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巻 頭 挨 拶

代表取締役

代表取締役

　本号では、私が、巻頭特集で弊社特
別顧問の高木新二郎弁護士に対しロン
グインタビューをしています。高木先
生は、ご存じのとおり、著名な倒産弁
護士から裁判官を経て、私的整理ガイ
ドライン、㈱産業再生機構そして事業
再生ADRの創設等を主導された事業
再生業界の第一人者です。高木先生の
強いリーダーシップの下、金融機関の
早期不良債権処理の方針により、日本
の事業再生が法的整理中心の世界から
私的整理中心の世界へ変化したこと
は、産業界及び金融業界にとって極め
て重大な変化でした。現在は、超早期
処理方針の下、金融機関は、債務者区
分で正常先の会社に対しても、要注意
先にならないよう、コンサルティング
やM＆Aによる企業へのサポートを主
導しており、この傾向は、金融機関が、
マイナス金利下での収益力向上のため

　300年近い歴史を誇る英のロイヤ
ル・オペラ・ハウスでは、上演したオ
ペラやバレエを録画し、世界各国の映
画館で上映を推進しています。同劇場
2017～2018年シーズンのオペラ最終
演目は『マクベス』でした。
　『マクベス』は、英のシェイクスピ
アによって1600年代初頭に書かれた
戯曲。権力欲に憑かれたマクベス夫妻
が次々と殺人を行い、自らも破滅して
いく物語で、シェイクスピア四大悲劇
の一つ。その後、約240年後に伊のヴェ
ルディが、これをもとにオペラ『マク
ベス』を制作して大成功を収めました。
英生まれの戯曲が、時空を超えて伊の
オペラに転生し、世界中でより多くの
ファンを魅了したのです。
　我が国の国語の教科書で度々採用さ
れる『山月記』も同様です。同著は、

に行う手数料ビジネスニーズの高まり
とも相俟って年々進化しています。
　各企業が事業再生の状態にならない
方が好ましいものの、一方で、不幸に
も経営危機に瀕するに至った企業を、
企業価値の劣化なく円滑に支援する事
業再生の仕組みが機能することは大変
重要であり、再度景気悪化の時代に
至った場合に備え、事業再生ノウハウ
を絶やさない努力も我々プロフェッ
ショナルに与えられた使命だと感じて
います。
　本インタビューでは、高木先生に、
長年事業再生に携わられたこれまでの
人生を振り返っていただき、転機と
なったいくつかのエピソードをお話し
いただくとともに、事業再生に携わる
我々に対し、未来に向けたメッセージ
を頂いていますので、是非、ご一読い
ただければ幸いです。

元々は1800年代半ばに出版された中
国の説話集『唐人説薈』中の『人虎伝』
が題材です。これも時空を超え、
1900年代半ばに多少の修正を伴って
中島敦によって日本で出版されまし
た。虎に変身してしまった李徴が自ら
の数奇な運命を語るこの短編は、今や
国民的に読み継がれる名作となってい
ます。
　異なる時空の知恵の融合は、心に残
る芸術を生み出します。企業経営も同
じです。今後は、中堅企業や地方企業
も、海外企業との提携やM&Aが欠か
せない時代。海外企業の創業者や経営
者の息遣いを日本に伝え、時空を超え
た知恵の融合を弊社はお手伝いしま
す。それこそが、新しい『マクベス』
や『山月記』を生み出す可能性がある
と強く信じているからです。
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特別対談

フロンティア・マネジメント㈱
特別顧問

高木 新二郎

年に1年間だけ東京地裁20部の部長代行をやり、懸案だっ
た弁済禁止保全処分を出し易くしましたが、当時はバブル
の真っ最中で和議は2件しかなく、改革は目立ちませんで
したので、雑誌に発表して世間に知らせました（「東京で
和議が少ない理由」NBL445号28頁）。その後は東京地裁
民事通常部、執行部、調停部の部長、山形と新潟の地裁所
長、東京高裁の裁判長をやりました。一言で言えば民事裁
判を開かれたものにするため、いろいろな改革をしまして、
退官後に出した本にその内容を書きました（『弁護士任官
裁判官』商事法務2000年）。

保険会社をスポンサー確保により迅速救済

大西　先生が退官されたのが2000年ですが、すぐに協栄
生命の管財人をされたのでしょうか。
高木　その前に東京近郊のスーパーマーケットの紛争解決
をしました。その時にアメリカのファンドと交渉する中で、
再生案件に大きな変化を感じましたので、渡米してファン
ド、コンサルタント、ターンアラウンド・マネジメントの
ビジネスを訪問してインタビューをして、これも雑誌に公
表しました（「企業再生実務の変化と会社更生法改正の問
題点についての再検討」NBL698号14頁）。その後間もな
く協栄生命を担当しました。
大西　確か最大の負債額の会社更生事件でしたね。先生が
この件で最もご苦労されたのはどこですか。
高木　保険会社が潰れるとなると、解約が続出してしまう。
これは早く止めなければと、アメリカのプルデンシャル生

た。本当の原因は労務管理だと分かり、社員教育に努めた
ところ、ようやく黒字転換ができました。
大西　先生は、倒産会社の事業にまで入り込んで仕事をし
ていたのですね。
高木　現場主義は私の原点です。

50回超の渡米で連邦倒産法を学ぶ
52歳で判事任官し裁判所を改革

大西　先生はそうしたご活躍の後、1988年に裁判官にな
られましたね。どのような経緯だったのですか。
高木　当時の矢口洪一最高裁長官が年頭所感の中で、在野
弁護士から裁判官になることを歓迎すると表明しました。
在野経験を持ち世間の実情を知る弁護士が裁判官になるの
は大変良いことなのに誰も手を上げませんでした。半年悩
みましたが、折角の裁判所改革の機会を無駄にしてはなら
ないと思い私自身が裁判官になることにしました。25年
間弁護士をやり優良顧客も付き自信もつきましたので52
歳で一から出直すことにしました。
大西　ところで世界の法制度に詳しい先生がアメリカの倒
産法を学ばれたのは、いつごろですか。
高木　1978年にアメリカの倒産法が改正され、画期的な
チャプター11ができました。それを知ったのは80年代初
頭で、「これはすごいのができた」と思って、英語の勉強
を再開しつつアメリカ倒産法を勉強しました。それから世
界中の人と付き合うようになり視野が広がりました。当時、
50回以上渡米し、アメリカの学者、裁判官、弁護士にイン
タビューしました。もちろん手弁当です。
大西　当時の倒産法制は、日本とアメリカでどんな違いが
ありましたか。
高木　まず債務者が自ら申し立てた場合にはDIPが本則と
いう点です。DIPとは裁判所が管財人を選任せず、申立て
当時の経営者がそのまま権限を失わない仕組みです。
大西　当時の日本は、DIPよりも管財人中心の再生でした。
高木　そうです。会社更生法はチャプター11ができる前
のアメリカの制度を移入したからです。それだけでなく日
本では資本構成を伴う会社更生が理解されずに、和議的な
運用がなされていました。債権カットはするが、100％減
資をしないので株主がそのまま居座ってしまうという中途
半端なものでした。管財人も元裁判官や弁護士会長がなる
というような運用でした。その後、故・三ヶ月章さん（東
京大学名誉教授、元法務大臣）、青山善光さん（東京大学
名誉教授）が債権をカットするならその前に株式を全額償
却すべきだと提唱されて、実務も変わりました。
大西　話を戻します。先生は裁判官時代、改革を目指して
どのような活動をされたのでしょうか。
高木　倒産部の部長をやるという約束だったので、1989
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特集 1「事業再生の過去、
 現在そして未来」

特別対談

2003年の産活法の制定以来、約15年続いた事業再生への公的支援が終結を迎え、事業再生を民間が担う時
代が再来した。事業再生に関する多くの法案の立案に携わり、現在も日本の事業再生の世界をけん引している、
弁護士でありフロンティア・マネジメント（株）特別顧問の高木新二郎氏は何を思うのか――。本特集は、高
木新二郎先生と、フロンティア・マネジメント（株）代表・大西正一郎との対談を通じて、高木先生の活躍の
軌跡を確認するとともに、高木先生が目指す事業再生の未来についてお聞きしたものである。

フロンティア・マネジメント㈱
代表

大西 正一郎

事業再生の過去

他人が避ける倒産事件も正義感で受任
倒産企業の現場に足を運び再生の糸口を掴む

大西　高木先生は、事業再生の世界をずっとリードされて
います。弁護士の時代の先生は、お仕事の全体を100とす
ると、倒産・再生案件の割合はどれくらいだったのでしょ
うか。
高木　時間的には30％です（1988年当時）。残りは普通の
訴訟事件やトラブル処理、訴訟までいかない和解や交渉、

契約書作成など、弁護士としての普通の仕事です。
大西　それでも倒産の専門家と言われるのは先生のお力で
すね。ところで、先生はいつごろから倒産事件を担当され
ていたのですか。
高木　弁護士登録から2～3年目の頃からです。倒産は誰
でもやりたがる仕事ではありません。反社会的勢力が出て
くる場合もあり、それを恐れない人でないと難しいです。
私はそういう連中が無茶を言うのが我慢できなかっただけ
で、倒産事件が得意だったわけではなかったのです。そう
した厄介な案件は他の弁護士からも持ち込まれました。
大西　弁護士時代に思い出に残っている事件を教えていた
だけますか。
高木　弁護士登録して5年目くらいで、技研興業という会
社の倒産事件を担当しました。六脚の消波ブロックを作る
会社で、急に業績が伸びたのですが結局は潰れてしまい、
手形不渡りの前日に高名な大学教授（元裁判官で監査役）
と中堅クラスの弁護士と私の3人が呼ばれました。結局私
が、社長代行、債権者対応、更生申立書を起案するまで一
連の業務を一人でやりました。この会社は東証二部に復活
しました。
大西　ほかにどのような事件を担当されましたか。
高木　弁護士登録から10年後くらいに、ある土建会社の
会社整理の検査役、続いて管理人に選任されました。最初
に調査した時、数社の下請企業に対する貸金が回収不能と
なり不良債権を抱えて窮地に陥っているが、そうした貸付
をしなければ、営業利益は出ているので再建可能だという
検査報告書を裁判所に提出しました。ところがなかなか利
益が出ないので、毎朝7時に起きて工事現場に行って原因
を探りました。現場ではある日、道路舗装工事の現場にト
ラックでアスファルトは送られて来ているのに労務者が来
ないので冷えたアスファルトを持ち帰って無駄にし、翌日
にはアスファルトが来なくて労務費を無駄にしていまし
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1特別対談 「事業再生の過去、現在そして未来」

ていたので、金融庁が担当しておりましたが、経済産業省
が窮境にあるが継続価値のある事業の再生を重視し、不良
債権処理を加速させるとともに「事業再生」を促進するた
めに産業再生機構が作られましたが、メイン寄せなどの問
題を「債権買取り」というドラスティックな方法で解決す
ることにもなりました。
大西　先生が機構時代に関われた代表的案件にダイエーと
カネボウがあると思いますが、特にダイエーではどんなと
ころが印象に残っていますか。
高木　ダイエーを機構で扱うことについて同社役員陣と経
済産業省が頑強に反対し、ついには、ダイエーの当時の社
長と連絡が取れなくなりました。一部の経産省の方々が肩
入れしなければ、そういう事態にならなかったはずですの
で、政府関係者の方々と強い交渉をしました。
大西　先生は委員長の辞任覚悟で交渉されたのですよね。
高木　小泉純一郎総理宛てに辞表を出しましたところ、細
田博之官房長官宛てに出し直すように言われて宛先を変え
て出しました。竹中平蔵内閣府特命大臣の応援もあり、よ
うやく経産省の一部の方々に手を引いて貰い、案件を進め
ることができました。
大西　産業再生機構は5年の期限を4年で閉じたのですが、
早く閉じた経緯はどういうところにありますか。
高木　案件の法定受付期間2年は厳守しました。そのため
に三菱自動車の案件は扱えなかった位です。それから3年
間でexitすればよかったのですが、できるだけ早く「事業
再生」を民間に戻した方が良いので、機構の職員全員で力
を合わせて処理を急ぎ、1年早く清算を終わらせて、2006
年の5月には機構をcloseすることができました。

事業再生の現在

官制再生が終結、民間主導が復活
事業再生ADRで早期再生の実現へ

大西　先生はまた、産業再生機構の後、事業再生ADRの
仕組みを立法段階から携わられましたが、今、事業再生
ADRの仕組みは先生から見ていかがですか。
高木　初めは使われましたが、間もなくETIC（企業再生
支援機構）ができてからは、そちらに頼んだ方が「ただ」（無
料）なので使われなくなりました。またREVIC（地域経
済活性化支援機構）ができてからは金融庁が金融機関に
REVICへの持ち込みを奨励したために、長い間、事業再
生ADR冬の時代が続きました。ようやくREVICが今年の
3月で個別の事業再生支援から手を引きましたので、事業
再生ADRを復活させられる環境ができました。事業再生

を民間に取り戻す絶好のチャンスが到来したのです。
大西　事業再生ADRとの関係で、私的整理の多数決化は
今どんな状況ですか。
高木　2014年に山本和彦、松下淳一、中島雅彦教授を含
む学者と弁護士による「事業再生に関する紛争解決手続の
更なる円滑化に関する検討会」を作り、2015年に検討会
報告書をまとめて公表しました。この報告書では事業再生
手続改革を3段階で行うことを提案しております。第1段
階では、全員の同意が取れない場合には簡易再生に移行し
て、1か月程度で計画案認可により成立させる仕組みです。
これは今年の5月に産競法改正により実現しました。簡易
再生移行後も商取引債権者を除外して金融債権者だけを対
象にして、速やかに計画案を成立させます。第2段階を省
略しますが、第3段階は、裁判所認可により成立させる迅
速再生手続の新設です。多数決要件は75％です。今後5年
くらいの間に実現できればよいと思っています。
大西　諸外国では私的整理の多数決制度はありますか。
高木　イギリスにはscheme of arrangementというのが
あり、債権者の75％の同意で成立します。株式と債権の
両方を変更できます。最後は裁判所が認可します。
common lawの国々には同種の制度があり、大陸法（civil 
law）の国でも同種の制度が普及しつつあります。倒産法

