡ業務の方が相応しい場合
が多い。即ち、①に関して言えば、
後継者不在の売り手会社の相手先
は、今後の事業拡張の余地を考慮
するなら、地域外の買手先企業の

方が相応しい場合もありうるし、②
に関して言えば、買手先企業にとっ
ての事業シナジーは、売手企業に
とっての事業シナジーと同じではな
く、水平統合の場合は、売手企業が
買手企業に完全に飲み込まれ、売
手企業の良い個性が消滅してしま
う場合もあるので、慎重を要する。
また、③に関して言えば、中小企業
が、比較的規模の大きい中堅企業
以上の買手先企業と実質的に対等
な交渉は難しく、売手企業の利益
を守る必要性は大きい。
　そのような意味で、地方銀行にお
いては、他の地域の地方銀行又は
外部Ｍ＆Ａファームとの連携を行
いつつ、顧客企業に対するFA方
式によるＭ＆Ａサポートが今後の
ビジネスチャンス拡大のために望
ましいものといえる。これは、現在
の地方銀行で実施している仲介業
務を否定するものではなく、地域
内での統合がビジネスシナジー面
や顧客企業の希望をも考慮して望
ましい案件は、従来通りの仲介方

式で実施し、顧客企業の成長可能
性と期待からして、地域外の買手
先企業の探索を実施するFA方式
が妥当な場合には、FA方式を採用
すべきである。
　また、弊社では、地方銀行の顧客
である中堅企業に対し、地方銀行
を通じて、海外の企業買収案件の
紹介も実施しているが、このような
場合には、地域外（海外）の売り
手企業を地域企業が買収する際
に、ＦＡ方式にて、買手先企業をア
ドバイスするビジネスも地方銀行
が外部専門ファームの助力を得な
がら実施することは可能であり、こ
の点も、地方銀行がFA業務を強
化すべき理由となる。

　地方銀行は、これまで、金銭を貸
し、当該与信先のクレジット（債務
者区分等）に応じて設定された金
利（格付けが低い企業ほど金利が
高くなる）を収受する融資ビジネ
スを行ってきた。しかしながら、低
金利で且つ再生企業自体が少ない
今日においては、そのような発想を
転換し、よりエクィティビジネスに
近い発想で、金銭を貸し、当該企
業の事業収益に比例した金利で貸
し出しを行うビジネスへの展開が
期待されるところである。具体的
には、顧客が低収益の頃は低金利、
高収益をあげるようになった場合
に、当該収益に応じた高い金利を
支払ってもらう発想で設定される
金利であり、これは、通常のローン
形式で行う他、社債形式又は種類
株式（償還請求権付の種類株式）
の形式で行うことも可能である（融

資はいずれも無担保で実施を想
定）。
　また、その他のメザニン的な資本
性資金として、転換社債や新株予
約権付ローン等も考えられるが、
地方企業の場合は、当該企業の株
式売買収益を実現させるための
EXIT方法が限定されることから、
一定期間の支援後に第三者への転
売をすることが可能な、後継者不
在企業の場合等には活用できるス
キームである（下記４と同様）。
　このメザニン方式は、第一の提
言の成長支援コンサルにおいて、
地方銀行が実際に企業価値拡大に
貢献した場合、その果実をコンサ
ル手数料とは別に収受する方式と
しても有効である。顧客企業にとっ
ては、地方銀行がメザニン方式に
よる資金支援だけを実施し、事業
収益が増加した場合に高い金利又
は高い株式の買い取り資金を地方
企業が拠出せざるを得なくなるこ
とには抵抗感があるが、成長支援
コンサル（ビジネスマッチング又は
買収案件紹介）とのセットであれ
ば、顧客企業にとっては成功報酬
的な意味合いで支払うことになる
ので、顧客企業のニーズに合致す
るものと言うことができる。

　地方企業の中には、差別化できる
技術や強みを持っているものの、人
材やノウハウ等の制約から、十分な
成長ができていない企業が多々存
在している。このような企業で且つ
後継者が不在の企業に対して、地
方銀行は、通常、Ｍ＆Ａの仲介ビジ

ネスにて対処しているが、当該地域
企業に対し、地方銀行系のファンド
が、「カネ」のみならず、「ヒト・ノウ
ハウ」面をも投入することにより、
地域社会を牽引する地域中核企業
になれるよう育成支援することは、
地方創生にとって極めて重要であ
る。そして、そのような投資を行う
ことで、目の前の仲介手数料だけに
拘らずに、当該企業との関係で中長
期的なビジネス機会（投資収益の
他、投資先企業への買収ファイナン
ス、ロールアップ時又はEXIT時の
FA報酬等）を地方銀行は得ること
ができるはずである。このように，
後継者不在の地域企業に対し、地
方銀行が、従来の仲介方式又はFA
方式によるＭ＆Ａサポートで対応
するのみならず、地方銀行系ファ
ンドによる投資と地方銀行による
人材面及びノウハウ面でのサポー
トをセットで行うことは、顧客企業
（株主）の選択肢を広げることにな
り、結果的に、顧客利益の最大化、
地方創生の実現、そして地方銀行
の新しいビジネスモデル構築につ
ながる。

　2013年以降の大胆な金融緩和策
により円高傾向が継続したことも
あり、製造業を中心に各企業が好
業績をあげ内部留保を積み増して
いることに加え、2016年の日銀の
マイナス金利導入により、地方銀
行は、本業の融資業務で適正な金
利差による預貸収益をあげること
が著しく困難となっている。具体
的に言うと、地方銀行は、信用コス
トが低水準で推移していることや
有価証券売買益等の寄与もあり、
一定水準の収益を維持しているも
のの、貸出利鞘の縮小で、コア業務
純益は減少傾向にある。
　また、中長期的に見た場合、生産
年齢人口の減少により借入需要が低
下し貸出残高が減少する一方、預
金保有残高の多い高齢者の割合が
増加するため、預貸率の低下は必
至であり、現在のビジネスモデル自
体の見直しは待ったなしの状況に
ある。平成27年度の顧客向けサー
ビス業務収益を試算すると、2025
年３月期には約６割の地方銀行で
当該利益がマイナスになるとの試
算結果が出ている（以上、金融庁
の2017年度金融レポート参照）。
　地方銀行の顧客基盤がある地方
では、このような厳しい経営環境
に対処するため、成長戦略の策定、
生産性の向上、又は事業再生等の
課題があり、且つ、これらの課題を
克服するため、「ヒト・カネ・ノウハ
ウ」の面でサポートを欲している
企業も多い。よって、地方銀行の
今後のビジネスモデルを考える上
で最も重要なことは、地方企業の
企業価値向上を支援することに他
ならない。そのためには、従来「カ

ネ」の面で企業の支援をしてきた
地方銀行が、「ヒト・ノウハウ」の面
でも支援する機関に移行すること
が期待されるところである。これを
実現するためには、ここ数年間、
金融庁の指導の下で各地方銀行が
取り組んできた事業性評価に基づ
く融資（担保・保証に依存しない
融資）を更に飛躍させ、事業コン
サルティング等のソリューションビ
ジネスと成長資金の融資をセット
で供給するビジネスへの移行が必
要となる〈第一の提言〉。ここでは、
従来のコンサルティング又はM＆
Aの仲介・FAビジネスに加えて、
高度化したビジネスマッチングを
も含めた総合的なソリューション
ビジネスへと進化させることが求
められる。
　加えて、金銭を貸して金利を収
受する融資ビジネスに、よりエクィ
ティビジネスに近い高収益が期待
できるメザニン的な資金供給ビジ
ネスをも加味していくことが、顧客
企業の収益増加と地方銀行の収益
向上を関連付ける意味で、今後に
おいてニーズが高いビジネス分野
ということができる〈第二の提言〉。
更に付言するなら、既に多くの地
銀が実施しているファンドビジネ
スをより活性化し、「ヒト・ノウハ
ウ」面をも供給できるファンドとし
て、特に、後継者不在で事業承継
が必要な成長可能性のある地域企
業に対し投資し、当該企業に関連
した各種ビジネスを獲得していく
ことが考えられる〈第三の提言〉。
　このような三つの提言から導か
れることは、地方銀行は、これまで
の「企業に融資をする金融機関」か
ら、「企業に総合的ソリューション
（資金・コンサル・ＦＡ等）を提供す
る金融機関」へ変化すべきである

ということと、各地方銀行は、それ
ぞれの財務体力に応じて、「ローリ
スク・ローリターンビジネス」（融
資差益ビジネス）に「ミドルリスク・
ミドルリターンビジネス」（メザニ
ンビジネス等）をも取り入れていく
ことが、地方銀行の生きる道であ
るということだ【次ページの図表１
及び２参照】。

