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巻 頭 挨 拶

代表取締役

代表取締役

　当社は、昨年9月28日、東京証券取
引所マザーズ市場に株式上場を果たす
ことができましたが、これも皆様より
ご愛顧いただいたおかげでございます
ので、改めて皆様に心より御礼を申し
上げます。
　さて、本年は元号が平成から新しい
元号に変わる年です。昭和から平成へ
元号が変わった時、日本はバブル経済
の絶頂期でしたが、その後まもなくバ
ブル経済が崩壊し、以降、「失われた
20年」といわれる長期デフレ時代に突
入しました。その際各企業は、「人、
モノ（不良資産）、金（債務）」の過剰
解消という経営課題に取り組みました
が、その過程で必要とされた支援は、
構造改革・財務健全化とノンコア事業・
企業の売却への支援でした。
　しかしながら、現在は全く課題内容
が異なり、多くの企業では、財務の健
全化を果たす一方で、人口減少・少子
化による働き手の不足が深刻な経営課

　生物の中で、時間の意識があるのは
人間だけです。犬は、自分の誕生日を
仲間と祝ったりしません。動物には時
間の概念や暦がないからです。人間は、
春夏秋冬といった時間の巡り、人生と
いった時間の流れを理性で知覚してい
ます。
　仲間や子の死に対し哀愁の表情を見
せる動物はいます。しかし、自分の種
族の平均寿命を理解し、自分の残りの
人生は何年だろうか、自分はどう生き
るべきか、と哲学する犬や猫の話は聞
きません。
　人間は、時間の認識によって、自分
に寿命があることを知っています。だ
からこそ、理性的かつ感情的に苦悩し、
せめて生きた証を残そうとします。市
井の哲学者である小浜逸郎氏は、著書

『人はなぜ死ななければならないのか』
の中で、時間感覚こそが人間の努力を

題となっています。
　この状況下で、各企業は、当該課題
の解決のため、「人」を抱える国内外
の企業の買収（M＆A）、「人」の労働
を代替するAI・ロボット・RPA等の
活用、「人」の不足を海外の「外国人」
をもって補うグローバル人材の活用等
への支援を必要としています。また、

「人の不足」は国内消費市場の縮小を
も意味するため、各企業は、自社の商
品・サービスによる海外進出や越境
EC等の活用、そして新規事業の発掘・
育成に力を注いでおり、それらへの支
援も必要としています。
　当社は、顧客ニーズに究極的に沿う
サービスの提供を主眼とする会社であ
り、本年は、従来のサービス内容をブ
ラッシュアップするとともに、上記の
ニーズに沿ったサービスを提供すべ
く、サービスラインの拡充をも果たし
ていく所存です。本年もどうぞよろし
くお願い致します。

生み、文明を創り出す原動力になった
と分析しています。
　新元号となる2019年は、否応なく
時間認識が高まります。時間認識自体
は、小浜氏の指摘のように、長い目で
見ると文明高度化の触媒となります。
ただし、短期的には、各人の時間が有
限であることや、眼前の世界が永遠で
ないことを改めて我々に認識させ、未
来への楽観に警鐘を鳴らすことになり
ます。一休宗純が、正月に杖の頭にド
クロをしつらえ、「ご用心、ご用心」
と叫びながら練り歩いたように。
　経済がグローバル化した現在と単純
比較はできませんが、昭和も平成も、
元号が変わった後、日本経済は低迷し
ました。時間を強く認識し、自分の行
く末を考えれば考えるほど、財布の紐
が固くなるのは人の性です。新元号で
は明るい未来を望みたいものです。
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特 集

1特別対談 「クロスボーダーM&Aの巧者に聞く」

特別対談

【ゲスト】
CFI (Corporate Finance International)
President

Jean-Marc
Teurquetil

系メーカーとは異なる買手に買収の機会を提供することに
なりました。

M&A巧者の米国は売手の方針を尊重する

松岡　外国企業を買収する際はたいてい慎重になるもので
すが、それを考慮してもなお意思決定スピードが遅いとい
うことでしょうか。
Jean-Marc　そうです。日本の買手企業に対しては信頼
を置けるのですが、それでも意思決定スピードは遅いです
ね。中国の買手企業はたいてい、打診を受けたその週のう
ちにオファーを出してきます。こういう場合のオファー価
格はあまり高くないのですが、それでもその週のうちに、
ですよ。中国企業は何でも見たがり、吸収したがりますね。
とにかく情報を入手して、入手して、入手して、そのうえ
でオファーを出してくるのです。米国企業は、一枚上手の
情報収集をしています。米国企業は、他国企業と同様に情
報収集をしますが、売手側の方針を尊重する能力に長けて
いるのです。売手側の期待を正確に事前に把握しており、
タイミングについてもその期待に応えます。だからこそ、
米国企業が欧州で多くのM&A案件をまとめているのです。
松岡　だとしても、国境をまたぐような事業では、特に欧
州と日本が手を組むような場合、貴社や当社のような信頼
のおけるアドバイザーを活用することが大切ですね。
Jean-Marc　同意見です。売手が期待することが何かを
分かりやすく説明できる良いアドバイザーを得ることが、
買手企業にとって本当に重要です。ルールは国によって異