（倒産手続）というよりは会社法中に定めがある手続です。
事業再生法に関する限りは、英米法と大陸法の区別はなく
なりつつあります。
大西　これができると再生実務はどう変わりますか。
高木　事業再生ADRで100％の同意が取れない場合でも、
公正衡平であるとのお墨付きで裁判所が認可すれば、多数
決で再生計画案が成立しますから、事業再生では大変有力
なツールとなります。
大西　要は私的整理のメリットを取り入れながら、公平中
立な裁判所も絡んで要件を確認して認可する――。これは
ある意味、私的整理の理想形ですね。
高木　そうです。事業再生ADRはout of court workout
ですが、少数者の反対があっても、裁判所の認可によって
計画を成立させることができる手続を目指しています。世
界中でそれを進めているので、日本だけ遅れるわけにはい
きません。英国倒産法の中にもcompany voluntary 
arrangement（CVA）という制度があり和議と訳されて
いますが、それと会社法のscheme of arrangement

（SOA）の両方があり、EU Regulationでは前者は倒産手
続ですが、後者は倒産手続ではありません。10年位前は
どちらも同じ位の数でしたが、今は倒産前の手続あるいは
倒産手続ではないSOAの方が多いです。先進諸外国では、
倒産前に問題を解決するのが主流で、金融債権者だけで
workoutをする流れになってきています。
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命にスポンサーになってもらって再建に取り掛かりまし
た。保険会社倒産による保険契約者の被害は甚大なので、
保険業法によって、業界各社が資金を拠出して、倒産によっ
て被害が及ぶ場合にはある程度被害を補填する制度があり
ます。しかし、既にいくつもの生保が倒産して積立金の殆
どを使い果たしてしまい、拠出金を増やすためには法改正
をしなければならない状況にありました。そんなことをし
ていたら間に合わず再起不能になりますので、急いで拠出
金は不要というスポンサーを探しました。
大西　公的資金の支援なしでスポンサーに出資させるの
は、相当ハードな交渉をされたのではないですか。
高木　金曜の夕方に保全管理人に選任されて、すぐに交渉
を開始し、月曜夕方までに話を付けて合意書を作りました。
他の日本の大企業からもスポンサーになるための検討の申
出がありましたが、いずれもデュー・ディリジェンスに2
～3週間かかるというので断りましたため、新聞で批判さ
れましたが仕方がありませんでした。また米国本社の法務
部が時差の関係で関与する暇がない間に決めてしまったの
で、後日法務部長に苦情を言われました。この時の経緯も
発表しました（「更生特例法による保険会社・銀行等の処理」
竹下守夫先生古稀祝賀『権利実現過程の基本構造』有斐閣
615頁）。
大西　その交渉は先生ご自身でやられたのですか。
高木　十数人の保全管理人団でしたが、スポンサー交渉は
私一人でやりました。

私的整理ガイドラインの策定で
不良債権処理の障壁を下げる

大西　弁護士に戻られた翌年の2001年、先生は私的整理
ガイドライン研究会の座長となられましたね。
高木　協栄生命の会社更生が終結したのが2001年3月でし
たが、それを待っていたかのように、金融庁から不良債権
処理と事業再生のツールを作りたいという話が持ち込まれ
ました。私はINSOL（倒産再建実務家国際協会）のアクティ
ブ・メンバーの一人として、London approachを成文化
したINSOL 8原則の作成にも関わっておりましたので全

く違和感がありませんでした。金融庁が音頭を取り全銀協
や経団連も加わって「私的整理に関するガイドライン研究
会」を立ち上げて、2001年9月にはガイドラインを作り世
間に公表しました。ゾンビ企業を助けるのではないかとい
う理由で、随分と抵抗もありました。
大西　私的整理ガイドラインの前までの私的整理はどのよ
うな世界でしたか。
高木　当時はせっかくの和議制度が裁判所の弁護士に対す
る過度な警戒によって使えず、中堅以下の企業の再建は私
的整理でやる他ありませんでした。ところが私的整理には
反社会的勢力と関わりのある事件屋・整理屋が入り込むこ
とが少なくなく、それらを排除するのは大変なことでした。
一般の弁護士にはやれませんので、そういう連中を怖がら
ない一部の弁護士に倒産再建事件が集中するのが実情でし
た。大事務所が倒産再建事件に関わるようになったのは、
私的整理ガイドラインができた2年後の2003年以降のこと
です。
大西　私的整理ガイドライン以降は、基本的に対象は金融
機関だけであり、かつての私的整理とは異なりますね。私
的整理ガイドラインの運用上の問題点はありましたか。
高木　ガイドライン以前の中堅以下の企業の私的整理は、
まず商取引債権者との間で話をまとめ、それから金融機関
と話を付けるというものでした。金融機関債権者だけで話
を付ける私的整理は「内整理」と言われていました。ガイ
ドラインによる私的整理は金融機関債権者間で行われます
が、例外的に信用を供与している大口商取引債権者が入る
こともあります。私的整理ですから強制力がなく全員の任
意の同意を取るのが大変でした。ガイドラインを作っただ
けでなく私自身も「専門家アドバイザー」として関与しま
した。同意を拒む金融機関も珍しくなく苦労しました。
大西　いわゆるメイン寄せも、ありましたか。
高木　当時は天下り人事もやっていたメインバンク・シス
テムの名残があり、大銀行が突出した残高を持っていまし
た。それが不良債権処理の障害になっていたので、メイン
以外の下位行にも応分の負担を求めるために私的整理ガイ
ドラインが作られたと言っても過言ではありません。それ
でもある程度はメインが下位行よりも多く負担するのは、
それまでの経緯からやむを得ませんでした。

ダイエーの再生では抵抗を受ける中
産業再生委員長の職を賭して強く交渉

大西　私的整理ガイドラインだとメイン寄せが起こるの
で、それを解決するために設立されたのが産業再生機構
だったと思うのですが、今振り返ると産業再生機構設立の
意義はどうでしたか。
高木　私的整理ガイドラインは不良債権処理に重きを置い
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これからの
ミドルリスク企業向け融資を
考える
～非メインバンク先への取組みの方向性～
厳しい経営環境の中、地域金融機関は資金収
益強化への動きからミドルリスク企業向け融資
を積極化させているが、将来の信用コストに対
する懸念の声も聞かれ始めた。本稿では、金
融機関の営業現場を念頭に置きながら、これ
までの関与事例での経験に基づき、ミドルリス
ク企業向け融資への取組みの在り方について
考察する。

事業開発部 シニア・ディレクター

後藤 尊志 Takashi GOTO

日本大学経済学部卒業。日本証券アナリスト協会検定会員。㈱三
菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）、㈱KPMG FASを経て、フロンティア・
マネジメント㈱に入社。これまでデュー・ディリジェンス、事業
再生業務、ファイナンシャル・アドバイザリー業務等に従事。現
在は金融セクターを担当し、主に金融法人RMや金融機関の取引
先支援に従事。

はじめに
　人口減少等構造的な課題を抱える中、日銀がマイナス金
利政策を導入してから2年が経過し、金融機関の間の貸出
競争も熾烈になっている。地方銀行の2018年3月期決算概
要（金融庁公表）においても、貸出金残高は増加傾向にあ
るものの、貸出金利回りの低下等により資金利益の減少に
歯止めがかからず、地域金融機関の経営環境はますます厳
しくなっていることが伺える。
　かかる状況下、地域金融機関はこれまで以上に稼ぐ力が
求められており、事業戦略として、事業性評価による金融
仲介機能やコンサルティング機能の発揮を通じて、トップ
ライン（資金利益や役務取引等利益）を強化していく動き
は一層強まっている。中でも、金融仲介機能に関しては、
事業性評価により取引先の将来性や課題を十分に把握しな
がら融資を行うことが基本スタンスと言えるが、営業現場
において、貸出金残高に対する目標達成へのプレッシャー
がある一方、働き方改革等によりOJT（オン・ザ・ジョブ・
トレーニング）での人材育成が追い付かず融資判断能力が
低下している。この状況を踏まえると、必ずしも基本スタ
ンス通りには対応できていないのが実情と推察している。
　こうした中、2018年4月に日銀の金融システムリポート

が公表され、金融機関がミドルリスク企業向けを中心に低
利による貸出を積極化させており、外部環境の変化による
信用コストの急激な上昇に対する脆弱性が指摘されている。

ミドルリスク企業向け融資とは

　ミドルリスク企業向け融資は、地域金融機関において共
通に定義されているわけではないが、一般には、債務者区
分が「要注意先」あるいは「正常先下位から要注意先」の
顧客層に対する融資を指している。なお、ミドルリスクの
リスクとは「信用リスク」のことであり、何らかの外部環
境や取引先内部の変化により、債務不履行（元利金の返済
不能状態）に陥る可能性が比較的高い先への融資がミドル
リスク企業向け融資と言える。
　ミドルリスク企業向け融資について、分かり易く整理す
るために「損益状況」と「有利子負債水準」を用いてマト
リックス図により抽象化することで、簡単なイメージを説
明することができる（図1）。4つの領域において、まず、
「（b）損益／黒字＆有利子負債／過少」は一般に正常先の
領域であり、通常の融資判断で対応できる一方、資金需要
はあまり旺盛でないかもしれない。また、「（c）損益／赤
字＆有利子負債／過大」は要注意先以下の領域の可能性が
高く、取引先の状況に応じて再生または回収の目線で個別
判断しながら慎重に対応するであろう。従って、マトリッ
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大西　倒産に関する日本のビジネスについての今の課題は
どういうところにありますか。
高木　倒産事件は減っています。アメリカの企業倒産は
2009年リーマンショックの翌年に多かったのですが、今
はその40％にまで減っています。ドイツも当時の50数％
で、日本はその中間くらいの数です。これからは、東芝や
シャープの時のように早く情報が出てくるのが主流になる
ので、早期に過剰債務を減らし、経営者も交代させてビジ
ネスのターンアラウンドをする動きになるのではないかと
思います。だから中堅以上の企業に関する限りは、倒産は
増えないが早期解決は増えるのではないでしょうか。今は
過保護な状態ですが、いつまでも続きません。
大西　過保護というのはどういう意味ですか。
高木　超金融緩和政策です。そのおかげで淘汰すべき企業
が生き残り日本の中小企業の全体の生産性収益性が落ちて
います。金利が少しでも上がれば赤字になる企業もあり、
この異常な状態はいつまでも続けられないと思います。

事業再生の未来

世界に通じる事業再生制度の確立を目指す

大西　先生のお話を一通りお聞きして、私の印象では先生
は常に改革者という言葉が浮かびます。
高木　今は事業再生ADRを改革して普及させることに関
心があります。今、事業再生実務家協会の一般社団法人化
を進めていますが、事業再生ADR部門の運営にメガバン
クや地銀協の方々に加わってもらうということも考えてい
ます。
大西　事業再生ADRは金融機関に対する債務の調整を行

意が取れれば申立てをするまでもなくpre-chapter 11の
段階で終わらせることができますし、少数債権者の反対が
あればChapter 11の申立てをして1か月程度で、計画案認
可で手続を終わらせることができます。
　今回の産競法改正で実現した第1段階では、全員の同意
が取れないために簡易民事再生に移行した場合は、事業再
生ADRで多数の同意が取れていた再生計画案を速やかに
認可して終結させるというものですが、第3段階では、簡
易再生に移行するまでもなく、公正衡平に行われた私的整
理（事業再生ADR）で多数（75 %以上）の同意が得られ
た計画案を裁判所が認可して成立させるという方法です。

ターンアラウンドの答えは「現場」にある

大西　最後に先生、事業再生に携わっている若手専門家に
一言、アドバイスをいただければと思います。
高木　事業再生のコンサルティングは、机上で再生または
改善の計画案を作るだけでなく、現場を見て、さらには現
場に入り込むことが必要だと思います。昔と違って経営学
は内容豊富になり充実してきました。勿論、この充実した
経営学を勉強することは当然の前提ですが、さらに必要な
のは現場に張り付くことです。クライアントの経営者や幹
部職員と一緒に泊まり込んで、ターンアラウンドを立案し
て実行していきたいものです。答えは現場にあります。
大西　先生の原点は「現場」ですね。先生がアメリカ倒産
法を勉強するために50回以上渡米したと仰っていたのも、
同じお考えですね。
高木　そうです。勉強もリサーチも必要だけれど、最後は
やっぱり「現場」であり、リサーチしたものとは違うもの
が見えてきて、解決につながるのです。若い方、これから
再生に携わる方には、是非「現場」に行くことでご自身を
鍛えてほしいです。

い事業を再生するための制度であり、金融
機関のためにある制度とも言うことができ
るため、彼らを取り込んでやるべきではな
いかということですね。
高木　金融機関を巻き込み、金融庁の協力
も得て、認定認証をしている経産省や法務
省の理解も得て、世間に認知されるような
改革をしなければならないと思います。
大西　あとは先ほどお話しになった事業再
生ADRの立法の3段階目ですね。ここまで
行けば、世界の中でも最先端の法制度にな
りますね。
高木　もしかしたらチャプター11を超え
る制度になるかもしれません。アメリカは
チャプター11の前のworkoutで全員の合
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これからのミドルリスク企業向け融資を考える

非メインバンク先への取り組みの方向性

ことによる折返しなのか、等をよく見極めることが欠かせ
ない。特に、実質的に設備資金や赤字資金の折返しであれ
ば、将来の収益償還が可能なのかを確認するために事業計
画の検証が必要となる。これがメインバンクでない場合、
これらをどこまで主体的に検証ができるのかは、その時の
状況にもよるが、一般にはハードルが高いと考えられる。

モニタリングの困難性

　ミドルリスク融資を行った後に取引先をしっかりとモニ
タリングしていくことは必須である。しかしながら、営業
現場では業務に多忙でその後のモニタリングが疎かになる
ことも多いのではないだろうか。また、取引先との関係性
が希薄なままである場合、取引先と密度の濃い面談ができ
ずに形式的なモニタリングとなっていないだろうか。
　一般に金融機関が行うモニタリングとは、融資審査を行
う段階での仮説に狂いが生じていないか、取引先の立てた
事業計画や年度予算等の実行状況を把握し、必要に応じて
追加対策を講じさせる等、経営の健全化を支援することで
ある。チェックする対象情報は、主に業績（定量情報）と
アクションプラン（定性情報）になるが、特にアクション
プランの項目については、行動しているのかという視点と
行動した結果として期待した効果が出ているのかという視
点の2つが必要であり、これは取引先と密度の濃い面談が
できないと把握が難しいものである。
　メインバンクが外部専門化等を活用し策定を支援した事
業計画をモニタリングする場合は、その枠組みに乗っかり、
継続的なモニタリングができる可能性は高い。それがない
場合、メインバンクでない金融機関が取引先と対話を重ね
てモニタリングを継続していくことは難しい。営業現場で
ありがちなのは、融資の営業姿勢が強まっている状況下、
取引先に関する情報が得られないまま見切り発車した融資
における決裁時の指示事項に対して、形だけの報告を続け
て融資を継続し、取引先の状況が急変した時に対応が後手
に回ることである。このような融資は債権の劣化が止めら
れず不良債権化するリスクを抱えることになる。