■ⅰ　地方銀行においては、貸金収入
以外の増収策の一つとして、融資
先に対するコンサルティング業務を
銀行自身が行う動きが近時広まっ
ている。この内製化に関連して、❶
全ての地域内のコンサルティング業
務の内製化を目指す銀行、❷外注先
の専門コンサル会社を紹介する案件
と自行又はグループ会社でコンサル
ティングを対応する案件とに区分け
する銀行、❸外注先専門コンサル会
社に基本的に案件を紹介し、その紹
介料を収受する銀行、の大きく分け
て３タイプの銀行に分かれるが、比
較的多いタイプが上記❷のタイプ
の銀行である。
■ⅱ　その場合の区分けの方法として
は、概ね以下のような場合が多い。
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いつどこでも
空いた時間を活用！

フロンティア･ビジネススクールでは、フロンティア･マネジメントの現場で活躍している経営コンサルタントやM&Aアドバイ
ザーが講師となり、講師自らが担当・経験した事例を受講者が疑似体験できる「超実践型」の授業を実施しております。2018
年度も、新規講座等を加え、皆様の業務に役立つ講座をご提供して参ります。企業様の社内で一度に複数名で学べる講師派遣
型の研修のご相談も受け付けております。

フロンティア･ビジネススクールがSBI大学院大学と共に
提供している「オンライン授業」は、時間に制約のある方や、
遠方在住の方、PMPの資格維持のためPDU取得を希望さ
れている方にオススメです。

Feature 地方銀行の課題と今後の収益ビジネスについて
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フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル レ ビ ュ ー

お申込み及び詳細はこちらまで！

「超実践型」を裏付ける３つの特徴

オンライン授業

講師派遣型講座

講座の内容 講師の説明

社内で人を集めて
効率よく研修したい

講座一覧

受講生の9割が満足！

フロンティア・マネジメント株式会社 研修会場
〒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4F

●受講生に現実的な示唆を提供

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

経営戦略

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

M&A

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 同一内容の講座を複数名で学びたい

組織に、役員研修、部長クラス研修
としてのご利用にもオススメです。
FBSの講師が御社へお伺いし、白
熱した講義を実施します。講義内容
はご希望に合わせてカスタマイズも
いたします。お気軽にご相談下さい。

ビジネススキル

戦略コンサルタントの仕事術、トップアナリ
ストの産業分析

会場

×

1

※講座内容を変更する場合がございます

経営管理

リアルタイムのケーススタディ

●各講師が直面した課題を乗り越えてきた経験をもとにした講義

2 第一線で活躍中の現役講師陣

●経営学・法務・会計など、多様な専門家が在籍するフロンティ
ア･マネジメントならではの知見による学び

3 総合的・多角的な学び

科目名 PDUポイント数 レベル標準学習時間

第一線で活躍中の現役講師陣の
リアルな講義が好評です

2016年の開講から、のべ1000人を超える社会人が受講

多くの社会人が体験し、現場で即活かして頂きたい「超実践型」の授業を
フロンティア･ビジネススクールは2018年も開催して参ります。
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　訪問販売は不意打ち性や密室性が
高く、消費者トラブルが生じやすい
ことから、消費者の保護を図るため
1976年に「訪問販売法」が制定され
た。その後クーリング・オフの期間延
長や不当勧誘行為の禁止を定める他
に、「電話勧誘販売」や「継続的役務

提供契約」等を加え2001年に「特定
商取引法」が制定され、今日まで業
界の健全化が図られてきた。
　一方1990年後半以降、女性の社
会進出による顧客の在宅率の低下、
一軒家の減少や集合住宅のセキュ
リティ強化による新規顧客開拓の難
化、ECの浸透など、訪問販売業界
にとっては向かい風が強くなり、
1996年のピーク時に3.3兆円あった
訪問販売市場は、2012年には約半
分の1.7兆円まで縮小した。
　ところが2013年から同市場は下
げ止まりの様相を見せ、以降３年間

は1.7兆円台を維持している。EC市
場拡大の潮流に乗らない層や対面
販売への根強いニーズ、高齢者人口
の増加が、要因と思われる。

　このような厳しい環境下でも、既存
の訪問販売の形にとらわれず、生き残
りをかけてきた訪問販売企業は多い。
　国内訪問販売市場の40%弱を占
める化粧品・健康食品分野を牽引し
てきたポーラは、訪問販売の他にリ

アル店舗としてサロンを展開し、顧
客を自宅とサロンの両方の接点で囲
い込むことに成功している。同社は
サロンの設備を充実させ、自宅では
できないエステや美容診断により顧
客満足度を高め、単価向上・リピー
トにつなげている。
　建物清掃・清掃用具分野の代表
的企業であるダスキンは、販売員の
コンシェルジュ化と顧客との新たな
接点となる会員サイト「DDuet」に
より、低迷するハウスケア事業に歯
止めをかけようとしている。DDuet
は開設から２年半で29万人の登録
を集め、安定した顧客基盤を構築し
始めた。
　また近年、他チャネルから訪問販
売チャネルに踏み込む企業も注目さ
れている。メガネチェーン店を展開
するメガネスーパーは、戦略転換の
重要施策として出張訪問販売を強
化している。高齢者施設や病院、個
人宅に訪問し、店舗と同等のサービ
スを提供する。メガネや補聴器の販
売にとどまらず、検査や不具合の調
整なども実施し、2016年度は前年
の3倍以上に事業規模を伸ばした。
　新たな潮流として、SNSの浸透で
ユーザー同士のコミュニケーションに
よる疑似的な訪問販売が増えている。
リアルとネットの両方で関係性を深
めるチャンスを持つチャネルである。

　消費者にとって訪問販売は、自宅
に販売員が訪問して購入ができるた
め、交通アクセス等の問題による買
い物弱者に対して、時間的・場所的
な利便性という価値がある。
　訪問販売の２つ目の価値は、対面
販売であるため、one-to-oneで充
分な時間をかけた丁寧な説明によ
り、品質の判断がしにくい商品や
サービスに対し、消費者の判断をサ

ポートする機能を持つことである。
　次に企業にとっての訪問販売の
魅力は、１つ目は商品と販売員の両
方への納得により売買が成立するた
め、一度購入が発生すればリピート
率が非常に高いことである。
　２つ目の魅力は、サプライチェー
ンにおいて流通業者を介さないため
価格を調整しやすく、流通マージン
が不要となり粗利を確保しやすいこ
とである。
　また、街の電器屋が、大手量販店
では難しい「周辺工事をはじめ顧客
ごとのニーズに応える付加価値」を
提供し、価格競争せず量販店に対
抗している話もよく聞く。訪問販売
は、顧客宅へ訪問して初めてわかる
ニーズに対応するモデルと言える。

　訪問販売には、「押し売りされる」
「騙される」といったネガティブな
イメージを持つ人が少なくない。知
名度の高い訪問販売企業でも、末端
の販売員次第で、消費者からクレー
ムを受け評判を落とすリスクがあ
る。これらを回避し、消費者との信
頼関係を築き上げることが、他チャ
ネルとの競争に生き残る上の課題で
ある。特に訪問販売は、販売員の飛
び込み営業が難しい今日、顧客と
ファーストコンタクトと信頼獲得が、
最も重要なポイントとなる。

　訪問販売業者にとって外部環境の
変化は、必ずしもマイナスではない。
むしろこれを機会ととらえ、事業構
造の変革に挑戦し変化に適合する企
業が生き残ると筆者は考える。
　本稿ではその変革の方向性を、商
品・サービス軸と販売チャネル軸の

２軸で整理する。商品・サービス軸
では取り扱う商材が自社ブランドに
限られる「特定」と自社以外も含め
る「不特定」、販売チャネル軸では
「自宅のみ」と「自宅＋α」とする２
軸４象限である【図表】。
　訪問販売を牽引する企業はB・C
象限で、訪問販売ならではの価値を
提供し、強固な顧客接点を構築して
いる。C象限の他チャネルとのハイ
ブリッドは、ブランドの認知やイ
メージ構築、提供価値の幅を広げる
意義がある。B象限の商品・サービ
スの幅の拡張は、顧客の課題解決の
ために必要である。
　今後訪問販売は、販売員と顧客
の信頼関係の構築を強化し、顧客の
課題解決に幅広く応える戦略を取
る。最終的にはD象限へ向けて勝ち
パターンを構築する企業が、業界を
リードしていくであろう。

　訪問販売企業が店舗展開や、EC
や会員サイト等インターネットに取
り組むと、大きなコストがかかる。
逆に、店舗中心にチャネル展開する
企業が訪問販売を始めると、人件費
や教育費がかさみ、顧客満足はアッ
プしても収支が悪化しかねない。
　訪問販売は対面販売を基本とする
業態のため、商品・サービスの高回
転ではなく、粗利率の高さで儲ける
ビジネスである。そのため他業態で
は提供できない付加価値を特定し、
価格に反映させられる事業だけが
勝ち組となり得る。
　あわせて、今後訪問販売で市場
シェアを伸ばしていく企業は、商品・
サービスの軸以外に、どのチャネル
が顧客獲得・満足度向上のための
投資で、どこで収益を稼ぐのかを見
極める必要があるだろう。
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Takeshi KAWASAKI