とっては、日本市場へのアクセスだけではなく東南アジア
市場へのアクセスが可能になり、より多くの製品を開発す
る機会を得ることも可能となります。日本企業が長期的視
点を持っていることも良いことです。一方で、日本企業を
見て感じるデメリットは、他国の企業と比較して意思決定
プロセスにより膨大な時間をかけている点です。ある企業
が売りに出された際、日本企業が意思決定プロセスを終え
るまでターゲット企業の価値を評価できないのでは、日本
企業が買収できるチャンスはほとんどありません。
松岡　確かにそうですね。
Jean-Marc　欧米では競争入札プロセスで決められた
ルールの中で非常に速いスピード感が求められるため、通
常の日本企業の意思決定プロセスに沿うと対応が遅れてし
まいます。これは企業規模が大きいという日本企業に多く
見られるメリットの反面でもあります。企業規模が大きい
と、数多くの承認プロセス、合意形成が必要となりますか
ら。
松岡　日本企業が買手として買収を考えるなら、他社に先
駆けて動くべきですね。
Jean-Marc　そのとおりです。テクノロジーの点で日本
企業には非常に大きな強みがあるのですから、いち早く動
くべきです。実際、日本企業がフランス企業の買収を検討
する案件では、両社が長年競合関係にあったため、互いに
相手企業のことをよく分かっていて話し合いが円滑に進み
ました。日本企業側は、1+1が2.5や3になりえるとの考え
をお持ちでしたし、双方の企業に力を合わせる十分な準備
があったため、案件をまとめることができましたが、それ
ができるのは欧州企業側が「日本企業によってもたらされ
るもの、強化されるものがある」という認識をもっている
場合です。やはり、意思決定プロセスにかける時間をでき
るだけ短縮するに尽きると言えます。
松岡　日本企業の意思決定スピードは遅いということです
ね。
Jean-Marc　そうです。それがM&Aでは大きな障壁にな
ります。例を挙げましょう。某日系メーカーは某欧州メー
カー傘下のフランス企業の買収を望んでいました。某欧州
メーカーは大企業でしたが、意思決定はトントン拍子に進
みました。我々アドバイザーと某日系メーカーが某欧州
メーカー本社に赴き、傘下のフランス企業買収の件を持ち
かけたところ、速やかに交渉に応じてくれました。しかし
ながら、某欧州メーカーが我々から提示された価格が市場
を反映した最新の価格であるか確認する必要があったた
め、競争入札プロセスに切り替えて複数の買手候補企業と
の交渉を始めました。結果的に某日系メーカーが検討に時
間を要している間に別の企業が競争力のある価格を速やか
に提示し落札してしまいました。残念ながら、我々は某日
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特集 1「クロスボーダーM&Aの
巧者に聞く」

特別対談

CFIプレジデント

ジャンマルク・テルクティル氏
フロンティア・マネジメント代表

松岡真宏

現在、M&Aの世界では、異なる国の企業同士が提携するクロスボーダーM&Aが盛んに行われている。
その傾向は今後も続くのか、日本企業はどのようにクロスボーダーM&Aに臨めばよいのか、そしてM&Aの関
係者には何が求められているのか――。
グローバルなM&Aファーム団体で欧州に本部を置くCorporate Finance International （“CFI”、日本では当
社が唯一のメンバーファーム）のプレジデントJean-Marc Teurquetil氏に、当社代表・松岡真宏がお話を伺った。