採算確保の難しさ

　金融機関において融資の採算を考える場合、個別の案件
採算と融資以外の取引等から生じる全体の採算を捉える必
要がある。まず個別の融資では、メインバンクでない場合、
情報の非対称性もあり本来は融資の金利を高めに設定する
必要がある一方、貸出を伸ばしたい場合には低利でないと
取引先に受け入れてもらえないというジレンマが存在す
る。昨今、貸出競争が熾烈になっていることを踏まえると、
ミドルリスク企業においても融資の金利を引き上げていく
ことは取引先との関係性から当面難しいと見られる。

　また、融資以外の取引については、国内為替等、メイン
バンクが幅広く付帯取引を取り込んでいることが多い。一
般に取引先と密度の濃い関係を築くことで様々な経営課題
に接する機会が得られ、それらの機会を活かして経営課題
を解決するために様々なソリューションを提供することに
より、その対価として付帯取引による収益を獲得すること
ができる。融資以外の潜在的な付帯取引として、外為、オー
ナー取引、従業員取引、事業承継、ビジネスマッチング、
リース取引等があり、これらは金融機関グループ全体で提
供可能なソリューションとなっているが、金融機関の全体
の採算を向上させるためには取引先との長期のリレーショ
ンシップを構築することが前提となる。
　ここ数年、低利の融資が増える中で役務取引等利益の重
要性が強まっており、金融機関にとってこれら付帯取引が
獲得できるかは大きな関心事項であるが、融資以外の取引
で取引妙味が得られるかの仮説を構築し、時間軸も考慮に
入れながら見極めができるかが今後重要な視点となる。

これからの
ミドルリスク企業向け融資

　融資において守るべき基本原則は、預金者の大切な資金
を預かり安全に運用していくこと（安全性）、融資が地域
経済の発展など社会的意義に向けられること（公共性）、
民間の一企業としてゴーイングコンサーンを図るために適
切な利益を確保すること（収益性）、成長豊かな企業に融
資することで金融機関自ら発展していくこと（成長性）の
4つであり、厳しい経営環境の中でも常に意識していく必
要がある。現状のミドルリスク企業向け融資において、こ
れらの原則がおざなりになっている可能性が疑われる中、
どのように地域金融機関として対応していけばよいか。そ
の一つの方向性は、ターゲットを絞り、質を高めて対応す
ることにヒントがあると考えられる。

分散融資はリスク軽減に繋がるか

　筆者は過去、ある中小企業向け貸出債権の流動化商品の
分析業務を行ったことがある。リーマンショックという歴
史的な出来事が発生したということもあり、貸出先の多く
がデフォルトとなった。何が問題であったのか。振り返る
と、業種や1社あたりの債権金額は分散しており、当初は
リスクが低いように見えた。しかしながら、1社毎に債権
を個別にレビューしていくと、事業特性に応じた融資の取
り上げが行われていなかったことが一番の問題であったと
考える。例えば、プロジェクトベースの資金調達が一般的
な業種に対して期間の長い期限一括返済の運転資金を許容
しているなど、資金使途の把握と回収シナリオの無い債権
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クスの中で営業現場がミドルリスク融資として対応してい
く領域は、「（a）損益／赤字＆有利子負債／過少」または
「（d）損益／黒字＆有利子負債／過大」のいずれかである
と考えられるが、「（a）損益／赤字＆有利子負債／過少」
は基本的に要注意先の領域と考えられ、営業現場としても
事業性の見極めが難しいことから、自ずと「（d）損益／
黒字＆有利子負債／過大」の領域で貸出を取り上げたいと
いうインセンティブが働くであろうことが想像できる。

有利子負債が過大な取引先の潜在的なリスク

　それでは、有利子負債が過大な取引先の潜在的なリスク
について考えるために、企業の一般的な倒産までの経路を
見ていくことにする。
　企業は生き物であり、日々、マクロ経済動向、販売先動
向、仕入先動向、金融市場、人材市場等の外部環境変化に
対応しているが、経営者の意思決定の巧拙等により売上不
振、不採算取引増加、売上債権回収長期化、在庫過多、過
剰設備発生等に陥る。その結果として、財務数値に変化が
表れ、例えば、月商対借入比率の悪化等の症状が出てくる
ほか、金融取引面でも折返し資金調達構造に移行すること
が多い。すぐさま改善策を講じて良化すればよいが、その
まま悪化していく場合、時間の経過と共に資金繰りの乱れ
が発生し、新しい金融機関も含め融資の相談が頻発になる。
その後、さらに状況が悪化することにより、取引金融機関
の融資回収や仕入先の取引条件変更等が引き金となり、支
払不能状態に陥り倒産に至る。
　前述の「（d）損益／黒字＆有利子負債／過大」のミド
ルリスク企業は、上記のような経路を辿っている企業に融
資を行う可能性が高いことを考慮に入れるべきである。実

際、弊社が関与する有利子負債が過大な再生支援の案件で
は、関与する1年くらい前から取引金融機関が増えている
動きも散見される。このような新しい取引の金融機関では、
一般に再生支援開始の時点で債務者区分を見直すこととな
り、信用リスクが顕在化することになる。結果的に倒産に
至らず再生することもあるが、信用リスクに見合わない取
引を暫く継続していくことになる。

ミドルリスク企業向け融資に
取り組むための3つの課題

　そこでここからは、特にメインバンクではない先を対象
に、ミドルリスク企業向け融資に取り組むにあたっての考
慮すべき3つの課題について述べていきたい。

事業性評価の壁

　事業性評価を行う場合の基本スタンスは、財務と事業の
情報を融合して将来を予測していくことにあり、一般に、
①まず取引先の事業内容を把握し儲けの仕組みを理解す
る、②簡単な財務分析を通じて現在の状態について理解し
初期仮説を立てる、③その仮説に基づき取引先へのヒアリ
ングや業界情報等の入手を行う、④再度財務情報に戻って
その仮説に基づいて得た事業の情報を検証する、⑤起こり
得るリスクを踏まえつつ将来の見通しを立てる、という作
業ステップを踏んでいくことになる。
　しかしながら、メインバンクでない取引先（今後新規に
融資を検討していく先を含む）は、取引先との関係構築が
できていないことや本部から事業性評価対象先に指定され
ていないこと等もあり、事業性評価の作業ステップを踏ん
でいくための必要な情報が入手できないことも多い。この
ような中、ミドルリスク融資の案件審査で特に重要と考え
られる正確な資金使途の把握とリスクを踏まえた回収シナ
リオの構築が曖昧になる可能性をはらんでいる。
　正確な資金使途の把握は、事業内容、収益状況、現金収
支、世の中のトレンド等に照らして、その整合性を調査、
判断することにあり、その調査方法は、資金繰り予定表の
精査、取引先へのヒアリング、事業の実態面からの調査等
により確信が得られるまで調べていくことが基本となる。
これは、事業性評価のステップに通じるものである。
　ここで一例として、ミドルリスク融資先に年度資金のよ
うな折返し資金として融資を行う場合の事例を考えてみた
い。まず折返し資金という資金使途は存在しない。正常な
運転資本に対する経常運転資金の折返しなのか、本来収益
償還すべき設備資金の借入金の弁済がその年度の事業で捻
出されるキャッシュフローで賄いきれないことによる折返
しなのか、業績低迷により赤字に陥る可能性が高くなった

図1 融資先企業マトリックス（ミドルリスクのイメージ） 
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問い合わせ先
ビジネススクール事業推進室 FBS事務局（担当：下川）

〒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）
TEL：03-3514-1387　FAX:03-3514-1301　MAIL：FBS_info@frontier-mgmt.com

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル 　 レ ビ ュ ー

2018年フロンティア・ビジネススクール
第8期事業会社様向け講座開講中！ 9/4～9/25

2018年 第8期 9月開催日程のご案内

本物のスキルを手に入れる
フロンティア・ビジネススクールでは、フロンティア・マネジメントで実際に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。科目毎の講義時間は
3時間（一部の講座は5時間）と、短時間で学びを得られるようになっています。座学の時間を抑え、受講者との双方向のコミュニケー
ションを重視。ケースを基に論点の討議、整理を行い、最後に講師の経験に基づいた課題解決のための示唆が提供されます。

※「経営戦略の概論と実践」のみ5時間（13：00～18：00）、その他は3時間（14：00～17：00）

新しい講師の紹介

第9期予告（10月開講予定）

第8期事業会社向けの詳細内容はこちらから
http://www.frontier-mgmt.com/FBS/

http://www.nikkeimm.co.jp/fbs/

2018年度
パンフレットを
ダウンロード

できます

9月4日（火） 「経営戦略の概論と実践」
経営戦略の位置づけの理解／戦略立案フレームワーク・分析手法の理解／戦略を実現
するための打ち手の位置づけ理解

9月11日（火） 「成長戦略②新規事業参入」
単発アイデアと新規事業企画の違い／発想の着眼点（スケールの大きなイシュー抽出
の重要性）／実行手段に関する視野の広げ方／定性アイデアの定量計画への落とし込
み／事業家マインドの重要性

9月6日（木） 「成長戦略①既存事業強化」
顧客の潜在ニーズを見極めるための視点／差別化のための「提供価値」の研ぎ澄まし／
事業計画のロジック強化の手法／ステークホルダーとの合意形成のあり方

9月18日（火） 「事業構造改革①コスト構造改革」
コスト構造改革が必要となる背景（＝実施上の難所）の把握／事業ポートフォリオに適
した、先を見据えたコスト構造改革実施の重要性の理解／コスト構造改革推進の体制
とプロセス／コスト構造改革実施のための収益性分析の実務／主要なコスト構造改革
の実施方法とポイント（人件費削減・ブランドや商品の統廃合・購買費削減）

9月7日（金） 「戦略コンサルタントの仕事術」
「エンドゲーム」を常に意識する／鳥の眼と蟻の眼／会議のPDCA／3倍のスピードで仕
事をする等

9月20日（木） 「事業構造改革②事業撤退」
チームアップの要諦／リーダーとのコミュニケーションや合意形成／事業環境に対す
る客観的な評価軸の獲得／合理的な判断基準／撤退実行工程表の必要性／ステーク
ホルダーとのコミュニケーション／網羅的なリスク点検／撤退実行の管理体制

9月25日（火） 「戦略遂行」
社内情報の非対称性、部分最適の弊害／戦略遂行に伴う変革行為の重要事項と進め方

矢島 政也
フロンティア・マネジメント㈱
執行役員　コンサルティング第1部長
外資系大手コンサルティング会社等で25年超
にわたり一貫してコンサルティングに従事。
多様なプロジェクトを通じ、コンサルタント
を多数育成。

ビジネススキル 戦略コンサルタントの仕事術

藤澤 順也
フロンティア・マネジメント㈱
シニア・ディレクター
約10年間コンサルタントとして多数の企業変
革をサポート。
クライアントの執行役員等としてターンアラ
ウンド支援経験も豊富。

経営戦略 成長戦略①既存事業強化

前島 有吾
フロンティア・マネジメント㈱
シニア・ディレクター
10年強に渡り一貫して経営コンサルティング
業務に従事。
戦略策定から実行支援までワンストップで多
数の案件に関与。

新講座
「企業経営
 タイムトリップ体験（仮）シリーズ」

松岡 真宏　フロンティア・マネジメント㈱　代表取締役
西田 明徳　フロンティア・マネジメント㈱　常務執行役員

あの企業のターニングポイントであなたならどう
するか。当事者と共に考える。

経営戦略 成長戦略②新規事業参入

受講のお申し込みは
こちらから

講師
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が多くを占めていた。
　ミドルリスク企業向け融資についても、上記の例に近い
形で、営業現場の裁量の範囲内や本部決裁が通りやすい金
額で中途半端なリスクを取っている可能性を考慮に入れる
必要がある。次の2つのケースを考えてみたい（図2）。
①�営業店10店舗で1店舗あたり50百万円（総額500百万円）
の融資を実行する。なお、融資実績を重視するあまり、
すべてが中途半端な与信判断とモニタリングを行って
いるものとする。
②�ターゲットを絞り、事業性評価を実施した上でリスクを
取って1社500百万円を肩代わりする。なお、しっかり
とした与信判断と密度の濃い面談を通じて経営課題に
向き合ってモニタリングを行っているものとする。
　果たして、この2つの融資額500百万円はどちらが実質
的にリスクが低いと考えられるか。

これからは質への転換が求められる

　日本の金融機関の数は多く、その影響もあって中小企業
の取引金融機関数は複数取引が一般的である。一方、米国
を見ると取引金融機関数は1行取引が大半である。米国で
は1行取引により、密度の濃いリレーションシップや過剰
債務を防ぐためのモニタリング等を継続的に行っていく仕
組みが存在する。米国がすべて良いというわけではないが、
特にミドルリスク企業向け融資に関しては、このような形
態は参考になるものと考える。
　現在、地域金融機関では、業務の多様化やコンプライア
ンスの強化等により人材の絶対数が不足すると共に時間的
制約によりスキルの低下も懸念される。このような中、情
報の非対称性が大きく存在し、それらを解消していくため

のコミュニケーションコストが大きい一方、高いスキルが
求められるミドルリスク企業向け融資にどれだけの優秀な
人員を投入できるかがポイントとなる。この一つの処方箋
は、上記①のように分散して中途半端なリスクを抱えるよ
りも、
◦�ミドルリスク企業向け融資を行う営業エリアを決める
（エリアの選択と集中）
◦�そのエリアの中で将来金融機関のコア取引先となるター
ゲットを絞る（対象企業の選択と集中）
◦�事業性評価のスキルがあり、コミュニケーション能力が
高い人材を営業エリアの母店等に集約する（人材の選択
と集中）
◦�ミドルリスク企業向け融資営業のKPI（重要業績評価指
標）を設定し、中長期的な視点で評価を行う（評価の選
択と集中）
を通じて、上記ケース②のように一気にメイン化を行い、
取引先とのリレーションを構築し、取引先の生産性向上を
図りながら、長期的に取引妙味を得ていくことではないか
と筆者は考える。一言で言えば、量から質への転換である。
　最後に、近年、ミドルリスク企業向け融資に対するデッ
トガバナンスの強化が聞かれるが、金融機関の取引先は中
堅中小のオーナー企業が大半であり、ガバナンスという響
きには抵抗感があるものと考えられる。ガバナンスではな
く、双方向の対話が重要であり、それには人間対人間の関
係を構築するために時間を確保せざるを得ない。このため
には質を重視し、行動を集中することが欠かせない。
　以上、非メインバンク先へのミドルリスク企業向け融資
について述べたが、融資判断や組織体制等には様々な考え
方があるため、一つの参考として頂ければ幸いである。

図2 ミドルリスク企業向け融資の2つのケース 

各々50百万円融資
（総額500百万円）

・・・・・・・

・・・・・・・

ケース①

融資の分散はできているが、
与信判断やモニタリングができていない

ケース②

企業
Ａ

支店（母店）
A

企業
Ａ

支店
A

企業
B

支店
B

企業
C

支店
C

企業
D

支店
D

企業
J

支店
J

500百万円
融資

融資金額は大きいが、
与信判断やモニタリングができている

対
話

対
話
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出所：YUKE'S Co., Ltd.