川崎　健
コンサルティング第１部

ディレクター

関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究
科修了。日系化粧品メーカー、PwCアドバイ
ザリー等を経てフロンティア・マネジマントに
入社。消費財・流通・BtoCサービス業界を
中心に経営戦略やマーケティング戦略の策定
及び実行支援、事業再生・M&A支援に従事。

1990年代より長期にわたり低迷が続いていた訪問販売市場が下げ止まりの
様相を見せている。超高齢化時代の到来と、未だ根強いone-to-oneの対面
販売への需要が市場を支えている。本稿では、新たな局面を迎えた訪問販売
企業の動向と今後の方向性の推察について紹介する。

出所：フロンティア･マネジメント作成
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課題解決の幅
（小売・コンシェルジュ）

特定ブランドの魅力
（メーカー・特定サービス業）

販売員以上にブランド力と商品力（品質）が購
入意思決定に強い影響与える分野

ここでしか買えない商品の提供
住宅関連やネットワーク・家電等、IOTの進化と
共に、販売員の存在意義が活きる分野
（ダスキン：清掃用具・サービス、布亀：配置薬）

コンシェルジュサービス＋商品の提供

トータル美容・ヘルスケア、家具等、品質判断
が難しい分野や感性的要素が購入意思決定に
必要な分野かつ解決方法が多種多様である分野

信頼できる販売員が勧める
商品・サービスの提供

（でんかのヤマグチ：家電小売、メガネスーパー：メガネチェーン）

化粧品等、マルチチャネルで付加価値提供でき
る分野
（ex.ポーラ：化粧品等、アイビー化粧品：化粧品等）

自宅と店舗で高い効果と利便性を提供

生き残り図る訪問販売企業
多様な顧客囲い込み策
講じる

おわりに

訪問販売チャネルの
現状 訪問販売企業の

動向

訪問販売の課題

訪問販売の
勝ちパターンとは

訪問販売チャネルの
魅力

訪問販売企業の変革の方向性図表
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成長の鍵はCSと幅広い課題解決
訪問販売業界の転換期
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　個人向けであれ、産業向けであれ
電子機器の裏方には、それを制御す
るソフトウェアが必ず組み込まれて
いる、このような、使い手の意図を
正確に汲み取り誤動作なく機器を制
御するソフトウェアのことを“組み
込みソフト”と呼ぶ。
　組み込みソフト業界は、1970年代
から、日本のエレクトロニクス産業

の隆盛と軌を一にして発展を遂げ、
「ものづくり日本」を裏方から支える
重要な役割を果たしてきた。日本の
電子機器のグローバルでの名声確立
は、もちろん優れたハードウェアの
開発が主因だが、それを制御する高
品質な組み込みソフトも一因と言い
うるだろう。
　組み込みソフト業界の主要最終顧
客は、1990年代半ばまでは、テレビ、
ビデオ、カムコーダーといったAV
機器メーカーであったが、1990年代
後半からは、買い切り制で爆発的に
市場拡大が見られた携帯電話が主
軸となる。各携帯電話メーカーが、
フィーチャーフォンの機能向上を積

極的に推進したため、組み込みソフ
トエンジニアの確保が課題となっ
た。
　また、機能向上が義務づけられた
ため、電子機器を制御するマイコン
が８ビット→16ビット→32ビットと
高機能化することに伴い、組み込み
ソフトも高度化、複雑化していった
ことから、開発規模が増大したこと
により、組み込みソフト業界は、お
おむね順調な拡大を遂げてきた。
　しかし、2000年代後半から、日本
の電子機器群のグローバル覇権の逸
失や、携帯電話のフィーチャーフォ
ンからスマートフォンへのシフト、
加えてコストダウンを狙った組み込

みソフトのオフショア開発の進展と
いった理由が重なり、日本の組み込
みソフト業界の先行きに不安が立ち
込めた。

　この状況を変えつつあるのが、現
在の日本産業界の牽引役である自動
車産業の組み込みソフト開発需要で
ある。
　自動車産業は、EVシフトやセー
フティ機能拡充、それを拡張した自
動運転、IoT化、セキュリティの進
化といった、電子制御の爆発的な増
大による組み込みソフト開発需要の
拡大が見込まれている。特に自動運
転に関しては、センサー技術活用に
よる情報の読み取り→車体制御や
AIとの融合が不可欠であり、また
乗っ取り防止のためのセキュリティ
強化が必須と考えられることから、
組み込みソフトの開発規模の増大は
不可避となろう。
　中期的には、車に搭載されるソフ
トウェアのソースコードの規模は、現
在の5,000万～6,000万行から、2020
年には１億行に、2025年には２億行
に達すると巷で言われており、単純
な比較は難しいものの現在の銀行勘
定系システムに相当する規模まで拡
大する可能性がある。このようなソフ
トウェア規模の拡大見通しを受け、
矢野経済研究所では、車載ソフトウェ
ア国内市場は、2015年の3,795億円
→2016年の5,250億円から、2020年
には7,475億円、2025年には8,655
億円、2030年には9,950億円まで拡
大すると予想している。
　加えて、車載ソフトウェアのみな

らず、すべての電子機器がインター
ネットに接続され、情報の授受を行
うというコンセプトのIoTが進展す
れば、インターネット接続、情報の
解析/送受信/機器制御、セキュリ
ティ機能のためのソフトウェア開発
需要が見込まれる。
　このように、これまでも裏方とし
て日本の製造業を支えてきた組み込
みソフトに関しては、今後もその重
要性は増すことはあっても減じるこ
とはないと考えられよう。

　中期的に自動車業界向け需要が成
長ドライバと見られる組み込みソフ
ト業界だが、解決すべき課題も多い。
　特筆すべきは、組み込みソフト業
界の業界構造である。組み込みソフ
ト業界は中小企業が中心となってお
り、仕事のプロセスも、エンジニア
派遣や受託開発が主軸となってい
る。即ち、開発の全体像や仕様は、
依頼主が策定するため、エンジニア
は指示されたことを淡々とこなすと
いう開発スタイルが基本となってい
る。その結果、組み込みエンジニア
は、所属する会社の資本力が強くな
い、製品開発の全体設計に携わって
いない、クリエイティビティを求め
られないことから、報酬面が抑制さ
れることとなる。したがって、若手
エンジニアやエンジニアを志望する
学生にとって、“夢があって魅力的
なキャリア”とは映らないことを意

味し、スマートフォン向けゲーム開
発やビジネス系システム開発の会社
と採用面で競り負けがちとなる。
　また、中小企業が多く、過去から
積み上げてきた技術をベースに受託
なり派遣を行う業態であると、新技
術への投資が疎かになるリスクもあ
る。

　今後も日本の産業界を裏方から支
えることが期待される組み込みソフ
ト業界には、産業動向や開発全体を
俯瞰しうる優秀なエンジニアの育成
が不可欠と考えられる。その育成に
は、教育システムの整備と、魅力的
なキャリアパスの整備が有効となろ
う。
　教育システムの整備は業界団体や
国によるサポートが必須で、既にそ
の動きが見られる。
　魅力的なキャリアパスの整備に
は、独立系中小企業中心の業界構造
を革新していく必要があろう。その
ためには、組み込みソフトエンジニ
アを多数必要とする強固な資本力を
具備した会社が、M&Aや出資によ
り、技術力を有した会社やエンジニ
アを囲い込み、業界の基盤強化を促
す業界再編が考えられる。既に、自
動車産業を主要顧客とし、ソフト
ウェアに関連する会社は、組み込み
ソフト会社へのM&Aや出資を実施
ないしは積極方針を表明する会社も
出てきている。家電全盛期に創業さ
れた組み込みソフト会社の中には事
業承継問題を抱える会社も存在する
模様であり、今後の業界再編の進展
に期待したい。
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東京大学卒業。日本証券アナリスト協会検定会
員。エンターテインメント業界を中心に日本株
調査を15年以上経験。エンターテインメント関
連企業の戦略立案やIRなどの経験も有する。

Soichiro FUKUDA

福田 聡一郎
産業調査部

シニア・アナリスト

自動車産業のEVシフトや自動運転、そしてIoT機器といった電子機器の大幅な機能
向上には、それを制御するソフトウェアの高度化が不可欠。しかし、組み込みソフト
業界には課題もあり、業界再編による基盤強化を期待する。

出所：矢野経済研究所
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組み込みソフト業界の現況と課題

14 15FRONTIER±EYES  FEB. 2018 FEB. 2018  FRONTIER±EYES

出力ファイル名：FrontierEYES_v20_p14-p15_180112.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 21.1.0J（CC2017.1.0）

2018-01 vol.02-180112貼込アプリ： Adobe Photoshop 18.1.1J（CC2017.1.1）
作成OS ： OS X ver.10.12.6