【聞き手】
フロンティア・マネジメント㈱
代表

松岡 真宏

買手企業にとっては
情報とスピードが鍵となる

欧州では日本企業が買手となることが多い

松岡　M&A市場における日本企業の位置づけについて、
お考えをお聞かせください。
Jean-Marc　欧州では日本企業が買手に回ることが多い

です。非常にニッチな市場では、欧州企業が買手に回って
日本企業の買収を進める事例も見られましたが、多数では
ありません。
松岡　欧州企業は日本企業の買収に強い意欲を持っている
のですか。
Jean-Marc　とてもいい質問ですね。産業財業界ではそ
うです。
松岡　例えば製造業ですか。
Jean-Marc　その通りです。他にテクノロジー業界もそ
うです。ですが、産業財業界の日本企業はたいてい、大企
業の傘下にあり、M&A取引の機会をとらえることが困難
な状況にあります。日本には大規模なプライベート・エク
イティ（PE）ファンドは多く存在しませんが、英国や米国、
そして今ではフランスにもPEファンドは存在しています。
欧州では定期的に企業買収の機会が訪れるため、PEファ
ンドにとって比較的リーズナブルな価格での買収が可能で
す。日本におけるM&Aの課題は、価格ではなく機会なの
です。
松岡　そうであるとして、日本の買手、つまり欧州市場に
投資しようとする日本企業に対し、欧州市場は何を期待し
ているのでしょうか。日本企業が買手となる場合、欧州企
業にとってのメリット・デメリットがあるとすれば、何で
しょうか。

意思決定スピードがM&Aの成否を分ける

Jean-Marc　まずメリットを述べましょう。買手の日本
企業は、良い組織と高度なテクノロジーを兼ね備えていま
す。この高度なテクノロジーは、欧州企業が発展させてき
たテクノロジーを補完してくれるものです。欧州企業に

02 FRONTIER EYES
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特 集

1特別対談 「クロスボーダーM&Aの巧者に聞く」

　2018年11月7日から3日間、本稿のインタビュー
にご協力いただいたCFIによるカンファレンスが中
国・上海で行われ、当社からは代表・松岡真宏、中
国担当・中村達、欧州担当兼CFI担当・佐々木智広
の3名が参加した。
　CFIは欧州を中心としたM&Aファーム18社から
構成され、世界24か国をカバーしている。年に2回
開催されるカンファレンスは、各国メンバーファー
ム同士が持ち寄るM&A案件機会について活発に意
見を交わし、案件化・収益化を図る場であると共に、
開催国の企業やPEファンド、大学教授、弁護士事
務所を招いて講演してもらい、その国の経済環境や
企業動向への理解を深める場でもある。
　初日には、新たにメンバー入りしたルーマニアと
スウェーデンのM&Aファームが自社紹介プレゼン
テーションを行うと共に、断続的に各ファームが1
対1で案件機会検討会議を実施した（写真1）。上海
有数の観光スポット豫園で催されたディナーの最中
に、偶然にも当社とCFIオランダが共同アドバイ
ザーとして関与したオランダ企業買収案件が成約し
たとのニュースが東京から舞い込み、各国参加者か
ら数えきれないほどの祝意（Congratulations!!）
をもらい、CFIの今後の更なる発展を誓い合った。
　二日目には、上海財経大学教授による中国マクロ
経済に関する講演（写真2）や、Fosun Group (復
星集団)など中国企業による会社紹介やM&A戦略

プレゼンテーションを受けた。最終日には、中国の
弁護士事務所による中国関連M&Aの法的側面につ
いてプレゼンテーションを受けると共に、断続的に
各ファームが1対1で案件機会検討会議を実施した。
　このようなカンファレンスを通じて開催国や各
CFIメンバーファームへの理解が深まり、各国の事
情に応じたアドバイスが可能となるのである。

ごとに開催されるカンファレンスは上海やパリ、ポルトガ
ルのリスボンなど様々な地域で開催されています。
Jean-Marc　それは、相手の国をもっと理解するためです。
フランスやスペイン、イタリアは同じではありませんから。
松岡　良いお考えですね。
Jean-Marc　相手国の土地柄を理解することが重要だと
考えています。お互いの理解が深まれば、コミュニケーショ
ンの質が高まります。これは顧客企業にとって大変良いこ
とですから。私たちは顧客企業から様々な対応や情報提供
を求められます。情報提供を依頼してすぐ得られる場合も
ありますが、相手国から速やかに情報を得るのが文化的背
景から困難である場合に、他の問題を解決してからプロセ
スを構築するという場面はよくあります。相手国を知れば、

どのようにすればうまくいくのかを関係者に説明すること
ができます。そうすることでギャップを埋め、関係者をひ
とつにまとめていくのです。
松岡　まさにそれが、お聞きしたかったことです。
Jean-Marc　クロスボーダーM&Aは興味深いと思いま
す。文化的背景の違いをすり合わせるのが難しい面がある
からこそ、そう思います。文化的なギャップを埋められれ
ば、相場を大きく上回る価格で企業を買収することは避け
られます。良い取引をするには、取引の相手方を深く理解
する必要があります。M&Aに関わる我々は、相手への理
解のために多くの時間を費やし、顧客が期待する以上の価
値・サービスを提供する必要があるのです。