図表 AR Performers

出もなされており、新しいライブコンテンツの開拓者とし
ての地位を得る可能性もあろう。
　すでにARPのキャラクターはレコードデビューも果た
しているが、今後のキャラクタライブビジネスは、ネット
動画配信と組み合わせることによる認知度拡大や、課金要
素を導入することによる収入等で、ビジネス規模をどのよ
うに拡大できるかが注目される。先述のVtuberとの融合
も期待され、Vtuberをライブ化するといった展開も十分
考えられよう。

3DCGスタジオのVR展開

　3DCGを用いたアニメスタジオの代表格であるポリゴ
ン・ピクチュアズは、3DCG技術を、VRを中心とした新
しいエンターテインメントに展開するため、合弁会社の設
立を強化している。
　同社は、2017年10月には講談社と「講談社VRラボ」を
設立、また2018年1月には、VRゲーム制作を行うヒスト
リアと「エレメントファクトリー」を設立している。
　また、博報堂DYホールディングス傘下の3DCGスタジ
オのクラフターも、VAIO、東映と組んでVR映画興行事
業を展開すると、2017年12月に発表している。
　現状VRに関しては、VR専用ゲームセンターや遊園地
などで人気を博す例が出てきており、まずはアミューズメ
ント施設型のVRがビジネスで先行し、一般への普及の先
鞭となる見込みである。また、2020年から導入予定の携
帯電話新規格5Gでは、携帯電話各社がVR動画配信にも力
を入れると見られ、コンテンツ業界全般にVRコンテンツ
増強に向かう可能性がある。
　3DCGを得意とするアニメ会社は、成功した場合に売上
規模が大きくなりうるゲーム制作の一翼を担うことでレベ
ニューシェア収入を得たいという意向がある模様で、アニ
メをベースに、ゲームとVRにも用いられる3Dモデルの開
発を担う戦略を志向すると見られる。このような開発スタ
イルが様々なタイトルで適用されれば、アニメとゲーム、
VRの融合がスムーズに進展すると考えられ、VR普及の
一翼を担うことが期待される。

3DCGアニメスタジオの
存在感高まる

　エンタメ業界を俯瞰すれば、市場拡大が見られるサブセ
クターはアニメ業界と、ライブ業界となっている。アニメ
業界は、特に海外関連の需要がけん引する形で、ユーザー
支払額ベースの市場規模は、2012年の1兆2,945億円から
2016年の2兆9億円に拡大している。また、国内ライブエ
ンタメ市場は、音楽コンサートがけん引する形で、2012

年の3,334億円から2016年の5,015億円に拡大している。
　成長分野となっているアニメとライブを融合させること
で新しいエンターテインメントを創出する動きが今後加速
すると見られるが、その構成要素となるのが、上述の
Vtuberやキャラクタライブ、VRと考えられる。この領域
では、3DCG技術が積極的に活用／応用され、コンテンツ
制作の基盤となっている。この新領域でのコンテンツ展開
にあたり、制作資金を拠出するコンテンツ会社には、
3DCGに長けた人材は在籍しているものの、アニメやライ
ブといった分野での3DCG技術に専門性を有する人材を豊
富に確保できているとは言い難い。そのため、専門性の高
い3DCGスタジオに開発を委託したり、合弁会社設立に
よって開発リソースを確保したりといった動きが活発化す
ると見られる。特に、アニメとゲーム、VRを連動させる
動きに関しては、スマートフォンゲーム市場をけん引し
VR施設やライブ事業をも積極展開するバンダイナムコ
ホールディングスが既に取り組みを開始しており、ヒット
作が見られれば、業界全般に追随する可能性があろう。
　3DCG技術が新しいエンターテインメント創出の重要な
技術基盤だとの認識が更に高まれば、アニメ／動画やモー
ションキャプチャーといった専門性が高い分野で、リソー
スを外注するのではなく内製化したいというコンテンツ関
連企業のニーズも高まる可能性がある。このような人材の
育成には時間を要すると考えられるため、当該分野のリ
ソースをM&Aで取得する意向を持つコンテンツ関連企業
も現れよう（先述の通り、既にグリーはVtuber関連に
100億円投資することを表明）。
　このような専門性を持つ3DCGスタジオの現況に関して
は、概ね受注が好調に推移している模様だが、今はまだ
M&A市場で投資案件化するケースは稀な状況となってい
る。とはいえ、エンターテインメント業界を3DCG技術が
けん引するのは明白と考える。今後も、専門性の高い
3DCG技術を持つ会社の動きを注視していきたい。
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鍵を握る3DCGスタジオ

消費財トピック❶

消費財トピック

Vtuber、キャラクタライブビジネスといった新しいエ
ンターテインメント領域では、3DCG技術が積極的に
活用／応用され、コンテンツ制作の基盤となっている。
そのため、専門性の高い3DCG技術を有するスタジオ
の存在感が高まり、提携やM&Aが活発化する可能性
も見えてきた。

3DCGを活用した
新しいエンターテインメントの萌芽

Vtuber事業への参入表明相次ぐ

　2018年4月下旬から5月中旬に開催されたエンターテイ
ンメント企業の決算説明会で印象的であったのは、スマー
トフォンゲームを主力としたゲーム会社の多くが、今後の
新規事業としてヴァーチャルYouTuber（以下Vtuber）
事業への参入を表明したことである。
　当該時期よりやや前ではあるが、グリーが同事業に合計
100億円の投資方針、サイバーエージェントが同事業を手
がけるCyberVを設立、との発表があった他、コロプラ、
DeNAなども、決算説明会でVtuber事業を手がける旨の
発表を行った。
　YouTuberとは、YouTubeなどの動画配信サイトで動
画配信を行う人物を意味するが、Vtuberは動画配信の担
い手が人物ではなく主に3DCGで作成された架空キャラク
ターとなっている。当該キャラクターは、モーションキャ
プチャー技術（現実の人や物の動きをデジタルで記録し、
3Dモデルで表現されたキャラクターに反映させる技術で、
ゲームやアニメなどでリアルな動きの再現に用いられる）
を用いて、演じ手による実際の顔の表情変化や動作をキャ
ラクターに反映させることで現実感を訴求する。
　Vtuberの代表格は「キズナアイ」である。その
YouTube上のチャンネル登録者は180万人以上に達し、
BS放送で冠番組が開始されたり、リアルなファンイベン
トが開催されたり、フィギュアが開発されたりと、
YouTube上のみに留まらないキャラクター展開の拡がり
が見られる。今後認知が更に進めば、プロモーションや
TVCMでの活用も考えられる。

　Vtuberビジネスの今後の展望としては、認知度をロー
ンチ当初から獲得するために、ゲームやアニメの著名キャ
ラクターをVtuber化する動きや、当初からアニメやゲー
ムと連動したVtuber展開が加速しよう。「キズナアイ」の
ようなYouTube上に留まらないキャラクター展開で成功
する例が他にも見られれば、Vtuber事業は新しいエンター
テインメントビジネスとしての地位を確立しよう。

キャラクタライブビジネスにも注目

　また、3DCGを用いた新しいエンターテインメントとし
て注目されているのは、ユークスが手掛けるキャラクタラ
イブ「AR Performers」（以下ARP）である。
　ARPは、セルシェーディング技術（3Dモデルに2Dアニ
メ調の色彩を施す技術）により、男性の3Dモデルを2Dア
ニメライクに描画した仮想キャラクターたちが、ステージ
で華やかに歌い踊る女性向けライブである。
　あらかじめ用意しておいた映像を再生するだけのコンテ
ンツとは異なり、ARPでは、ダンスや動作を担当する「A
キャスト」の実際の動きがモーションキャプチャーによっ
てキャラクターに反映され、歌やトークを担当する「Vキャ
スト」の音声、そして技術スタッフによる服装や毛髪など
の微細な動きの調整とが組み合わされることによって、
キャラクターが“実在感”を伴って演じられる。
　なお、キャラクタライブの先駆けである「初音ミク」の
ライブコンテンツは、事前に生成されたプログラムを制御
して再生するにすぎない一方、ARPではリアルタイムで
観客とのやり取りが可能である。また専用アプリ「ふれフ
レ」をダウンロードすることにより、ライブ中にスマート
フォンを音楽ゲームの要領で振って応援し、どれだけタイ
ミングよく応援できたかが推しているキャラクターの勝敗
を決めるといった演出も行われるなど、没入感を強める演

産業調査部
シニア・アナリスト

福田 聡一郎
Soichiro FUKUDA

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。

FRONTIER EYES12

HP12-13_FE22-消費財トピック1.indd 12　 データ更新日時　2018/07/17 20:16:11
　 ＰＤＦ作成日時　2018/07/17 20:16:27
 



消費財トピック

出所：各社有価証券報告書、HCIホームセンター経営統計に基づきフロンティア・マネジメント作成
注1：図1の粗利率は2010〜2016年の平均値、食品・日用雑貨の売上構成比は2016年の数値
注2：表1の営業利益率は2013〜2016年の平均値、労働分配率・不動産分配率は2016年の数値

図表

マツモトキヨシＨＤ
ツルハＨＤ

スギＨＤ
クリエイト
ＳＤＨＤ クスリのアオキ

ココカラファイン

キリン堂

カワチ薬品

ゲンキー

コスモス薬品

ウエルシアＨＤ

15%

20%

25%

30%

0% 20% 40% 60% 80%

粗利率

食品・日用雑貨の売上構成比

【図1】 主要各社の食品・日用雑貨の
売上構成比と粗利率の関係

【表1】 主要各社の営業利益率と
労働分配率・不動産分配率の関係

企業名 営業利益率 労働分配率 不動産分配率
サンドラッグ
ツルハHD
スギHD
クリエイトSDHD
クスリのアオキ
マツモトキヨシHD
コスモス薬品
ウエルシアHD
ゲンキー
ココカラファイン
カワチ薬品
キリン堂

主要各社平均

6.2%
6.2%
5.4%
5.4%
5.4%
4.6%
4.4%
3.6%
3.5%
2.3%
2.3%
1.4%

4.5%

26.2%
34.4%
33.9%
30.5%
36.7%
34.3%
35.1%
39.5%
32.1%
45.3%
41.9%
40.9%

35.9%

16.8%
19.1%
18.0%
16.3%
12.4%
18.9%
17.9%
13.9%
25.2%
23.0%
17.2%
21.7%

18.4%

主要各社平均
約25%

パクトは大きい。さらに、地方（郊外）から都市部への人
口移動に伴って、今後は都市部での出店競争が加速してい
く。そうなれば、出店コストは跳ね上がり、不動産分配率
の上昇を受け入れざるを得ない状況へと変わってくる。

「ヘルスケアの担い手」としての新たな戦い方

　こうした変化は今日明日すぐに起こるものではないが、
やがて到来するこうした未来を認識したうえで、ドラッグ
ストアとしてのこれからの戦い方（ビジネスモデル）を考
えておくことが必要だ。
　ドラッグストアが持つ他の小売・流通にない側面は「ヘ
ルスケアの担い手」としての役割である。今後高齢化が進
展する中では、消費者の健康の維持・増進に資するこうし
た役割はより一層重要になってくる。また、国や地方行政
も社会保障費抑制の観点から、高齢者の健康を支える仕組
み作りに高い関心を寄せている。ドラッグストアがこうし
た仕組み作りの「旗振り役」として貢献できる部分は決し
て小さくはないはずだ。
　具体的に考えられる仕組みの1つとしてヒントになるの
が、アメリカのリタイアメントコミュニティである。リタ
イアメントコミュニティとは、現役を引退したアクティブ
シニアがセカンドライフを過ごすための居住地域であり、
病院や大学の他、ゴルフ場やスポーツを楽しめるレジャー
施設、レストラン・カフェ等が整備されている。こうした

環境下での生活と地域住民との交流を通じて、QOL
（Quality Of Life＝生活の質）の向上を図ることが目的だ。
　日本においても、こうした大きな視点・発想で、これか
らのヘルスケアの在り方を考えていくことが必要ではない
だろうか。狭義なドラッグストアに閉じてしまえば、「医薬」
という「点」に限定されてしまうが、もっと広義に「面」
で捉えれば、食事・睡眠・運動・学習・娯楽等、ヘルスケ
アの範疇で取り組めることは多岐にわたる。

ポイントは異業種との連携

　仮にこうした方向性を追求する場合、当然ながらドラッ
グストア単独で全ての機能を担うことは現実的には難し
い。そこでポイントとなるのが異業種との連携である。
　それぞれの専門（得意）分野を持った企業体が、「高齢
化社会を見据えたヘルスケア」という1つの共通的価値観・
課題認識の下に手を携えて、先述したコミュニティを形成
していくことが理想的だ。ドラッグストアには、こうした
取組み全体の「推進役」、そして参加する各企業体の「調整・
仲介役」として、大きな社会的意義を果たしてほしいもの
だ。もちろん意義のために取り組むだけでなく、事業とし
て持続可能なものにしていくことも重要である。実現性・
事業性含め、今後検討すべき論点は多々あるが、市場が成
長ステージにある今だからこそ、その先を見据えて一考す
べきテーマではないだろうか。
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HP14-15_FE22-消費財トピック2.indd 15　 データ更新日時　2018/07/13 22:45:02
　 ＰＤＦ作成日時　2018/07/13 22:45:11
 

これからの高齢化社会を見据えた
ドラッグストアの戦い方

消費財トピック❷

消費財トピック

小売・流通業界の中でも、とりわけ高成長が続くドラッ
グストア業界。業界各社の戦い方を分析すると、類似
した勝ちパターンが見えてくるが、今後の高齢化社会
を見据えた場合、こうした既存の戦い方とは一線を画
した「ヘルスケアの担い手」としての新たな戦い方が
求められている。

市場拡大が続く
ドラッグストア業界

　経済産業省「商業動態統計」によれば、2017年の小売
業の販売額は142兆5,140億円で、前年比＋1.9%の増加と
なった。企業側の体感として「消費者の財布の紐は固い」
という声も聞こえるが、数字だけ見れば、小売業は足元堅
調と言える。
　中でも好調なのがドラッグストア業界である。同統計に
よると、2017年のドラッグストアの販売額は6兆580億円
で、前年比＋5.4%の増加となっている。他業界と比較す
ると、コンビニエンスストアが＋2.4%、スーパーが＋0.4%、
ホームセンターが▲0.4%となっており、ドラッグストア
の販売額の伸びが突出して高いことがよく分かる。