機関誌『Frontier EYES』vol.20（2018. FEB.）
P14_P15



　昨年から、弊社への問い合わせに、
新規事業に関する話が増えている。
これは大手企業に限らず、中堅企業
も同様の傾向にある。
　ある大手一部上場企業A社では、
国内を中心とした事業であり中長期
的日本人口の縮小から事業機会の減
少を懸念し新規事業を検討している
ものの、「当社は決まったことを行う
ことが得意な人材は多くいるが、新
しい物事を興す、新しいルールを作
れる人材がいない」、また、中堅非上
場企業B社では将来の技術変化から
現在の事業領域が将来縮小していく
ことが想定され、新規事業を検討し
ているが、「これまで当社は安定し
た事業領域で事業を行ってきたた
め、中長期での変化を捉えることを
行ったことがない。」と考え、当社に
相談に来ている。
　リソース（ヒト、モノ、カネ）を持っ
ている大手／中堅企業でさえも新し
い事業を育てることに何かしらの課
題を抱えている。
　上場企業においては特に昨今の
コーポレート・ガバナンス・コード
導入により、資金を効率的に利益に
変えることへの圧力が高まっている
ことも一つの要因であろう。
　外部環境の大きな変化に対応する
ために企業は本業以外あるいは本業

と関連する分野での拡大を志向し問
い合わせが増えていると考える。

　筆者は日本企業において、新規事
業が創出・成長させられていない大
きな課題として、「経験値の不足」、
「コミットの不足」があると考える。

　日本経済の時代を順にひも解く
と、戦後復興期・高度経済成長期は
社会政治的環境から長期固定為替
の円安や中国経済の不在といった点
もあり、日本企業にとって有利な状
況にあった。
　その中で「欧米に追い付け、追い
越せ」を合言葉に、社員が一丸となっ
てがむしゃらに働き成功体験を積み
重ねた。前例や成功モデルは少なく、
ある意味、全員が起業に近しい経験
を積んできたのではないだろうか。
そこで確立した成功モデルをルー
ティン業務で確実に実行することで
成長してきた。
　1985年のプラザ合意によるドル
高の是正により、日本では貿易収支
が大幅に減少し円高不況への強い懸
念が生じ、日銀は大幅な金融緩和を

実施した。結果、過剰供給された資
産は不動産・金融に回されるように
なった。
　しかし、1990年の総量規制による
急激な金融引き締めによる信用縮
小、消費税導入等によりデフレとな
り、企業は投資した資産の価値下落
により、含み損を抱える構造となり、
バランスシートを縮小する経営へと
軸足を移していった。
　結果として、企業内には新規事業
を興した経験がある人材が少なく
なった。
　現在は20年以上にわたる長期の
デフレからアベノミクスによってデ
フレ脱却が進展している。経営の
モードが合理化から発展・拡大に切
り替わってきているのではないかと
筆者は考察する。
　しかし、人材面では新規事業創出・
実行の経験者が枯渇しており、経営
のモードと内部人材の組織能力との
間にギャップが生じている。

　マネジメント層と現場層の双方で
生じている問題が、「コミットの不足」
である。
　帝国データバンクの調査によると
全国の企業の社長平均年齢は一部
若手抜擢やプロ経営者の外部招集と
いったものも増えてきているものの、
2015年では平均60.8歳と1980年

52.1歳と比較して8.7歳も長くなっ
てきている。残りの限られた在任期
間ではすぐに成果の出にくい新規事
業に対するレビューやアドバイスは
既存事業と比較し優先度が劣後し、
適切なタイミングでのアドバイスや
資源配分がしにくくなる。
　また、マネジメント層が中堅から
若手に「考え付いたものはなんでも
いい、柔軟な発想で考えろ」と言う
ものの、実際には現場だけでは権限
が限られるため大きな改善を実行で
きず、現場だけで出来る範囲の内容
になってしまいがちだ。これは新規
事業に限らず、原価低減等の改善活
動でも同様である。
　ある上場企業C社では現場を主導
とした大規模な原価低減プロジェク
トを進めていた。初めは目新しさで
多くのアイディアが出てきたものの、
実行する上では部門間での意見調整
や責任を誰が持つのかといった現場
だけでは解決できないことが生じ、
また、現場評価は通常業務で行われ
ることもあり、いつしか改善プロジェ
クトの熱は下がり、現場だけで出来
る小さな改善に終始する結果となっ
ていった。

　前述した経験値の不足、コミット
の不足を補うための有用な解決策の
一つに「外部活用」がある。
　新規事業創造・推進を行ったこと
のある外部機関／外部人材を活用す
ることで新規事業に対する経験値の
不足や活動に対する各層のコミット
を引出す進め方を学んでいくことが

有用である。

　ある上場製造業D社ではこれまで
もある事業領域に関して進出すべき
との意見が経営会議、現場からも多
く出てきた。
　しかし、声はあがるものの、具体
的な検討体制や実行計画は生み出さ
れてこなかった。
　当該企業は長期安定的な収益を
上げてきたものの、昨今の外部環境
の変化によって急激に収益が悪化し
ている状態にあった。
　しかし、過去長期安定的な収益を
上げていたこともあり、新しい取り
組みに対する経験が少なく、また安
定的であったゆえに人事評価制度上
も減点主義の色合いが強かった。
　そのため、誰も具体的な責任を持
つ形では手を挙げない状態に陥っ
ていた。
　そこで弊社がプロジェクトの設計
から参画し、マネジメント層と討議
して以下の取組を行った。

　これらにより、D社は社内の知見
を結集し、マネジメント層・現場層
でのコミットを引出すことに成功、
新規事業の具体的なマイルストーン
を形成し、現在実行フェーズに入っ
ている。

　今後、企業はさらなる外部環境の
変化にさらされる。競争が激化し、
収益が圧迫されることで戦略的選択
肢が狭められていくだろう。新規事
業の創出は既存事業と比べ、成功確
率は高くない。
　だからこそ収益を上げている今か
ら仕掛けていくことが企業には必要
であり、弊社も日本企業発展に寄与
するべくそうした顧客企業のため尽
力していきたい。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
眼

❶本件の必要性に関して将来・
実態定量分析を行うことで、
共通認識の熟成を行った。

❷取締役クラスをトップとし、弊
社との協働でのクロスファン
クションの検討チームを組成
し、マネジメント層との定例で
の討議会を構築した。

❸本件検討の参画者に対し十分
な評価を行うよう評価体制を
変更した。

早稲田大学理工学部、慶應義塾大学経営管理
研究科（慶應ビジネススクール）卒業。㈱イン
クス（現、SOLIZE㈱）を経て、フロンティア･マ
ネジメント㈱入社。フロンティア･マネジメント
㈱では製造業を中心に中期事業計画、新規事
業計画の策定、実行支援等に従事。

Koichiro TANAKA

田中 浩一郎
コンサルティング第２部
シニア・ディレクター

新規事業創出／実行が求められているものの、得意とする企業は少ない。課題は「経験値の不足」、「コミットの不足」
であり、これらに対し、「外部活用」が有用である。
今後の競争環境激化を踏まえ、企業は先んじて手を打っていくべきである。

新規事業に関する
問い合わせの増加

外部機関／
人材の活用

新規事業が
上手くいかない課題は
経験値の不足と
コミットの不足

時代変遷から見る
「経験値の不足」

マネジメント層、
現場双方のコミットの不足

上場　製造業の事例

おわりに

日
本
企
業
の
新
規
事
業
創
出
の
壁 

〜「
経
験
値
／
コ
ミ
ッ
ト
の
不
足
」と「
外
部
活
用
の
す
す
め
」〜

コンサルタントの眼

「経験値／コミットの不足」と「外部活用のすすめ」
日本企業の新規事業創出の壁
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　筆者は様々な企業のM&Aの検討
の場に立ち会わせて頂いているが、
「当社はEBITDA（金利税金償却前
利益）の○倍までしか払わない」ある
いは「シナジーは買収価額に反映さ
せない。当社で発生するシナジーは
全て当社のものだ」というお考えを
時々頂戴する。一方で、対象会社の
買収が目的化し、買収価額がM&A
の予算ありきで案件が進んでしまう
場合もある。前者では硬直的な規律
のため企業価値向上の機会を逃しや
すく、後者では買収後に買収した側
の企業価値を棄損しかねない。
　Ｍ＆Ａにおける買収価額は、経済
環境や業界環境のマクロ的な視点と
自社が有する経営資源や組織、オペ
レーション等のミクロ的視点の双方を
踏まえて決定することが重要である。

　M&Aとは「会社の株式の所有権移
動に伴う支配権の移動」と定義され、か
つ、原則的に売手（現株主）と買手（新
株主）の双方において企業価値の向
上が実現しなければ成立しない。売手
にとってのM&Aによる企業価値の向

上とは“自らが有する経営資源を駆使
して実現できる価値”以上の価額での
売却であり、一方、買手には、支払っ
た価値以上の価値の実現に他ならな
い。言い換えれば、売手は自らが実現
できる企業価値より低い価額で経営
権を他者に対して売却することは経済
合理性に適わず、買手は自社の経営
資源投入によって実現できる企業価
値以上の価額で経営権を取得しても
経済合理性には適わないことになる。 