見えてくる2つの勝ちパターン

　このように活況を呈するドラッグストア業界の主要各社
の収益構造を分析すると、大きく2つの勝ちパターンが見
えてくる。
　1つ目は、食品・日用雑貨の価格競争力を武器に集客力
を高め、粗利の高い医薬品・化粧品のついで買いに繋げる
「①クロスセルモデル」だ。主要各社の食品・日用雑貨の
売上構成比と粗利率の関係（図1）を見ると、食品・日用
雑貨の売上構成比はバラつきがあるものの、60%程度まで
であれば業界平均レベルの粗利率（約25%）を維持し、一
定の収益性を確保できることが分かる。逆に売上構成比が
60%の水準を超えてくると、粗利率は20%前後に低下する
ため、収益性を維持するには販管費のコントロールが必然
的に重要になってくる。

　この点を踏まえ、次に主要各社の営業利益率と労働分配
率・不動産分配率の関係（表1）を見てみることにしたい。
図1で見た粗利率が20%前後の企業群でも、一定の営業利
益率を維持しており、これらの企業群は、労働分配率・不
動産分配率のどちらか（またはその両方）が主要各社の平
均よりも低い水準にコントロールされていることが分か
る。これが2つ目の勝ちパターン「②ローコストモデル」だ。
店舗オペレーションの効率化や店舗フォーマットの標準化
等により労働分配率を下げる、あるいは相対的に賃料の安
い郊外エリアや初期投資を抑制できる居抜き物件を中心に
出店し、不動産分配率を下げることで粗利率の低さをカ
バーし、一定の収益性を確保している。

環境変化がもたらす勝ちパターンの限界

　こうした勝ちパターンの確立により、近年成長を続ける
ドラッグストア業界だが、当然ながらこの勝利の方程式は
絶対的なものではない。「①クロスセルモデル」について
言えば、カギは顧客の来店動機となる食品・日用雑貨の価
格競争力だが、このカテゴリーは食品スーパーやディスカ
ウントストア等の主戦場であり、必然的に激しい価格競争
に晒される。既に一部のコンビニエンスストアが日用雑貨
の値下げに動く等、顧客争奪戦は激しさを増しており、こ
うした競争に敗れれば、医薬品・化粧品のついで買いに繋
げることも困難になる。
　また、「②ローコストモデル」も外部環境の変化に伴って、
いずれ限界に直面する可能性が高い。今後の生産年齢人口
の減少に伴う人件費の上昇は、確実に労働分配率を押し上
げる。薬剤師や登録販売者等、一定の専門性を有する「ヒ
ト」に依拠するドラッグストアにとっては、特にこのイン

コンサルティング第1部
シニア・ディレクター

池葉 健吾
Kengo IKEBA

慶應義塾大学経済学部卒業。アクセンチュア
㈱を経て、フロンティア・マネジメント㈱に
入社。小売・流通、サービス（B2C）業界を中心
に、中期経営計画策定支援、コスト構造・業務
改革（BPR）支援、新規事業検討支援等、多数の
プロジェクトに従事。
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HP14-15_FE22-消費財トピック2.indd 14　 データ更新日時　2018/07/13 22:45:02
　 ＰＤＦ作成日時　2018/07/13 22:45:11
 



CX構築・向上によるビジネスのプラットフォーム化なのは端末ではなく、顧客が喜ぶアプリを提供
するプラットフォーム、つまりデバイスとアプ
リが協調する戦いである。
　自社以外のプレイヤーの製品を顧客が所有し
たときに、それを所有していない時よりも自社
の製品の顧客にとっての価値が増加する場合、
それを補完財と呼ぶ。
　◦コンピュータ（機器とソフトウェア）

　◦放送（受信機と番組）

　◦クレジットカード/電子マネー（決済手段

と利用場面）

　このように、自社製品のコア機能だけで勝負
するのではなく、補完財と組み合わせることで、
自社製品の価値を更に高めることができる。
　かたや、プラットフォームビジネスとは、そ
のネットワークが大きくなるほど、ユーザーに

いる。企業の価値が存在する場所は、モノやサービスを作
ることから、企業と顧客のつながりを円滑化することに変
わってきているのだ（図2）。

おわりに

　自社製品に補完財を付加価値として加えてプラット
フォーム化する。そこに補完財とのルールをデザインし、
顧客、供給者とのCXを構築することによって、エコシス
テムが構築される。更にプラットフォーム内の取引が増大
すれば、創出価値を大きくすることになる。
　自社の付加価値を評価するためには、他者の立場に立っ
て自社が他者に何を与えられるかを考えなければならな
い。プラットフォームは、取引の中で企業、顧客、供給者
を補完している。したがって、今日の新しい企業価値の作
り方が、モノやサービスを作り出すことではなく、“つな
げる”または“交換する”ことへ変わりつつある。昔な
がらの市場におけるパイの取り合いは、どんなにBPRを
進めても、シェア獲得のための価格競争になってしまう。
伝統的なビジネスモデルの変革には、自社製品の付加価値
を高めるであろう補完財と手を組み、補完的なプラット
フォームを構築することが一つの戦略の鍵となる。

出所：B.J.ネイルバフ; A.M.ブランデンバーガー（1996）を筆者加筆、修正

図2

顧客
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もたらされる価値が大きくなる。ネットワークでは、規模
が大きくなり、生み出される価値が増えると、ユーザーに
とって効率性と利便性が高まる。効率的なマッチングがで
きるようになるほど、そのプラットフォームのネットワー
ク効果は強まり、取引を増やせる。当然、それは価値と利
益の上昇につながる。例えば、情報の検索性を高めるため
に、「協調フィルタリング」機能を導入したアマゾンのリ
コメンド機能も購買につながるため有効である。また、ユー
ザーによる本のレビューが増加するほど、サイトの情報と
しての価値も高まる。
　このように自社製品と補完財を組み合わせ、そこにプ
ラットフォームを構築することができれば、自社に大きな
利益をもたらすのではないだろうか。

顧客、供給者との
CX（顧客体験）をデザイン

　自社との価値相関性の中では、企業と顧客、企業と供給
者とのつながりを強化する必要がある。そのつながりを付
加価値の高いものにデザインすることで、ネットワーク効
果が高まり、高収益モデルが形成される。
　経営コンサルタントのジョン・グッドマンは、「顧客体
験価値（CX）」を高めることが、つながりを強めると示
した。常に顧客の痛点（不満足な点）を把握するために、
顧客から企業へのアクセスをしやすくするのだ。これには
KDDI、LIXIL、複数の自動車メーカーをはじめ、多くの
企業が取り組んでいる。各社ともに、サービスにアクセス
しやすくし、顧客の声（VOC）に耳を傾け、戦略的なCX
の構築を目指している。例えば、LIXILは全国約100カ所
のショールームを通じ、来館予約からアフターフォローま
での各過程で得た顧客情報を、顧客関係性強化につなげて

AUG. 2018 vol.22 17
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生産量が一定を超えると規模の不経済が生じる

　現在は高度成長期のような国内の経済成長は期待でき
ず、大企業が保有している経営資源が過剰になりつつある。
海外市場に目を向けるも、強力な競合他社が多数存在する。
今日ではM&Aによるグループ再編を企て、組織全体の見
直しが盛んに進められている。
　経済学者のロナルド・コースは、市場取引では「情報の
非対称性」が発生するため、様々な調整費用が発生すると
述べた。企業は組織が大きくなるに従い、より効率的に処
理できる活動を社内化し、効率的に処理できない活動を外
部化することで、情報コストと取引費用を最小限にできる
ことを示唆した。また、コースの理論を引き継いだ経済学
者のオリバー・ウィリアムソンは、取引の内部組織化が拡
大するにつれて、「情報の偏在」が起こるとして「組織失
敗の枠組み」を提示した。
　投資銀行のように内部に大量の情報を集め、生産性を高

ため、規模の不経済が生じ始める。図1のように、生産量
が増えると、情報のコストと取引費用も増えてしまう。多
くの企業はここ数年でBPR（ビジネスプロセス・リエン
ジニアリング）を行い、効率化を求め利益率を改善してき
た。生産拠点を海外へ移し、グローバル購買も進めてきた。
もはや、規模の経済による経済システムが陳腐化してきて
いる。

競争と協調の新しい枠組み

　一方で、今までの古いビジネスモデルによるしがらみか
ら脱却し、急成長を遂げている企業も数多くある。成長し
ている企業を分析した結果、得られたヒントが 「コーペ
ティション」だ。コーペティションとは、競争（コンペティ
ション）と協調（コーペレーション）を使い分けてとる戦
略のことをいう。例えば、スマートフォン業界で一番重要

出所：アレックス・モザド; ニコラス・L・ジョンソン. （2016）
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伝統的なビジネスモデルの変革
～コーペティションによる補完的プラットフォームの構築～

〈 ビジネスモデル考察 〉

テクノロジーの進展やグローバル化により、規模の
経済を目指す伝統的なビジネスモデルが通用しなく
なってきた。ビジネスモデルの変革スタイルは今や、
モノやサービスを作り販売するという直線的な変革で
はない。伝統的なビジネスモデルから補完的なプラッ
トフォームを構築することを提言する。

経営執行支援部
マネージング・ディレクター

長谷川 智之
Tomoyuki HASEGAWA

中央大学大学院戦略経営研究科修了。事業会
社にて執行役員、グループ会社の取締役を歴
任。主に、業務プロセス再構築（BPR）、営業・販
売戦略の再構築、コンタクトセンター設計・構
築／運用、戦略的提携を担当。フロンティア・
マネジメント㈱では、中堅・中小企業の役員、
顧問として経営執行支援、構造改革に従事。

めている企業もあれば、組織の規模が拡大し、情報
の偏在が起こり、生産性を下げている企業もある。
今やテクノロジーの進展により、企業が大規模な経
営資源を保有する必要がなくなった。ではどうすれ
ば、伝統的なビジネスモデルを変革し、新たな高収
益ビジネスモデルを描くことができるのだろうか。

規模の経済の陳腐化

　多くの企業がこれまで、“規模の経済が生まれる
ため、規模が大きくなるほど単位当たりのコストが
下がる”という神話を信じすぎてきた。
　戦略理論による「経験曲線」や「価値連鎖（バリュー
チェーン）」の概念は、大規模企業へ成長する上で
参考になった。しかしながら、ある組織が一定の規
模を超えると、企業組織内での調整費用が上昇する
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HP16-17_ビジネスモデル考察.indd 16　 データ更新日時　2018/07/13 22:47:37
　 ＰＤＦ作成日時　2018/07/13 22:47:50
 



消費財トピック

TOPICS

ためにクロスボーダーM&Aを検討しつつも、実際には実
行にまで至っていない、または受け身な姿勢でのみ検討し
ている企業も多い。そんな状況打破の一助となるべく、能
動的、確実にチャンスをとらえるためのM&Aにおける前
工程（Pre-M&A）のアプローチ法について解説したい。

チャンスを能動的、確実に捉えるための
M&Aにおける前工程（Pre-M&A）

（1） 〜クロスボーダーM&Aは必然的・意図的に〜
 M&A戦略ストーリーの明確化

　まずは大前提であるが、M&A、特にクロスボーダー
M&Aは偶発的であるべきでなく、必然的・意図的でなく
てはいけない。頻繁にM&Aを活用できる体制を整え、能
動的かつ確実にチャンスを捉えるために、その事業の業界
における将来絵姿、M&Aありきでない中長期的なビジョ
ンの中の「目指すべき姿」に基づく戦略ビジョンと、一貫性
のあるM&A戦略ストーリーの構想力が不可欠である。こ
のM&A戦略ストーリーは、M&Aの執行段階における買
収判断の指標となると共に、後述する被買収企業側への「買
われる魅力」の訴求段階においても根幹となるものである。
　また、M&A戦略は概念的な方針だけでは何の実行活用
性も生まれない。例えば、中期経営計画の中では「海外売
上の増加、M&A取引の活用」と謳いながら、具体的なター
ゲットが明確でないケースも残念ながらある。ニーズの明
確化としてのM&A戦略のアウトプットは、想定する業界、
企業の具体的なターゲットのロングリスト、及び実際の
M&A可能性、優先順位を加味した実践的なショートリス
トでなければいけない。
　特にクロスボーダー案件では、海外の非上場企業、直接
取引のない企業、業界周辺企業など、同業界においても認
識していない企業も多数存在する事も多い。これらも含め
てリスト化し、戦略上の優先順位を決め、業界全体への戦
略的なM&Aのアプローチをグローバルで考える必要がある。

（2） 〜M&Aは情報戦〜
 現地子会社、外部アドバイザー活用も

　M&A戦略を効果的に推進するためには常に変化してい
く経営戦略、市場の中で、その情報をタイムリーに捉える
事ができるよう常日頃からネットワークを張り巡らす事が
肝要である。特に海外の場合は、距離的な問題や、先方の
情報不足により、日本企業が買手候補として認識されてい
ないケースも多く、海外同業他社が買収を公表した時点で
初めて案件の存在を知るようなケースも多々ある。
　海外における競合や取引先等の既存ネットワークは当然

の事、社のニーズを理解するクロスボーダー案件に強い外
部アドバイザーや商社等の外部ネットワークの活用は絶対
条件である。情報をタイムリーに捉えられれば、入札を避
けて相対で進められるケースも多い。例えば、アジア企業
には、現地での情報漏えいを極端に嫌う傾向がある為、プ
ロセスの効率性よりも有力な候補先との相対プロセスを好
むオーナー企業が多い。情報力がM&A成約確度や有利な
経済条件に直結し、戦わずして勝つ事も多々あるのである。

（3） 〜自ら動いたものが情報戦を制す〜
 能動的にアプローチ

　次のステップはターゲットへのアプローチである。海外
企業は、事業売却に対してオープンなケースが国内案件よ
りも散見される。例えば、アジアの華僑系オーナー企業は
日本人経営者よりも積極的にポートフォリオの変更や事業
売却と新規事業への投資への切り替えが早く、親族内での
事業承継をしないケースも多い。また、欧米であれば、大
手企業のカーブアウト案件や事業承継の受け皿としてPE
ファンドが活用されてきた歴史も長い。ちなみに、欧米に
は、アクティブなPEファンドが3,000社以上存在しており、
それぞれが複数の企業に投資している。その中で有力な企
業や事業が存在する可能性がある事は想像にたやすい。予
断を持たずに能動的なアプローチをする事が肝要である。
　次に重要になるのは適切な株主や経営陣、部署へのアプ
ローチである。経済条件だけでなく、現地のカルチャー、
コミュニティや、オーナー、経営陣の属性、事業への思い、
時には個人の人生背景にも配慮し、案件のポイントを理解
する事は、案件確度を上げると共にその後のプロセスや条
件交渉のポイントとなる。また、前述した明確かつ一貫し
たM&A戦略によってターゲット企業を感化できるか、ス
トーリーを語れるかが鍵になる。いわゆる被買収企業に
とっての「買われる魅力」を訴求する必要がある。
　結局、M&Aは単なる事業の売買契約ではなく、その後
もステークホルダー、特に経営陣、従業員の幸福に資する
オーナーへの経営権の譲渡であり、新オーナーが旧オー
ナーに勝る経営力があるか、M&Aを契機にグローバルな
経営力を共につけていけるか、に尽きると筆者は考える。
　実際にアプローチして情報を入手すると想定以上にシナ
ジーが見込まれる事も、逆にM&A戦略の精度が低くただ
の絵に描いた餅となる事もある。相手先が提案に乗ってこ
ない場合でも、買手のM&A戦略の見直しや精緻化にも寄
与し、その後に描く未来の業界地図もより洗練されていく
だろう。
　M&Aを活用して経営力を高め、被買収企業から見て「買
われる魅力」のある、真のグローバルカンパニーへと進化
する日本企業が1社でも増えれば幸いある。
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ミッドキャップ・クロスボーダー案件の
裾野の拡がりとM＆Aにおける前工程

（Pre-M&A）のアプローチ法

M&Aトピック

消費財トピック

ミッドキャップ・クロスボーダー案件の動向について、
統計を踏まえて解説する。クロスボーダー案件を実施し
ている企業の裾野の拡がり、同一企業による複数案件
の実施も増加しておりM&A巧者の増加が見て取れる。
かかる状況を受けて、能動的、確実にチャンスを捉える
ためのM&Aにおける効果的な前工程（Pre-M&A）のア
プローチ法について解説していく。

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

小田部 馨
Kei OTABE

ミシガン大学経営学部会計学修士課程修了。米国
公認会計士。Deloitte & Touche LLP、UBS証券㈱、グ
リーンヒル・ジャパン㈱を経て、フロンティア・マ
ネジメント㈱に入社。10年以上に渡り国内・クロス
ボーダーM&A案件のアドバイザリー業務に従事。

過去15年において
M&A案件数は継続増加

特に東証1部上場会社以外の企業の増加が顕著

　日本企業が海外の企業を買収するいわゆるIn-outクロス
ボーダー案件は、日本企業がスピード感を持って成長する
上で重要なツールとなっている。件数ベースでは全体で年
平均成長率約7%（2002年270件から2017年673件）である。
　その中でも、東証1部上場会社以外の企業によるクロス
ボーダー案件（ここではミッドキャップ・クロスボーダー
案件と呼ぶ）が近年増加している。2002年から2017年に

いてもここ10年でクロスボーダーM&Aを企業戦略のコア
パートとして取り組んでいる企業の裾野は企業サイズ、本
社所在地ともに確実に広がっていると肌で感じている。
　直近の事例としては 、アパレル製造・販売で「earth 
music&ecology」ブランド等を展開するストライプイン
ターナショナル（本社：岡山）による、ベトナム・レディー
スカジュアル第2位のNEMグループの事業買収、村田機
械（本社：京都）によるスウェーデンの無人搬送機メーカー
AGVE ABの買収、テーマパーク向け遊戯機械メーカー
最大手の三精テクノロジーズ（本社：大阪）によるオラン
ダのVekoma Rides B.V.の買収等、多岐にわたる。
　一方で、必要性があり、成長実現あるいはサバイバルの

図表 In-Outクロスボーダー案件推移
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出所：㈱レコフの公表データを基にフロンティア・マネジメント作成

おいて、東証1部上場会社によるIn-out
クロスボーダー案件は、151件から293
件に増加（年平均成長率：約4.5%）に
対し、東証1部上場会社以外によるもの
は119件から380件に増加している（同：
約8%）（図表）。実に3倍以上の件数になっ
ている事は特筆すべき事であろう。
　また、2002年から2010年の間に5件以
上のIn-Outクロスボーダーを実施した
企業は48社であったが、2011年から
2017年の7年間においては、90社とほぼ
倍増している。案件数だけで語られるべ
きではないが、M&A案件を駆使し、
M&A巧者となっている企業は増加傾向
である。
　当社に相談が寄せられる顧客企業にお
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相当の期間を要し、かつ実現に向けた難易度も高い。そこ
で本稿では、「商品・サービス」面での強み・差別化要素
が既に存在し、再生可能性を有すると見極められた企業に
対する成長戦略の策定という前提に立ち、「戦略」と「組織・
体制」に絞って、検討に係る視点を記載する。

「戦略」面 〜蓋然性の高い営業戦略の構築〜

　再生企業では、往々にして「どの顧客に対して、どのよ
うな商品・サービスを、どのようなプロセスで売り込むか」
という営業戦略が各担当に委ねられ、営業担当間での横連
携が不足していることが多い。再生局面においては、早期
の効果発現も含め、蓋然性・実行可能性が求められる中、
企業には全社的な取組みとして、まずは顧客・チャネル、
商品・サービスの軸での整理をしていただきたい。要は、
顧客・チャネル、商品・サービスを既存、新規にそれぞれ
区分し、①既存商品・サービスを既存顧客・チャネルへ、
②既存商品・サービスを新規顧客・チャネルへ、③新規商
品・サービスを既存顧客・チャネルへ、④新規商品・サー
ビスを新規顧客・チャネルへ、という4つのカテゴリーに
整理することである。早期における効果発現も含め、蓋然
性・実行可能性という観点を念頭に置けば、①ないし②、
つまりは既存商品・サービスを既存及び新規顧客・チャネ
ルへ、という軸で徹底的にその可能性を追求することが肝
要である。中でも、①既存商品・サービスを既存顧客・チャ
ネルに対して十分に拡販できていないというのは、ある意
味「機会ロス」であり、徹底的に排除するべきである。
　次に、既存及び新規顧客・チャネルの中での更なる優先
順位付けを行うべきである。各営業担当にて属人的に管理
されている情報があればそれらを全て集約し、売上・利益
への貢献度（＝採算性）、受注確度、所要期間等の軸で、
既存顧客・チャネルを整理すると共に、「どのようなプロ
セスで売り込むか」も含めて、効果的かつ効率的な営業活
動に資するアクション・プランを早急に整備することが重
要である。
　例えば卸売業の某社では、大口かつ更に深耕が見込める
顧客・エリアと、小口かつ今後も増収・増益が期待しづら
い顧客・エリアへのリソース配分が不均衡で、極めて非効
率な戦略を採用していたが、営業ルート・エリアを見直し、
得意先の「選択と集中」という戦略転換を図ることで、短
期での売上高・利益額の大幅な改善に繋がったのである。

「組織・体制」面 〜ヒトの観点〜

　あるべき営業戦略を有していても、「組織・体制」面に
課題を抱え、結果が伴わないケースが多く見られる。「組織・
体制」面の課題として、特に再生企業では、概ね「人員・
リソースの不足」に直面している。

　「人員・リソースの不足」は、再生企業のみならず多く
の日本企業が抱える経営課題である。対応策としては、大
きく「外部からの採用・招聘」、「内部での配置転換」のい
ずれかに分かれると思われる。しかしながら、再生企業で
は、「外部からの採用・招聘」をしようとしても、総じて
魅力的な待遇を準備しづらいため、ハードルは極めて高い
ことが通常である。また、従業員の適性を踏まえた上で、
「内部での配置転換」を行おうとしても、そもそも社内に
豊富な営業経験を有する人材がいないケースもある。
　むしろ、再生企業に重要なのは、「現有の人員・リソー
スを如何に有効に活用するか」の視点である。再生企業で
は、人事評価制度の整備・運用面に課題があり、結果とし
て営業人材のモチベーションが低下し、現有の人員・リソー
スを有効に活用できていないケースが多い。例えば、業績
悪化等を理由として、営業成績の良し悪しに対して十分な
評価・待遇の差を設けられておらず、営業担当者に営業成
績を高めるインセンティブが働かない制度設計・運用に
なっている、等が挙げられる。逆に評価制度をあまりにも
シビアで極端なものにすると、退職を誘因するリスクもあ
るため、適度なバランスが必要である。再生企業において
も、適度な目標管理とそれに応じた人事評価は、必要不可
欠なのである。営業担当者のモチベーションの維持・向上
を図ることで、現有の営業人員を有効に活用し、人員数以
上の働きを引き出すことが重要である。
　例えば、小売業の某社では、店長や営業人員の人事評価
に際して、定性的な評価項目が重視され、一部の店長や営
業人員の退職、士気の低下を招いていたが、昇給・昇格、
賞与支給額につき、売上高・利益貢献額等の定量評価を重
視し、企業業績へのコミットを促す人事評価制度への見直
しを図ることで、優秀な人材のリテンション、店舗業績や
営業人員の1人あたり売上高の大幅な改善に繋がった。

おわりに

　再生局面にある企業は、平時の企業とは異なり、「時間」、
「ヒト」、「モノ」、「カネ」等、様々な制約が付きまとう。
そのような制約下で成長戦略を描くことは決して容易なこ
とではないが、「既存の経営資源を最大限に活かす」とい
う視点に立つことで、再生企業においても、トップライン
の改善に向けた施策の幅を広げる余地はあるものと思料す
る。弊社も、「成長戦略」の策定・実行支援により一層注
力することで、クライアントを「真の再生」軌道に導いて
いく所存である。
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再生トピック

消費財トピック

再生企業は概ね厳しい外部環境に晒される中、「原価・コスト削減」や「財務リストラクチャリング」のみでは、再度
業績の悪化が見込まれる。再生企業でも「トップラインの改善」＝「成長戦略」が重要であるため、本稿では、当該
戦略策定における視点を考察する。

プロフェッショナル・サービス部
マネージング・ディレクター

中村 吉貴
Yoshiki NAKAMURA

東京大学工学部卒業。公認会計士。新日
本監査法人（現 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。製造業・小売業等、幅広い業
種の事業再生支援、中期経営計画策定
支援等に従事。

プロフェッショナル・サービス部
アソシエイト・ディレクター

高井良 拓紀
Hiroki TAKAIRA

関西学院大学卒業。公認会計士。有限責
任あずさ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・
マネジメントでは事業・財務デュー・ディ
リジェンス、再生計画策定支援、原価管
理制度構築支援業務等に従事。

再生企業の成長戦略

　再生企業が抱える課題は、1社ごとに異なっており、通
り一遍の戦略というものは存在しない。再生担当者はあく
までも、事業・財務等のデュー・ディリジェンスにより抽
出された各企業の課題を踏まえ、実現可能性の高い戦略を
検討することになる。戦略は大別すると「トップライン（売
上）の改善」、「原価・コスト削減」、「財務リストラクチャ
リング」に区分される。
　上記3つの戦略のうち、「トップラインの改善」は顧客へ
の提案・交渉という営業活動を経て初めて成就するのに対
し、「原価・コスト削減」、「財務リストラクチャリング」
は企業内部のみで実行可能な場合が多く、当該施策の蓋然
性は相対的に高く位置づけられる。再生企業では債権者等、
多くのステークホルダーから数値計画の確実な達成が要求
される中、「原価・コスト削減」、「財務リストラクチャリ
ング」施策が手厚く盛り込まれ、相対的に蓋然性が低い
「トップラインの改善」、即ち当該企業の再成長に向けた施
策はほとんど盛り込まれないケースも多く見られる。
　しかしながら、再生企業の多くは、市場縮小・厳しい競
争環境に直面し、外部環境が良好とはいえない状況に晒さ
れているため、トップラインの改善が果たされない限り、
いずれ利益は減少し、当該施策効果は全て食い尽くされて
しまう。一時的でなく、持続的な業績改善を果たすために

は、「トップラインの改善」＝「成長戦略」の策定が不可
欠なのである。
　ただし、当該戦略の策定において考慮しなければならな
いのは、再生企業の経営資源、いわゆる「ヒト・モノ・カ
ネ」は概ね不十分な状況という点である。再生企業が置か
れた諸条件の下で、如何に実行可能性の高い戦略を策定す
る必要があるかという点、平時の企業に比して、採り得る
戦略の幅には限度・限界が存在しているという点には、十
分留意すべきである。以下、「トップラインの改善」施策
の策定にあたっての視点・切り口について考察する。

検討の方向性 〜「戦略」、「組織・体制」〜

　再生企業においてトップラインの改善を目指すにあた
り、検討の方向性としては「戦略」、「組織・体制」面が特
に重要になる。本来はこれに「商品・サービス」面が加わ
り、これら3つの軸は、いずれも欠かせない。例えば、「商
品・サービス」の差別化が十分でなく、競合他社にシェア
を奪われている、或いは他の「商品・サービス」への代替
が進行しているのであれば、いくら優れた営業戦略を立案
し、実行体制が整っていても結果は伴わない。かたや優れ
た「商品・サービス」を有し、あるべき営業戦略を構築し
ても、実行体制が不十分であれば受注に繋げることは困難
である。しかしながら、再生局面では通常、ステークホル
ダーから可能な限り早期における効果発現や蓋然性の担保
を求められるのに対し、「商品・サービス」の差別化には

再生企業における成長戦略
〜「真の再生」に向けて〜
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中国 「新小売」と日本への移植シナリオ
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出所：YUKE'S Co., Ltd.