　【図表】ではA、B、C、Dの４つの
企業価値を示している。Aは売手の
経営資源のみによって経営される場
合の、「売手による事業計画」に基づ
く価値である。Bは売手の経営資源
だけで経営される点はAと同じであ
るが、DD（デューディリジェンス）に
よる発見事項、売手と買手の情報の
非対称性やマクロ条件や市場におけ
るポジショニング等ビジネス環境の
認識の相違を反映させた「買手によ
る事業計画」に基づく価値である。
CはBの価値に買手が経営権を取得
し経営資源を投入することで発現す
るシナジーの価値を加算したもので
ある（シナジーケース）。このケースに
おいては、売手のみに発現するシナ
ジーではなく、買手において発現す

るシナジーの価値も考慮する。Dは
実際に売手に対して提示する価値≒
買収価額と捉えて頂きたい。
　重要なポイントは、“売手”＝“対象
会社の株主”の立場では、自ら（自ら
の指名する経営者）が実現できるA
の価値以下で売る（例えばBの価値）
ことは経済合理性が成り立たず、特
別な事情がない限り取引が成立しな
いことである。特別な事情とは、財務
リストラや期限のあるファンド等、現
金化を急ぐ例だが、その場合も入札
手続き等で売却価額を最大化するの
が通常である。従い、買手はM&Aを
実現させるため、自社が経営権を取
得した場合に得られるシナジーの価
値の一部を売主に渡す必要がある。
　M&Aの憶測が流れると株式市場
では対象会社も買収会社も株価が大
きく動くケースを目にする。対象会社
の株価が上がるのはM&Aによるシ
ナジーの一部が払われるとの期待に
よる訳だが、買収会社の方では株価
の上昇と下降の両方の場合がある。
株価上昇の場合は買収価額がシナ
ジー実現も含めると割安だと市場が
判断しており、下降の場合は買収価
額がシナジーを考慮しても高すぎる
と判断していると言える。

　シナジーの数値化はM&Aの検討

に必須のものであり、更に売主との
交渉の際に支払可能価額を念頭にお
くためにはシナジー実現可能性の高
低の層別が必要となる。価額を修正
する必要が生じた際の経営判断にも
極めて重要な情報になるからである。
　例えば、シナジーの典型的な例とし
て間接部門の重複解消によるコスト削
減等が挙げられる。また、同業の
M&A、クロスセルも期待できるが逆
に買収によって特定の顧客に対して
は減少する場合も考えられよう。特許
の有効利用、共同購買による原価の
低減も頻繁に起こるシナジーである。
　Cの事業計画は、Bの事業計画に
ビジネスDDに基づくシナジーを反映
させて作成するが、実現の可能性を層
別し出来る限りビジネスの実態に合わ
せたKPIに落とし込んだ事業計画を
作成が望まれる。その上で、買収にお
ける案件の競争環境、売主の財政状
況、株式譲渡契約書の諸条件、買手

の経営資源等、全ての情報を総合的
に勘案して価額を交渉し、どのレベル
のシナジーまで買収価額に織り込むか
判断の上、最終価額決定に至る訳だ
が、仮に期待シナジーを超えた価額で
しか買収できない場合は、買収を遂行
する合理的根拠が消滅してしまう。

　だが、どれだけ精緻な事業計画を
作ったとしても現実には買収後に事
業計画通りに業績推移するものでは
ない。但し、買収価額の意思決定の
根拠とした事業計画を諸々の前提条
件（KPI）に基づいて作成しておけば、
買収後に事業計画との差が生じた際
に、当初の想定通りに推移していない
点や、改善すべき点を把握しやすくな
る。例えば、売上が事業計画に未達の

場合、営業人員一人当たり売上という
KPIを使っていれば、原因がモチベー
ションの低下なのか、組織の仕組みに
よるものか、といった究明と解決案検
討がしやすくなる。買収者にとって、
シナジーケースの事業計画策定から
PMIはPDCAのサイクルで、事業計画
策定がP、案件の実行がD、事業計
画のKPIに基づく差異の原因の追究
がC、対策の立案・実行がAとなる。

　実際のM&Aは本稿での解説と比
べ、価値の算定一つとっても複雑で、
絶対値で考えられるものではない。し
かしながら、このフレームワークの中
で柔軟に対応すれば、明らかな高値掴
みを回避でき、千載一遇のチャンスを
逃さずに済むと考える次第である。

Masakazu AZUMI

安積 正和
ファイナンシャル・アドバイザリー第１部

マネージング・ディレクター

立命館大学法学部卒業。約15年間
M&A業務に従事。これまで、合併、
買収、売却、敵対的企業買収防衛、
等の国内・クロスボーダー案件に関
与。フロンティア･マネジメント㈱で
はM&Aのアドバイザリーに従事。

出所：フロンティア･マネジメント作成

※シナジーを定量化容易なものと及び定量化困難なもので区分し、定量化容易なものの中で、実現可能性が「中」までを価値計算に織り込むものとしている

●財務諸表
●事業計画

情報の非対称性、
見立ての相違等 定量化

容易 合理性の
高いレンジ

慎重な判断が
必要なレンジ

合理的説明が
困難なレンジ

A
Stand Alone

Value
(Seller’s Case)

売り手にとっての
企業価値

●修正財務諸表
●修正事業計画

B
Stand Alone

Value
(Buyer’s Case)

買い手にとっての
企業価値

（シナジー考慮前）

D
Bid Value
提示する
企業価値

●シナジー
　（売上増・コスト減）
●ディスシナジー
●統合コスト
●買収関連コスト

シナジー

定量化困難

低

中

高

実
現
可
能
性

買収価格
レンジ

交渉余地

●修正財務諸表
●修正事業計画
●シナジー・ディスシナジー等

●競争状況
●機会の希少性

C
Buyer’s Value
買い手にとっての
企業価値

（シナジー含む）

❶Stand-alone価値の算定 ❷シナジーを考慮した価値の算定 ❸提示価値の決定

昨今、M&Aは日本企業にとっても避けては通れない戦略の選択肢の一つとなってい
る中、“買収機会を的確に捕捉するため”や“高値掴みをしないため”、買収価額の考
え方は改めて重要であると認識している。本稿では買収価額検討のフレームワーク
を整理する。

おわりに

事業計画とPMI

はじめに

立場によって異なる
企業価値

M&Aとは売手・買手双方
において企業価値の
最大化を企図する行為

期待シナジーの算出と
価額交渉

価額決定の流れ図表

M
&
A
の
買
収
価
額
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
と
期
待
シ
ナ
ジ
ー
算
出
の
重
要
性

M&Aトピック

M&Aの買収価額の決定プロセスと
期待シナジー算出の重要性
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　医療・介護市場は、高齢化の進展
に伴う需要増・高額医療の拡大・要
介護認定者の増加等を背景に拡大を
続けており、国民医療費及び介護費
用等の社会保障給付費が急増してい
る。
　財政健全化のために社会保障給
付費の低減は喫緊の課題であり、報
酬改定が繰り返されてきた。2018年
の診療報酬と介護報酬ダブル改定

は、今後の医療・介護施策において
大きな節目となる。
　これまでも医療・介護市場は、医
療・介護総合確保推進法及び基本
的な方針による「2025年のあるべき
姿」に沿って、「効率的かつ質の高
い医療提供体制の構築（医療関係）」
と「地域包括ケアシステムの構築（介
護関連）」を大方針として、取り組ん
でいる。【図表】
　上記の取り組み状況等により、病
院・介護事業者の中で業績の二極化
が拡大している。特に、地域医療・
介護を担う小規模の病院・介護事業

者は、政策・制度への対応遅れ及び
経営の非効率等により業績が厳しい
先も多い。

　上記「効率的かつ質の高い医療提
供体制の構築」の具体的内容は、病
床の機能を高度急性期、急性期、回
復期、慢性期の4区分に分けて都道
府県に届け出る病床機能報告制度で
あり、2017年から始まっている。
　上記病床機能のうち、高度急性期、

急性期の要件が、厳格化している。
急性期機能の強化には一定の規模
が必要であるため、申請は事実上高
度医療を提供可能な大病院に限られ
る。大病院では増収が見込まれる一
方、機能強化に向けた体制整備が難
しい小規模病院は減収が予想され
る。
　病院は、地域における自病院の機
能と立ち位置を明確化し、選択した
機能の強化と、地域内の医療・介護
事業者との連携を強力に推進してい
く必要に迫られている。その対応状
況等により病院経営における二極化
が進み、小規模病院においては経営
改善が必要な先も出てきている。