（出所）日本：国土交通省、厚生労働省、中国：国家統計局「分省年度数据」

図表 土地代と人件費の地域格差【日本 vs 中国】
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売の日本展開方法に関する問い合わせが寄せられている。
（注）中国小売市場及び同EC比率はNRI調べ

日中の違いに即した
「日本型新小売」の方向性
　ではどうやって“新小売”を移植するか？かつての黒
船企業がそうであったように、海外の流行モノをそのまま
持ち込んで成功するほど日本市場は甘くない。今回の新小
売においても、両国の地理的・経済的な違いに着目し、我
が国に即した展開方法を検討する必要があろう。

店舗密度が高く、地方の人件費が割高な日本

　日中の違いについて見ると、そもそも日本では電子決済
が浸透していない。クロス・マーケティングが2018年2月
に行った調査では、中国の電子決済は全体の約5割（うち
スマホ決済は4割強）に達するのに対し、日本は5%弱にと
どまる（うちスマホは1.5%）。これでは新小売の真骨頂と
もいえる迅速性を消費者に提供するのは難しいだろう。と
はいえ、足元では経産省がQRコードの規格統一（加盟店
手数料の引き下げ含む）に本腰を入れ始めており、我が国
でもスマホが既に市民権を得ている現状に鑑みれば、近い
将来、電子決済が急激に伸びる可能性は十分にある。
　一方、両国の構造的な違いとして、人口や店舗の密集度、
コスト構造における地域格差、が挙げられる。まず都市部
の人口密度（1㎢当たり人口）を比べてみると、日本は5,457
人と中国の2.7倍で、その傾向は都心に近づくほど顕著に
なる（東京は北京の5倍弱）。店舗密度（1㎢当たり店舗数）
に至っては日本は1㎢当たり10.1店と中国とは21倍もの開
きがあり、日本の都市部は中国に比べて「消費者と店が溢
れている」状況と言える。

　同様に、コスト構造の地域格差も日中間で大きく異なる
（図表）。小売業の主要コストである土地代と人件費をみる
と、日本では、地方の土地代は都市の1-2割程度とかなり
安い一方、人件費は都市と地方でさほど変わらない。これ
に対し中国では、土地代・人件費ともに地方は都市の半値
という構図が見てとれる。すなわち、中国と比較した日本
の特徴として、「都市は土地代が割高で、地方は人件費が
割高」という点が指摘できる。

鍵を握る2つの視点：
地方省力化、既存店舗活用

　上述の整理に基づくと、例えば無人コンビニを日本に移
植する場合、上海同様、都市部に展開しても期待成果は得
られないだろう。というのも、相対的に土地代が高い日本
の都市部では、販売員を置いてでも売場効率を高める方が
収益を生みやすいからだ。むしろ無人コンビニは、割高な
人件費と人手不足に悩む地方にこそ商機があると見られ、
“ロードサイドのキオスク”的に展開する手もある。
　また、アリババが手掛ける食品スーパーや都市型フード
コートには、クイックデリバリーを支える配送網が不可欠
であり、日本展開に当たっては、我が国特有の豊富な既存
店舗網を活用しない手はない。中でも、当該用途として有
望視されるのがコンビニだ。特に地方立地のコンビニでは、
都心立地のような日販を稼げず進退含め方向性に悩む店舗
も多いだろうが、日本型無人コンビニで言及した省力化コ
ンセプトに配送拠点機能を付加し、低日販でも成り立つ方
向性を模索するのも一つの選択肢と考えられる。
　このように、新小売の日本移植に当たっては、地方省力
化の受け皿、既存店舗の有効活用、といった視点が成功の
鍵を握ることになりそうだ。

TOPICS

（注）中国小売市場及び同EC比率はNRI調べ
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中国ではネットプレーヤー発の「新小売」が拡大。我が国流通企業も次の一手としてその動向に注目している。
日本への移植に当たっては、両国の地理的・経済的な違いに鑑み、地方省力化の受け皿、既存店舗網との連動、と
いった視点で進めるのが成功への鍵を握ると思われる。

中国で躍進する「新小売」

　中国で「新小売（ニューリテール）」が台頭しつつある。
2016年にオンライン大手のBAT（バイドゥ、アリババ、
テンセント）がM&Aを通じて小売分野に参入したのが始
まりとされ、電子通貨、QRコード、顔認証など、最新の
テクノロジーを活用しているのが新小売の特徴だ。

消費者の利便性向上に強く訴求した業態

　実際、筆者も現地で主要拠点を視察したが、以下に見る
ように、新時代のリテールビジネスを予見させるのに十分
なインパクトがあった。
　まず、店舗に現金レジがない。電子通貨が定着している
証であり、これは新小売の前提条件と言ってよい。現金レ
ジのないカウンターはとてもスマートな印象で、顧客もス
マホをピピッとかざして、やはりスマートに買い物を済ま
せていく。ロッカーや有料充電器の利用時など、どうして
も現金が必要な場合、近くにいる知らない人にチャットで
電子マネーを飛ばし、その人から現金を受け取る、といっ
た離れ業も日常風景だ。
　また、アリババが2016年に始めた食品スーパー（盒馬
鮮生）は、「3㎞以内なら30分で配達」との謳い文句以上に、
筆者の目を引いたのが、店舗＝EC倉庫の仕組みである。
同店はバックヤードを持たないため、EC注文が入った商
品は、モバイル端末を持った店頭従業員が直接商品棚から
抜き出しているのだ。抜き出された商品は買い物カゴに纏
められ、買い物客の頭上を通るお洒落なコンベアに乗って

流れていく、という視覚的にも斬新な仕掛けである。電子
棚札はアプリと連動しており、店頭で買い物→配送も可能
であり、店頭決済して自分で持ち帰りもできる。
　一方、日本でも盛んに報じられる無人コンビニは、現時
点では発展途上の印象だ。視察したのはAuchanであるが、
大まかに言えば、大きな自動販売機に閉じ込められた感覚
で、売場の大きさ（狭すぎる）、品揃え（日本の郊外にあ
りがちな食品自販機と大差ない）、レジの性能（パススルー
型でないため時間がかかる）、など課題は少なくない。と
はいえ、取組み自体は画期的、運営企業も問題意識はある
ようで、上述の課題は程なく解決に向かうと期待される。
　一連の現地視察を通して感じたのは、新小売プレーヤー
がいずれも「消費者の利便性向上」に強く訴求している点
である。聞けば、「中国人はたとえ1分でも無意味に待つ時
間を嫌う傾向がある」とのことで、注文からカゴ詰め、支
払、配送に至る要所要所に時短の工夫が施されていた。伝
統的な小売業者とは価値訴求のアプローチが大きく異なる
と言える。

二桁成長のけん引役として日本企業も熱視線

　こうした中、多くの日本企業が新小売の自国展開を検討
しているようだ。
　日本の小売市場は2016年で前年比▲0.6%と2年連続のマ
イナス成長に対し、中国小売市場は2017年で同+10.2%と
依然として二桁成長をキープしており、小売市場に占める
EC比率は日本の5.8%に対し15%に達する（注）。新小売
のメイン決済手段はECとあって「新小売が中国の市場成
長を支えている」と見る向きが多く、実際、弊社にも新小
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出所：YUKE'S Co., Ltd.
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図2 EOI募集の画面（IVRCLウェブサイトより）
対する規制、宗教や文化的な要素等、困難な要素は複数挙
げられる。また、ベトナム、フィリピン、インドネシアと
いったASEAN各国におけるM&Aニーズは堅調ではある
が、インドは時期尚早とする企業も多い。正確な統計があ
るわけではないが、経験上、紹介されるインド案件数は
ASEAN各国より多いものの、秘密保持契約の締結を含む
プロセスに進む確率、またクロージングに至る確率は低い。
　図1に立ち戻れば、国単位で見ればどのASEAN主要国
より対インドM&A件数は多いものの、ASEAN主要国は
USD2,710十億、インドはUSD2,611十億と経済規模（GDP）
がほぼ同等であることを踏まえると、ASEAN主要国合計
と比肩する件数に達していても不思議ではなく、更なる潜
在性があると言えるだろう。

法改正とM&Aへの影響：
ディストレス投資

新倒産・破産法の導入

　現地アドバイザーの間で新たなビジネス機会として注目
が集まっているのがディストレス投資（事業は将来性があ
るものの多額の負債により新規投資が滞るなど財務体質に
問題のある企業や、再建プロセス中の企業への投資）であ
る。この潮流は2016年の同国の新倒産・破産法（Insolvency 
and Bankruptcy Code, 2016）の導入により、再建プロ
セスへの移行が容易になったことが影響している。本法の
導入によるポイントとして、①債権者（銀行）主導のプロ
セス開始、②会社法審判所（National Company Law 
Tribunal 、 NCLT ） や 倒 産 専 門 家 （ Insolvency 
Professional、IP）といった新たな機関の導入、③債権者
委員会による再生案の承認（債権額の割合に応じ与えられ
る議決権75%以上の賛成）まで180日（90日の延長可）と
される時間軸（承認されない場合は清算手続へ移行）、が
挙げられる。特に①により、従来は債務者がプロセスを開
始することとなっていたが、銀行など外部からの圧力によ
るプロセス開始が可能になった点が大きい。現地では、現
在プロセス開始が申請されている20数社程度から、1年以
内に560社にまで増加すると予測されている。
　事例として、2018年3月、新日本住金がアルセロール・
ミタルと伴に、多額の負債を抱え競売にかけられている
エッサール・スチールの入札に参加を表明した。本稿執筆
中の2018年5月10日にも、インフラ開発企業IVRCL 
Limited.が本プロセスに入り、自社ウェブサイト上でスポ
ンサーの募集がかけられた（図2）。業種としては、資本
集約度が高い鉄鋼やエネルギー、インフラの他、ジェネリッ
ク医薬品、家電、繊維、製紙でも申請がされている。

日本企業による参入機会

　ただし、ほとんどの日本企業にとっては、インドでのディ
ストレス投資そのものはハードルが高い。買手となりうる
のは、新日鉄住金のようなインドでの事業経験もあり、か
つ再編・M&Aを頻繁に行う業界の企業に限定される。
　しかし現地には、欧州系プライベート・エクイティファ
ンドによる再建プロセスの前段階にあるディストレス企業
の株式取得時の支援を行っているアドバイザーや、同段階
にある企業の債務を複数の銀行から一括で買い取り、資本
政策とキャッシュフローの改善を行う金融機関も存在す
る。また、財務上の問題から運転資本が不足し事業縮小や
損失計上しているものの、資産や事業を切り出せば十分に
伸ばせる企業も存在する。そういった財務が健全化された
後の企業の株式や資産を狙うのが現実的な方法となろう。
前述のように外部からの圧力による再建プロセス入りが可
能となったため、プロモーターが早期にスポンサーを探す
動きも促進されつつある。このような状況にある企業のバ
リュエーションは、当然ながら成長段階の企業よりも低く
なり、手間はかかるが参入や事業拡大の選択肢の一つにな
りうるだろう。
　本稿が成長市場であるインドへの参入機会の議論の端緒
となり、日本企業のインド事業拡大に少しでも貢献できた
なら幸いである。
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日本企業による
対インドM&Aの潮流
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経済規模、成長性から堅調に日本からのM&Aが行わ
れているインドについて、M&Aにおける潜在性と新た
な参入機会を増加させうる破産・倒産法を巡る状況
について考察する。

出所：Merger Market、World Economic Outlook April 2018 （IMF）

図1 日本企業の対インドM&A件数
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インドM＆Aの潜在性

日本企業による対インドM&A

　日本企業の対インドM&Aは2017年には26件、ディール
総額USD5,572百万が公表され、図1にあるように、件数
ベースで増加傾向にある。また、2016年を除き、同じく
成長市場として期待されているASEAN各国に対する
M&Aと比較しても、案件数は毎年上回っている。
　業種で見れば、継続的に自動車や産業機器セクターで2
〜4件／年の案件が公表されている。例えば、ジェイテク
トによるステアリング企業への出資（2017年）、シロキに

ソフトバンク関連投資は、2010年から2017年の期間で10
件、USD5,600百万超に上る）。2018年に入ってからも、
リクルート投資子会社やマネーフォワードがフィンテック
企業へ出資している。
　このような製造業への投資と、スタートアップへの投資
の双方が行われる傾向は今後も継続するだろう。

困難さと潜在性

　ただし、対インドM&Aでは困難に直面している場面が
散見される。理論を超えた高いバリュエーション、合意し
た直後に変わる主張、まず「No」から入る交渉、プロモー
ター一族の複雑な株主構成や経営体制、「公正価値より高
く買い、公正価値より低く売ることが原則」という外資に

ファイナンシャル・アドバイザリー
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ショナルによるベトナムNEMグループのアパレル事業買収がある。

よるウインドレギュレー
タ等製造企業との合弁設
立（2014年）が挙げら
れる。インドで成功して
いる日本企業としては、
スズキは言うまでもな
く、関西ペイント（自動
車用塗料シェア首位）、
ブリヂストンといった自
動車業界周辺企業が多
く、北米や他のアジア各
国と同様、この業界はイ
ンドでも有力である。
　また近年、ソフトバン
クによるフリップカート
への出資に代表されるス
タートアップ企業への投
資が増加している（なお、
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Not quite business as usual
Investor returns and political stability are 
often talked about in the same breath. From a 
cursory look at the recent leadership changes 
around South East Asia, one could conclude 
that there would be diminished investment 
interest  in the region due to regional 
instability.
News soundbites across the region provide a 
glimpse of the historic transitions taking place 
‘…the longest ruling monarch who has ruled 
since 1946, through parliamentary democracy 
and military governments…’; ‘…replacing 
t h e  w o r l d ’s  l o n g e s t  s e r v i n g  e l e c t e d 
government…’; ‘…as the world’s oldest 
elected leader…’; and ‘…first elected leader 
outside the narrow military and political 
elite…’. While some of these have been 
ushered in gradually, others have been less 
anticipated and swift.

A call to re-address Governance
Widespread and immense efforts are de 
rigueur to effect changes in regime. In the 
current digital age, the democratization of 
information has enabled the r ise of  a 
multitude of well-informed lay individuals. 
State or mainstream media – with i t s 
traditional limitations – have been superseded 
by a range of alternative news sources and 
social media. In regimes that have been 
associated with improper practices, policy 
errors and misconduct, such ills are now 
rapidly flagged and serve as lightning rods for 
remedial action.
In this vein, while it has been challenging for 
the international community to understand 
the Philippines’ election of a leader known for 
inflammatory remarks and controversial 
actions, political analysts have broadly 
attributed this to voters’ desire to see major 
changes in an entrenched Administration; the 
sanctioning of drastic action to deal with 
enduring frustrations of corruption, crime and 
inequality.
More  recent ly  in  South Eas t  A s ia , an 
immediate consequence of another such 
regime flux resulted in the flight of ‘hot 

money’: the foreign fund outflow of $949 
million in the Malaysian equity capital 
markets (over eleven straight days in May 
2018 after the General Elections) wiped out 
the $938 million that had flowed into the local 
stock market since the start of 2018.
In spite of this, local accounts paint a positive 
mood in the aftermath, with renewed on-the 
ground optimism for the country’s economic 
trajectory. As a proxy for ‘smart money’, 
overseas-based Malaysian tycoon, Robert 
Kuok, had greeted the transition as ‘saving of 
the country’, as kleptocracy allegations hover 
over the previous administration.
Such motivations by the public to hold 
governmental administrations to fresh account 
are common themes across the region. While 
such an approach is certain to face interim 
transitional challenge, many believe this to be 
a natural feature of the region’s development 
and that this will bode well for the future 
economic prospect and societal well-being of 
the respective countries.