　前述の「地域包括ケアシステムの
構築」の具体的内容は、地域支援事
業の充実として「在宅医療・介護連
携の推進」、「認知症施策の推進」、「地
域ケア会議の推進」、「生活支援サー
ビスの充実・強化」及び予防給付（訪
問介護・通所介護）の地域支援事業
への移行である。
　冒頭の方針を踏まえての2015年介
護報酬改定は、給付の重点化・効率
化に向けて各介護サービスの報酬要
件が厳格化されており、「処遇改善」
及び「介護サービスの充実」はプラ
ス改定であるものの全体では大幅な
マイナス改定であり、事業者の業績
を悪化させている。
　2018年介護報酬改定では、サービ
スのアウトカム評価及びインセンティ
ブ付与の導入が見込まれており、各
事業者において、「重度者を対象とし
たサービス」、「要介護度の改善に資
するサービス」、「24時間サービス」等
の提供体制の構築が必要となる。制
度変更への対応体制整備が難しい
小規模事業者においては、経営改善
が必要な先が出てきている。

　これまでの「2025年のあるべき姿」
への取り組み、更に、2018年の「診
療報酬と介護報酬ダブル改定」を迎
えるなか、上記の通り、小規模の病
院・介護事業者のなかには、業績が
厳しく、経営改善が必要な先がある。
　経営改善の方向性として考えられ
るのが、自主再建あるいは再建型
M&Aである。
　自主再建については、小規模の病
院・介護事業者は、「地域ニーズと
一致した診療機能再編・転換」「介
護との連携」への対応力欠如、医師・
看護師・介護職員の人材不足等の経
営問題があり、課題解決手法として
の限界がある。
　そこで着目すべきなのが、再建型
M&Aである。医療・介護業界におけ
る再編・統合が十分には進んでいな
い状況のなか、自主再建が厳しい小
規模の病院・介護事業者に対して、
大手医療・介護グループによる再建
型M&Aは有効な手段となり得る。

　複数の医療法人等が再編・統合に
よりグループ化すれば、病床や診療
科の設定、医療・介護機器の設置、
人事、医療・介護事務、仕入れ等を
統合して行うことができ、資源の適
正な配置・効率的な活用を期待する
ことができる。
　例えば、経営が厳しく、後継者不
在の小規模の病院・介護事業者Aに
対して、病院・診療所・老健・特養
等の施設で医療と福祉を総合的に提
供している大手医療・介護のBグルー
プによる再編・統合事例を挙げる。
　再編・統合の背景として、A事業
者の経営難は、医師・看護師・介護

職員の採用難、医療需要に対して提
供している医療機能のミスマッチ、
必要な設備投資の未実施等が原因
であった。
　再編・統合後の経営改善として、
経営管理機能を有するBグループは、
人材の採用・教育でのグループ力発
揮による人材配置、脳神経外科系の
機能をリハビリテーション機能への
転換等による診療機能の再編、グ
ループ資金調達力による老朽化施設
の建替え及び最新の医療・介護機器
に関する設備投資等を実施すること
で、改善効果を出している。
　自主再建が厳しい小規模の病院・
介護事業者に対して、大手医療・介
護グループによる機能再編・救済統
合・経営基盤強化を意図した再建型
M&Aは有効な手段となり得るのだ。
　地域における適切な高度急性期か
ら在宅医療・介護までの一連の医療・
介護サービスの提供体制間のネット
ワーク構築を図るためには、非営利
性や公共性の堅持を前提としつつ、
機能の分化・連携の推進に資するよ
う、医療法人等が容易に再編・統合
できるような制度が重要である。
　医療法人等の再編・統合をしやす
くなるよう、2017年に「地域医療連
携推進法人制度」が施行されたもの
の、医療・介護業界における再編・
統合は十分には進んでいない。
　その理由には、日本は「国民皆保
険」、「フリーアクセス」を実現する
ため、医療機関を公的・民間を問わ
ず非営利法人としたうえで全国に多
数分散させていることがある。医療
法人ゆえに株式会社と違って再編・
統合の際に許認可が必要となり、ま
た分散した拠点の統合が難しいため
である。
　「高度医療」と「プライマリ・ケア」
の機能分化を連携・推進する上では、
非営利法人を前提としつつも、更な
る制度改正・規制緩和が必要と考え
る。

Toru NAKADAI

中平　徹
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。中央青山監
査法人、プライスウォーターハウスクーパース㈱、
㈱企業再生支援機構を経て、フロンティア･マネジ
メント㈱に入社し、製造業・サービス業等の事業再
生支援、中期計画策定支援、不動産業・医療/介護
事業等のM&Aアドバイザリー業務等に従事。

地域での効率的かつ質の高い医療提供体制の構築 地域包括ケアシステムの構築＋
●病床の機能分化・連携
●有床診療所等の役割の位置づけ
●在宅医療の推進、介護との連携

サービス充実の基盤制度の整備

●地域での効率的・質の高い医療の確保　  ●チーム医療の推進　  ●医療・介護従事者の確保　  ●持続可能な介護保険制度構築

●地域支援事業の充実
●全国一律の予防給付を地域支援事業に移行し、多様化
●特養の「新規」入所者を、原則、要介護３以上に重点化

地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革

高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することで、地域における適切な医療・介護
サービス提供体制を実現し、患者の早期社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること

再建型M&Aで医療・介護機関が強化できること

再建型M&Aで医療・介護機関が強化できることとして、「病床の機能分化・連携」、「在宅医療の推進、介護との連携」、「地域支
援事業の充実」、「医療・介護従事者の確保」が挙げられる

出所：厚労省ホームページよりフロンティア･マネジメント作成

サービスの
充実

※赤文字は、再建型M&Aで特に強化できることである

地域医療・介護を担っている小規模の病院・介護事業者においては、経営
管理機能が脆弱であり、業績が厳しい先も多い。経営改善の手法として、
自主再建では限界も有り、大手医療・介護グループによる再建型M&Aは
有効な手段となり得る。

医療・介護業界の
現状

経営改善の方向性

医療機関

再建型M&A

介護事業者

再建型M&Aで医療・介護機関が強化できること　図表
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業）価値の算定を行い、売手であれ
ばその最大化に向けたアドバイスを
行い、買手であれば合理性のある価
格での買収ができるようサポートす
る。この顧客利益最大化の中には、
株主など利害関係者への説明責任が
ある上場企業等において取締役の善
管注意義務を果たし、適切なM&A
プロセスの下、交渉を進めさせる役
割も含まれる。
　候補先を幅広く探索するマーケ
ティング機能、ストラクチャーの策定、
スケジューリング、プロセス管理など
仲介及びFAに共通する役割もある
ため、両者は混同されがちである。
　事業承継M&Aにおいて仲介がス
タンダード化している背景は、仲介
が所有と経営が一致しがちな中小・
中堅企業案件に特化しており最適な
相手先の探索能力が高いと思われて
いること、一方でFAは顧客利益最
大化の中に、所有と経営が分離しが
ちな上場企業等の取締役を守る役割
が含まれ、その機能から大企業案件
に主軸をおいてきたことも大きな要
因と思われる。

　オーナー経営者が譲渡先を選定す
る基準は様々で、譲渡価額を重視す
る方もいれば、経済条件よりも自社
とのシナジーや企業カルチャー、経
営方針などを重視する経営者もいる。
　上記の選定基準、会社の規模や事
業内容により買手がある程度限定さ
れていて当初から相対での交渉を想
定する場合、複数の候補企業の中か
ら具体的交渉段階では１社に絞り込
む方針で臨む場合には、仲介の機能
は有効と言える。仲介が買手・売手
間の壁を低め単一の交渉窓口となる
ことで、交渉プロセスで生じる様々

な利害調整の中において相手方の真
意や条件修正の背景などが誤解無く
伝わりやすく、円滑な交渉が進めら
れる利点がある。また、相対交渉を
基本とするため、候補先への情報開
示に情報管理の観点から躊躇する
オーナー経営者にとって、複数の候
補先との交渉と比較して相対的に情
報管理が行いやすい。加えて、オー
ナー経営者であれば所有と経営が一
致しているため、利害関係者への説
明責任が限定的であることから、仲
介の起用は合理的な選択と言える。
さらに、関与するアドバイザーの数
が少なければ手数料の総額が少なく
て済むため、より企業規模の小さな
企業のサポートもしやすいのが仲介
のメリットである。
　一方で譲渡価額を最大化したい場
合や複数の候補先の企業カルチャー
やシナジー、譲受条件を最終段階ま
で比較検討したい場合には仲介を起
用するのは適切と言えない。
　FA業務においても、メリットやデ
メリットがある。
　FAは、業務を受託する側の顧客
利益を最大化していくことを目的と
する。立ち位置が明確なので顧客も
仲介に比べて率直に相談をしやす
い。一方で片側がFAをつけた場合、
相手方にもFAがつくことが通常で
あり、それによって壁が増えること
で当事会社同士のコミュニケーショ
ンは難くなるのがデメリットである。

　後継者不在、単独での事業継続が
困難などM&Aを決断する背景は
様々であるが、オーナー経営者にとっ
て一生に一度の重要なプロジェクト
となる。
　通常は事前に同様の取引経験がな