Related influences shaping 
Corporate Governance
Similarly, public expectations of Corporate 
Governance standards have been rising. 
Business and industry leaders have had to get 
accustomed to dialogue and scrutiny as 
s h a r e h o l d e r s  w a r m  t o  i n c r e a s i n g l y 
participatory roles. While levels of activism are 
still patchy in the region, a broad common 
objective remains to seek corporate and 
operational improvements so as to enhance 
investor return.
In tandem, the regulatory cornerstones of 
corporate law and other directives – such as 
Listing Rules, Corporate Governance codes 
and Takeover codes – have progressively 
legitimised activism as a key instrument of 
Corporate Governance; regulatory updates and 
revisions have incrementally empowered 
shareholders seeking to turn their voices to 
concrete action.
Regulatory bodies have further built on such 
tone: the Singapore Exchange recently made a 
direct intervention requiring the re-convening 

of an EGM due to shareholder disputes 
relating to the conduct of the original meeting. 
Ongoing debates as to the independence and 
competence of board members – key elements 
in fulfilling their fiduciary responsibilities – 
have also led to their publishing of an ‘errant’ 
director watchlist. Further considerations have 
been mooted as to whether appointments of 
independent directors should be kept out of 
the purview of controlling shareholders – who 
already possess substantial influence to 
promote their interests – and made by the 
minority shareholders.
To promote robust and unbiased assessments, 
C o r p o r a t e  B o a r d s  h a v e  v o l u n t a r i l y 
commissioned independent financial opinions 
where there are contentious terms relating to  
related party transactions or appeals for 
revised consideration in corporate transactions 
such as acquisitions and divestments.
As part of digital transformation, recently 
proposed regulatory changes in Thailand have 
sought to allow investors to cast their votes 
online, so as to facilitate fuller participation in 
shareholder meetings, par ticularly for 
overseas-based investors.
Such developments in Corporate Governance 
processes are envisaged to cumulatively 
prompt management (and controll ing 
shareholders) to focus on unlocking value for 
al l  shareholders . With many past  and 
prospective direct investments in the region 
tied to a multi-year time horizon, the raising 
of poli t ical and corporate Governance 
standards should ultimately serve to benefit 
foreign and South East Asian investors.
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中国のベンチャー
キャピタルの現状
現在の中国ベンチャーキャピタルの中心にいる
アリババの投資ロジックを通じて、将来のベン
チャーキャピタルの方向性を探ります。

Frontier Management
（Shanghai） Inc.

季 欽欽
JI Qinqin

　アリババ投資部トップの張鴻平氏が
公開したアリババの投資理念による
と、アリババの投資の方向性は大きく
二つに分けられます。ひとつは、既存
事業と強くマッチさせる方向で持ち株
方式を採用しており、もうひとつの数
多くの投資は、マイノリティー出資を
行うものです。
　アリババはそもそも、産業全体のプ
ラットフォーム構築からスタートして
おり、利用者とのWin-win実現を強
調しています。常に接続ポイントを配
置しネットを巡らせ続けることで、モ
バイルインターネットの時代にアリバ
バは全く新しい生態システムを作り上
げ、モバイルインターネットの「ボー
ダーレスの生活圏」を構築し、「タオ
バオ（アリババ運営サイト）のある生
活」の未来図を実現しようとしている
のです。

既存事業との相性を重視し投資

　アリババがこれらの分野への投資を
決定する理由は2つあります。ひとつ
には、これらの分野はまさに導入期或
いは成長期にあり市場の成長も早く、
政策のバックアップも良好で、需要の
ポテンシャルも高く、将来的に見て楽
観的な分野だからです。もうひとつは、
これらの分野の一部はインターネット
との相性が良く、アリババの現在の事
業とリンクさせれば、巨大な市場価値
を生むことができますし、また別の一
部は、まさにインターネットの延長上
にあり、アリババのIT市場でのポジ

ションを一層完全なものにすることに
つながるからです。

投資でOMOビジネスを充実

　モバイルインターネットの分野で
は、モバイル端末のデータ通信量の入
口を確保するために、アリババは新浪
微博の持つ強大なSNS機能（ミニブ
ログ）に着目して同社を吸収合併しま
した。しかし、このSNSの影響力は
予想ほどには伸びず、次いで当時世界
に5億のモバイルユーザーを保有する
UCを買収、アリババはその安定的で
継続的な通信量を得て、ビジネスの基
盤を整えることができました。
　モバイルインターネットの発展は、
オンラインとオフラインの融合＝
OMO（Online merges Offline）の
商機をもたらしました。アリババは、
口碑ネット、丁丁ネット、飢了麼ネッ
ト、快的打車アプリ、銀泰百貨等を傘
下に収め、さらに高徳マップを買収し
たことで、OMOのパズルを完成させ
ました。そしてBest Logistics、星辰
急便、日日順物流などが、相次いでア
リババのグループ下となり、ショップ
情報から位置、商品情報、代金決済、
配送に至るまで、完全なクローズド
ループのモバイルビジネスが構築され
たのです。アリババはまた、高徳マッ
プのエンジンと地図データを利用し、
自身のe-コマースプラットフォームと
リンクさせて、ユーザーにより良い体
験を提供し、OMOビジネスをさらに
充実させています。

　IoT分野では、IoTの急速な発展を
求めている分野を探し出すと同時に、
高い技術開発能力を持つ企業との提携
或いは直接買収を行っています。提携
後に技術開発の面で互いの強みを補い
合えば、IoT業務の成長スピードは一
層速まるはずです。
　文化産業分野では、蝦米ネット、文
化中国、華数TV、YoukuTV、広州
恒大淘宝サッカークラブ、21世紀メ
ディアの買収を通じて、コンテンツ制
作から放映プラットフォーム、ソフト
ウエアシステム、ハード端末まで、上
流から下流までのクローズドループ生
態系を形成しています。
　金融分野では、金融機関最大のIT
サプライヤーであるハドサン・テクノ
ロジーズを買収し、金融ビジネスを強
力に進める技術力を手に入れました。

産業の生態系構築を目指す

　アリババの投資ロジックを整理して
みると、アリババが大きな生態系の永
続的な構築を目指していることが分か
ります。現在のニューリテール戦略の
大きな潮流において、今後のベン
チャーキャピタルの在り方に、ひとつ
の方向性を示しているようです。
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HP26-27_FE22-海外現地レポート.indd 26　 データ更新日時　2018/07/13 23:05:08
　 ＰＤＦ作成日時　2018/07/13 23:05:16
 



I N F O R M A T I O N

BOOKS

PICK UP NEWS & TOPICS 2018.4~6

弊社執行役員・村田朋博が、2018年5月に「図解入門業界研究 最新 電子部品産業の動向と
カラクリがよ～くわかる本」を秀和システムから出版しました。この本は、電子部品産業の初
学者、就職活動の学生などを対象にしたものですが、国際的に高い競争力を誇り高い占有率（世
界一位企業の宝庫）、高い利益率（上場企業平均を大きく上回る）を実現している電子部品産
業を多面的に解説しており、他業界の経営者やリーダー層にも役立つ内容となっております。
特に、「第3章 経営者と理念」は、戦後屈指の経営者と言える京セラの稲盛和夫氏をはじめ、
著者が長年のアナリスト人生で交流のある多くの著名経営者の思想を紹介しております。

第1章 電子部品産業概況
第2章 電子部品はハイテク産業の雄
第3章 経営者と理念

　2018年6月29日、フロンティア・マネジメントと日本政策投資
銀行が共同で設立したFCDパートナーズが運営するFCD第1号
投資事業有限責任組合（以下、当ファンドという）は、俺の株
式会社（以下、同社という）に資本参加いたしました。
　同社は、2011年の創業以来、一流の料理人が最高級の食材
を惜しみなく使った料理を低価格で提供する一方、顧客の回
転率を高めることで利益を生むユニークなビジネスモデルによ
り、お客様から高い支持を得ております。また、同社の代表的
な業態である「俺のフレンチ」「俺のイタリアン」等の新規出店
および「俺のBakery & Cafe」「ステーキ 俺のグリル」等の新
規業態の開発により、成長を続けております。

　当ファンドが同社に資本参加し経営支援を行うことを通じて、
同社の経営組織体制の整備、コーポレートガバナンスの強化、
財務戦略の強化等を推進し、同社の更なる企業価値向上への
貢献を目指します。
　引き続きのご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

連絡先
FCDパートナーズ株式会社
東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル（4階）
TEL 03-6685-3591（代）

2018.4.4-25
毎週月曜から木曜のラジオ番組J-WAVE「PICK ONE」に、4月の水曜マンスリーゲストとして弊社シニア・アナリスト
山手剛人が出演しました。

2018.4.23
「週刊東洋経済」誌の記事「セブン、ネット戦略を大転換」に、弊社シニア・アナリスト山手剛人のコメントが掲載さ
れました。

2018.4.27
日本経済新聞の朝刊に、4月10日に開催された「日経 事業承継・M&Aセミナー」のレポートが掲載され、弊社マネー
ジング・ディレクター荻村昇二と弊社シニア・ディレクター大沼蔵人の講演内容が紹介されました。

2018.5.9
「BUSINESS INSIDER JAPAN」Webサイトの記事『武田薬品：過去最高6兆円超の買収額は「危機感の大きさ」――
超大型買収とNY上場で挑む世界』に、弊社常務執行役員光澤利幸のコメントが掲載されました。

2018.6.6
ダイヤモンド・リテイルメディア主催のセミナー『アリババが唱える「新小売」（ニューリテール）の可能性 中国流通
の最新動向報告』に、弊社マネージング・ディレクター中村達が登壇しました。

2018.6.8
「現代ビジネス」Webサイトに、弊社代表・松岡真宏の記事『コンビニ従業員やタクシー運転手に「過剰な負担」を
強いる日本の未来』が掲載されました。同記事がコラム連載の第1回となります。

2018.6.11
「プレジデント」誌に、弊社シニア・アナリスト山手剛人の記事「なぜアマゾンは中国で広がらないのか」が掲載さ
れました。

FCD 第1号投資事業有限責任組合による俺の㈱への資本参加について

図解入門業界研究　最新電子部品産業の
動向とカラクリがよ～くわかる本

第4章 主な電子部品と技術
第5章 電子部品を用いる製品の今までとこれから
第6章 電子部品 主要企業
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［ 問い合わせ先 ］

［ 関連会社 ］

2018年7月31日現在

フロンティア・マネジメント株式会社
本　社 〒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5階） TEL.03-3514-1300㈹ FAX.03-3514-1301

◦コンサルティング第1部【流通・金融・サービス業等のコンサルティング】 TEL.03-3514-1322

彦工 伸治　執行役員　コンサルティング第1部長 s.hikoe@frontier-mgmt.com

矢島 政也　執行役員　コンサルティング第1部長 m.yajima@frontier-mgmt.com

近藤 俊明　マネージング・ディレクター t.kondo@ frontier-mgmt.com

◦コンサルティング第2部【消費財・産業財の製造業のコンサルティング】 TEL.03-3514-1320

栗山 史　執行役員　コンサルティング第2部長 兼 産業調査部長 h.kuriyama@frontier-mgmt.com

林 浩史　マネージング・ディレクター h.hayashi@ frontier-mgmt.com

本橋 陽介　マネージング・ディレクター y.motohashi@ frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第1部【M&A・組織再編等アドバイス及び事業承継コンサルティング】 TEL.03-3514-1321

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

安積 正和　マネージング・ディレクター m.azumi@frontier-mgmt.com

住吉 克洋　マネージング・ディレクター k.sumiyoshi@frontier-mgmt.com

小田部 馨　マネージング・ディレクター k.otabe@frontier-mgmt.com

荻村 昇二　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 s.ogimura@frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第2部【クロスボーダー（英語圏）を含むM&A・組織再編等アドバイス】 TEL.03-3514-1381

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

狗巻 勝博　執行役員 m.inumaki@frontier-mgmt.com

中村 達　マネージング・ディレクター（アジア室） t.nakamura@frontier-mgmt.com

長森 洋志　マネージング・ディレクター h.nagamori@frontier-mgmt.com

五十嵐 幹直　マネージング・ディレクター m.ikarashi@frontier-mgmt.com

◦経営執行支援部【経営執行支援業務】 TEL.03-3514-1323

西田 明徳　常務執行役員　経営執行支援部長 a.nishida@frontier-mgmt.com

長谷川 智之　マネージング・ディレクター t.hasegawa@frontier-mgmt.com

◦ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部【アライアンス構築・危機管理対応・ベンチャー企業支援】 TEL.03-3514-1388

佐伯 俊介　マネージング・ディレクター　ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部長 兼 ヘルスケア室長 s.saeki@frontier-mgmt.com

◦プロフェッショナル・サービス部【事業再生・各種制度関連アドバイス】 TEL.03-3514-1325

竹下 薫　マネージング・ディレクター k.takeshita@frontier-mgmt.com 

中村 吉貴　マネージング・ディレクター yo.nakamura@frontier-mgmt.com

◦事業開発部【主として金融法人向けクライアント・リレーションシップ】 TEL.03-3514-1324

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

◦産業調査部【主として産業調査業務】
栗山 史　執行役員　コンサルティング第2部長 兼 産業調査部長 h.kuriyama@frontier-mgmt.com

村田 朋博　執行役員 t.murata@frontier-mgmt.com

福田 聡一郎　シニア・アナリスト s.fukuda@frontier-mgmt.com

水野 英之　シニア・アナリスト h.mizuno@frontier-mgmt.com

山手 剛人　シニア・アナリスト t.yamate@frontier-mgmt.com

長野支店 〒380-0824  長野県長野市南石堂町1282-11 長栄第1ビル3階 TEL.026-269-8033㈹

鳥居 龍一　シニア・ディレクター　長野支店長 TEL.03-3514-1406 r.torii@frontier-mgmt.com

大阪支店 〒530-0017  大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階 TEL.06-7711-1684㈹

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 TEL.03-3514-1319 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

［ 海外 ］

フロンティア・マネジメント株式会社　シンガポール支店 【ASEAN】

80 Raffles Place, UOB Plaza 1, Level 36-29, Singapore 048624 TEL.+65-6248-4885㈹ FAX.+65-6248-4531

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

フロンティア・マネジメント株式会社　ニューヨーク支店 【米国】

250 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 10177, United States of America TEL.+1-212-572-6410㈹

津田 雄一郎　シニア・ディレクター　ニューヨーク支店長 y.tsuda@frontier-mgmt.com

Frontier Management （Shanghai） Inc. 【中国】  《100％子会社》
上海市静安区南京西路1717号会德豊国際広場42階4212室 TEL.+86-21-80286036、+86-21-80286037、+86-21-80286038

中村 達　総経理 t.nakamura@frontier-mgmt.com

FCDパートナーズ株式会社
〒102-0073  東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル（4階） TEL. 03-6685-3591㈹

堀越 康夫　マネージング・ディレクター　投資事業部長 y.horikoshi@fcdpartners.com
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