く、M&Aアドバイザリー会社のサー
ビスレベルを比較することも容易で
ない。
　事前に相談出来る相手は限られる
が、しっかりと自身の意向を理解し、
適切なプロセスを提案してくれるア
ドバイザーを選定することがM&A
成功の鍵となる。
　仲介業務は潜在的に利益相反関
係があるかのように見られがちであ
るため、アドバイザリー会社は顧客
ニーズに基づき適切なポジションを
提案する必要がある。
　オーナー経営者サイドにおいても、
M&Aを進める前に一度自身が優先
する条件（譲渡価格、相手先の条件、
雇用の維持、期間等）や進め方を整
理しておくと良い。相対交渉その上
で、相手方と円滑コミュニケーション
を重視した交渉を望まれる場合は仲
介が良いが、譲渡価格の最大化や交
渉段階で候補先の比較検討を重視す
る方針とした場合にはFAを選択す
ることをお勧めしたい。

　2006年に日本M&Aセンター（以
下、M&Aセンター）が東証マザー
ズに上場したのを皮切りに、2013年
にM&Aキャピタルパートナーズ（以
下、MACP）、2016年にはストライク
が相次いで株式市場に上場した。３
社とも順調に業績を伸ばし、最大手
のM&Aセンターは直近期の成約件
数が524件※1と上場時の5.5倍、売

上高で９倍と急速に拡大している。
MACPは同業の買収効果もあるが、
情報が開示されている2012年９月期
以降、件数で６倍、売上高で7.7倍
となっている。上場後急速に案件数
が増加している背景には、上場の時
期が団塊の世代が60代後半になるタ
イミングが重なったことに加え、仲
介会社が「上場企業」であることが
オーナー経営者の安心感に繋がり心
理的ハードルを下げているものと推
察している。

　M&Aにおける仲介は、買手・売
手双方と契約し、両者間の中立的な
調整役としてM&A取引の実現に向
けて助言する役割で両当事者から報
酬を得る。第三者意見としての株式
（事業）価値の算定は行わない。
　一方でFAは、買手又は売手の一
方と契約し、顧客利益の最大化を目
指し助言する役割を担う。株式（事

※1： 有価証券報告書

出所

明治大学考古学専攻卒業。1989年に山一證
券㈱に入社、1996年から3年間、行政職員と
して埋蔵文化財発掘調査に従事。メリルリン
チ日本証券㈱、㈱レコフを経て、フロンティア･
マネジメント㈱では主に非上場オーナー企業
のM&Aアドバイザリー業務を担当。

Shoji OGIMURA

荻村 昇二

ファイナンシャル・アドバイザリー第１部
マネージング・ディレクター

事業承継コンサルティング室長

M&A案件の規模と助言会社の業務スコープ M&A助言会社のポジション

 実行支援中心 

 マッチング中心 

 中型～小型 
 （中堅・中小企業）

 大～中型案件
（大～中堅企業）

 大型案件・
クロスボーダー案件

（大企業） 
◆FAが主流
◆M&A 専門家による
実行支援が主業務

●大手証券・銀行
●外資系投資銀行

●大手会計系FAS
●独立系大手FA会社

●M&A仲介会社
●地方銀行等

●中小ブティック
●会計事務

上場企業型
M&A市場

◆仲介が主流
◆営業担当による案件
マッチンングが主業務

事業承継型
M&A市場

出所：フロンティア･マネジメント作成

オーナー経営者が第三者への事業承継を検討する際、アドバイザーの選定は成否の重要なポイントとなる。
近年、売手と買手の仲立ちをするM&A仲介会社（以下、仲介）による案件数が急増している。
仲介と売手か買手のどちらか一方に立つフィナンシャル・アドバイザー（以下、FA）の相違点を整理し、オーナー経営
者が交渉において優先したい事項等に応じた最適なアドバイザー選定方法について記述する。

拡大する
M&A仲介マーケット

仲介とFAの
メリット・デメリット

M&Aを
決断するにあたって

仲介の役割、FAの役割

M&A助言会社のポジションと役割図表
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事業承継型M&Aにおける
仲介とFAの役割

事業承継トピック
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　本セミナーでは、M&Aの成功のため
に重要なPMI（M&A後の統合）につい
て、M&A実行時の準備、買収後のマネ
ジメント、日本企業の課題等のテーマ
を中心に、PMIの成功要因について、
講演と議論が行われました。当日は、
９月の繁忙期にも関わらず、150名を超
える皆様にご来場を賜りました。

　M&A成功のための必要条件として、
1買収プレミアムを支払うことは負け
から始める投資であることの理解、2
支払プレミアムを上回る価値創出の緻
密な計画の重要性、3「買収先の経営
者は優秀」との思い込みの怖さと、欧
米人経営者のマネジメントは「飴と鞭」
が大切であること等、クロスボーダー
M&Aの要諦について豊富なご経験に
基づくお話をいただきました。

　一連の海外買収から得られた教訓と

して、❶買収は自ら有事を招く行為で
あり、トップマネジメントのコミットメ
ントなくして成功はあり得ないこと、❷
買収完了から統合計画発表までの期間
を短縮することで、人心へ日々の業務
への影響を極小化する、❸責任権限規
程等のガバナンスのルールや、意思決
定・経営情報の徹底した見える化が大
切であること等、企業経営者としての
豊富な実体験に基づく貴重な示唆をご
披露いただきました。

　欧米のプロフェッショナルの視点で、
統合の目的共有のためのコミュニケー
ションや経験豊富なインテグレーション
マネージャーが互いの文化を尊重しな
がら協働できる体制を築くことの重要
性等についてお話しいただきました。

 

　日本企業のPMIの失敗の本質は、Ｍ
＆Ａの成果に対する意識の希薄さと経
営思想・組織文化への配慮不足にある

ことや異業種やベンチャー企業の買収
の増加により、日本企業には、マーケティ
ング志向、イノベーションを取り込む力
及びPMIのオーナーシップの明確化
等、求められる自己変革についてお話
をさせていただきました。

　欧米人と伍して仕事をしていくため
の論理的思考力やリベラルアーツの重
要性、PMI人材の育成は「待ったなし」
であり失敗を恐れず経験を積ませるこ
との重要性等、オープンで活発な議論
が展開されました。

　セミナー終了後のアンケートでは、「実
務者目線での有益な話が聞けた」「他の
M&Aセミナーよりも高度な内容であっ
た」等のご感想を頂きました。ご来場の
皆様には、この場を借りて厚く御礼を申
し上げます。
　弊社は、今後も、M&Aに関わる経営
及び実務の最先端のテーマについて、
セミナー、研修及び本誌等を通じ有益
な情報発信を行ってまいります。❖

　弊社では、金融機関の皆様と取引先
支援で協業をさせていただいており、
全国の地域金融機関を対象に、毎年１
回定期的にセミナーを開催しています。
当セミナーは、2012年に22行42名の
方々に参加いただいた第１回目を開催
して以来、今年で６回目を迎えること
ができました。今回は、日本全国から
66行、122名の方々にお集まりいただ
き、弊社金融機関向けセミナーとして
は過去最大規模となりました。

　昨年に引き続き10月第２週に開催
し、下期の期初という時期であるにも
かかわらず、セミナーのテーマを現在
の市場環境に照らし、フィンテック、
金融機関によるコンサル機能強化、事
業承継問題やM&Aを含めたソリュー
ションを中心としたことから、多くの
金融機関、また複数部門の方々にご参
加いただきました。

　セミナーの内容としては、最初に外
部基調講演として金融庁総務企画局
長の池田唯一様が、金融サービスの姿
が刻一刻と変化する中「ITの進展と
金融制度をめぐる課題」をテーマに、

今後金融機関へ求められることは何
か、ITの急速な発展と共にどう変化
をしていく必要があるのか、また当局
として制度面でいかなる手当をしてい
く必要があるか等について講演されま
した。

　弊社メンバーからは、地域金融機関
との協業案件事例の紹介を行いまし
た。パネルディスカッションは、金融庁
から監督局審議官の西田直樹様、地方
銀行から株式会社福岡銀行代表取締
役副頭取の白川祐治様、第二地方銀
行から株式会社北洋銀行常務取締役
の竹内巌様をお招きし、また弊社代表
取締役大西正一郎も加わり、「金融機
関による地域貢献と低金利下での収
益拡大」をテーマに行われました。
　金融機関のコアビジネスとしての預
貸業務の収益環境が厳しくなる中、地
域金融機関が金融仲介機能としてコ
ンサル支援機能や事業承継・M&Aに
関するアドバイス機能の強化を重視し
ていることがまず語られました。それ
を受け当局からの金融機関への今後の
期待や福岡銀行や北洋銀行の取組み、
行内内製化と第三者との協業姿勢、実

施にあたっての人財育成等についてご
説明いただきました。弊社大西からは、
地域金融機関との協業案件の成功事
例について、また第三者活用のメリッ
ト等につき紹介をさせていただきまし
た。

　弊社は創業11年が経過し、全国の
地域金融機関と共に、多くの企業の経
営課題の解決に取り組んで参りまし
た。事業再生、劣化予防、事業再成長、
新規・周辺事業拡大や海外戦略立案、
事業承継・M&A等、その時の環境に
よって課題・ニーズは日々変化し、そ
の多様化且つ複雑化にも対応して参り
ました。

　弊社はこれからも地域金融機関とそ
の取引先企業に対し、コンサルティン
グ･アドバイザリー会社として皆様に
有益と感じていただけるよう、ご期待
に添うべく日々精進してまいりたいと
思います。また来年も皆様にお越しい
ただくセミナーを開催して参りたいと
思います。最後に、ご参加いただいた
地域金融機関の皆様には、この場を借
りて厚く御礼申し上げます。❖

早稲田大学大学院経営管理研究科 
客員教授 兼 慶應義塾大学大学院
経営管理研究科 特任教授 
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人見　健弊社ポストM&Aグループ
マネージング・ディレクター 西澤 純男常務執行役員

事業開発部長

M&Aが成功戦略実現の手段として定着し、現在、日本企業の実行能力の向上
に議論の焦点が移りつつあります。弊社は、2017年9月25日にホテルオーク
ラ東京（東京都港区）にて、「フロンティアM&Aセミナー ～M&Aを成功に
導くPMI～」を開催いたしました。

2017年10月13日、昨年に続き如水会館（東京都千代田区）にて、弊社第６
回目となるフロンティア･セミナーを開催しました。マイナス金利導入による
各金融機関の金利収益低下により、地域貢献を果たしながら非金利収益獲得
へ向けた事業戦略を模索している環境下、全国から66行、122名の金融機関
の方々に参加いただき過去最大規模のセミナーとなりました。
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回答者の9割超が「有益」と評価
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　UberやAirbnb、We workなど多く
の都市で安定した地位を得つつある
シェアリング・エコノミー。NYでは容
易にタクシーを捕まえることができるた
め、筆者の感覚では、タクシーとUber
を使用している人の割合は半々かと思
います。一方、特に西海岸では、街中
をタクシーが頻繁に走っているわけで
はないため、多くの人がUberやLyftを
日常的に活用しています。今回は、シェ
アリング・エコノミーの中でも、NYに
おいて多く見かける自転車共有サービ
スのCitibikeをご紹介致します。

　日本でも盛り上がりを見せる自転車共
有（バイクシェア）サービス。中国発の
Mobikeが札幌で、またドコモやソフト
バンクが東京都内でサービスを提供し
ており、メルカリやDMM.comなど新規
参入を表明する企業が増えています。
　NYでは、Citibankがスポンサーと
なり、Citibikeの名称で2013年５月に
サービス提供が始まりました。当初は、
マンハッタン及びブルックリン地区に
約300の自転車置き場を用意して始ま
りましたが、2017年９月時点では、前
述のほか、クイーンズやジャージーシ
ティ地区の一部でもバイクシェアサー
ビス提供をしています。アクティブな

会員数は約13万人、季節変動があるも
のの９月単月で約188万回の利用があ
ります。

　下図のような自転車置き場（バイク・
ステーション）がサービス提供地区内
に数多くあり、Citibikeの利用者は、自
分の携帯電話へダウンロードしたアプ
リ内で自分が借りようと考えているス
テーションの空き自転車の数をリアル
タイムで見ることができます。

 
　ステーションに到着したら、年間会員
の場合は自宅に郵送されるキーデバイ
スまたはアプリ上で暗証番号を都度取
得し、それらを用いて自転車の鍵を解
除し、利用することができます。一方、
一時利用者は、各ステーションに設置
されている端末でクレジットカードまた
はデビットカードで支払いが可能です。
CitibankはMastercardとパートナー
シップを組み、決済の簡略化によるユー
ザビリティーの向上を図っています。
　費用は、年間会員となるか、一時利
用券を購入するかにより、異なります。

　年間会員は、年間163ドルを支払え
ば、45分以内であればいつでも無料で
利用できます。ただし、超過した料金と
して15分ごとに2.5ドルがかかります。
　一時利用の場合、24時間パスは12
ドル、３日パスは24ドルで、共に30分
以上連続して利用する場合は、超過15
分ごとに４ドルかかります。
　返却時は、目的地の近くの自転車置
き場を探し、空いているスペースに自転
車を返却すれば、完了です。

　NYでは、健康志向の高まりにより
自転車利用者数が多いことがバイク
シェア成功の一因として語られること
がありますが、私見では、むしろ①電
車遅延が多く、時間が読みづらいこと、
②マンハッタン内の主要地区間は20
分内で移動できることが多く、何回も
往復する場合は、タクシーやUberを
利用するよりも安価で済むこと、③自
転車の盗難が多く、また自転車の置き
場所もないことが、NYでバイクシェ
ア利用者が多い要因のように見受けら
れます。
　果たして日本ではバイクシェアは根
付くのか、今後の展開に期待です。

　「ニューリテール」とは、アリババ創
業者のジャック・マーが2016年10月
に示したコンセプトです。マーは「今
後の10年、20年でEコマースという言
葉は消えてなくなる。残るのは『ニュー
リテール』だけだ」と言います。
　しかし、「ニューリテール」がどんな
ものかは、今年８月31日、中国商務部
がアリババ集団の西渓園区を訪れ回
答を得るまで、誰も正確に答えられま
せんでした。アリババ側は「ニューリ
テールとは、データを活用することに
よる、取引の３つの要素―『消費者』『商
品』『シーン』の再構築である」と回答
したのです。
　ここでは、「ニューリテール」の最初
の事業「盒馬鮮生」に触れます。

　実は、アリババ集団は、「ニューリ
テール」のコンセプトが示される1年
前から、実現に向けた取り組みに着手
していました。2016年１月、９ヶ月間
の準備期間を経て、「盒馬鮮生」1号店
が上海の金橋広場にオープンしまし
た。「盒馬鮮生」は、店舗面積約400㎡
の「スーパー」「飲食店」「倉庫」が一
体となった新しいタイプの商業施設で
す。代表的なショッピングエリアに立
地し、注文・決済には全てアプリを使
用する必要があります。３km以内で
あれば30分以内の配送を保証する「半
スーパー・半倉庫」の複合型店舗です。
従来型の小売業が中心のエリアにあっ

て先駆的な取り組みであり、この先の
展開は誰も分かりませんでした。
　その答えは、消費者の熱狂的な反応
によって導き出されました。「盒馬鮮
生」は2017年９月時点で上海のほか
北京や寧波にも計13店舗を出店。ど
の店舗も来店者で大賑わいです。例え
ば北京大成店は、オープン時の駐車ス
ペース400台分では足りず2,000台分
以上が必要となり、週末の1日当たり
売上は180万元に達しています。

　「盒馬鮮生」が短期間で大成功を収
めた秘訣は、主にIT技術によってスー
パーのあり方を再構築したことでし
た。「盒馬鮮生」はターゲット顧客と
ニーズ・シーンを正確に定義し、消費
者による消費価値を再構築しました。
商品構成も再構築し、「シーン」と「体
験」を重要視し、「小売」と「飲食」を
融合させ売り場と倉庫とを一体化しま
した。また、店内商品をそのまま配送
する形で「３km30分内配送」を実現
しています。「消費者」「商品」「シーン
」という３要素をつなげてループを作
り、消費者を十二分に満足させたこと
が「盒馬鮮生」成功のカギであり、
「ニューリテール」の象徴です。
　アリババ系の「天猫」（Tmall）は今
年11月11日、取引額1,682億人民元と
いう驚くべき記録を打ち立てました。
ここに「ニューリテール」が寄与した
のは疑いありません。同月20日には、

アリババ集団は高鑫零售（SUN ART）
の36.16％の株式を224億香港ドル（約
28.8億米ドル）で直接的・間接的に取
得すると発表。アリババはこれによっ
て、オンラインとオフラインの垣根を取
り払い、「ニューリテール」の市場シェ
ア拡大を狙います。

　今日、「ニューリテール」だけではな
く、「京東商城」の劉強東、「蘇寧雲商」
の張近東も、それぞれ「第４次小売革
命」「スマートリテール」というコンセ
プトを打ち出しています。いずれも、
最新技術の開発と顧客体験の向上、
オンラインデータとオフラインデータ
とをつなげたことで、ボーダーレスな
小売モデルを作りあげています。
　「ニューリテール」の門は開かれまし
た。小売業が今後、私たちの生活を変
えていくことは間違いありません。
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複合型店舗「盒馬鮮生」登場

ボーダーレスな
小売モデル続々

技術力で消費者体験を向上
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NYにおける代表的なバイクシェア・サービスである
Citibikeをご紹介します。

「ニューリテール」が小売業を席巻しています。データを活用し、最新技術や消
費者体験の向上を通じて小売業の形態を変え、オンラインとオフラインのデー
タとをつなげ、ボーダーレスの小売モデルを実現しています。
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