CFI Conference at Shanghai

写真1　M&Aファームが1対1で案件機会の検討を行う様子

写真2　上海財経大学教授による講演
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なります。欧州での企業買収と米国での企業買収は同じで
はありません。これは欧州の中でも言えることで、フラン
ス、イタリア、ドイツ、英国など国によってプロセスや文
化が異なります。文化的背景から生まれる問題はどの国に
もあります。

CFIの強みはグローバルかつ
ローカルなこと

情報を得られるとともに各国に精通できる

松岡　国によってプロセスや文化が異なる――。その点で、
CFIのユニークなところ、強みとなるところを教えていた
だけますか。
Jean-Marc　CFIの強みは、世界規模で展開していること
です。CFIは世界の主要国のほとんどを網羅しているグ
ローバルな組織ですが、それ以前に各地域に根ざしてもい
ます。グローバルであると同時にローカルであること、こ
れがCFIの強みです。グローバルであることから世界中の
至るところから情報を得ることができ、ローカルであるこ
とから各国の人々や企業、文化を知っています。あなた（当
社代表・松岡）は日本の顧客に詳しく、フランス人である
私はフランスの顧客に精通している。守秘義務の観点で言
うと、他の誰にも教えないような情報をCFIに参画してい
るメンバーには教え、競合他社には口外しないと約束する。

そういうことです。地域に根ざし、かつ世界規模であるこ
とは、最高の武器だと思います。国境をまたいで買手ある
いは売手となることを希望する顧客企業に対し、良い機会
の提供ができるのですから。
松岡　課題はありますか。
Jean-Marc　問題となるのは、各CFIメンバーができる限
り密にコミュニケーションを取らねばならないことです。
CFIメンバー間の信頼関係も、もちろん重要です。ここで
の信頼関係は、各地域の顧客からCFIメンバーまでボトム
アップで積み上げていくものです。おかげでフロンティア・
マネジメント、特に佐々木智広氏（当社CFI担当）とのコ
ミュニケーションには全く問題ありません。しかし、すべ
ての国について同じように言えるわけではありません。情
報を発信しても、いつどのように返信があるか確信が持て
ない相手もいます。これが解決されれば、私たちはさらに
大きな成功を収められるでしょう。質の高い信頼関係は、
誤解を避け相手方の期待に沿うために欠かせないものです。

相手国への理解を深めM&A巧者になる

松岡　最後にお伺いしますが、CFIと日本の関係を広げ、
あるいは深めるために、どのようにされていくご予定で
しょうか。
Jean-Marc　できれば、日本でCFIカンファレンスを開催
していただきたいです。
松岡　カンファレンスの運営についてもう少し詳しく教え
てください。貴社の場合、本部は欧州にありますが、半期
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出所：フロンティア・マネジメント産業調査部

　さらにさかのぼると、現在の世界人口の流動性は19世
紀以来のメガトレンドであり、ある種の必然性を備えた現
象とも見て取れる。
　「長い19世紀」と呼ばれるフランス革命（1879年）から
第一次世界大戦開戦（1914年）までの期間に、西欧諸国
では死亡率の低下と出生率の高止まりによる「人口爆発」
が起こり、新大陸への移民を輩出した。この長い19世紀
に西欧から新大陸へ渡った移民の数は4,000万人に達した。
同時期に余剰人口を抱えた中国南部（広東省等）からも、
苦力（クーリー）と呼ばれた移民が大量に新大陸へ渡った。
ゴールドラッシュに沸いたこの時期にアメリカ西海岸に
集った移民たちは、鉄道敷設や金鉱山の採掘で貴重な労働
力となり、母国の平均賃金の10倍以上の収入を得た（現
在の日本と東南～南アジアの1人当たりGDPのギャップも
同程度である）。
　やがて、移民の送出国であった西欧諸国では、死亡率の
後を追って出生率が低下に向かい、人口停滞期に入る。こ
れにより西欧諸国は、後進の人口増加国・地域（西南アジ
ア、東欧、南欧等）からの移民を受け入れる側に転じた（図
2）。
　こうした労働力市場の地域間ギャップという金銭的動機
に加えて、渡航先に関する情報取得手段や移動交通手段の
発達が人口移動のエンジンとして駆動してきたことも見逃
せない。
　19世紀には、新聞や電信技術の発達による新大陸の情
報と、汽船の発達や港湾・運河の整備による新たな交通手

段がこれらの役割を担った。
　1990年代以降では、旧共産圏への他国情報の流入やイ
ンターネットの発達等が該当するであろう。
　こうした歴史観の視座からは、現在の日本における在留
外国人の増加もまた、経済発展や人口動態が異なる国家間
に立ち現われた大規模な人口移動のひとつという全体像が
浮かんでくる。
　また、海外人材を積極的に受け入れようとする今般の日
本政府の姿勢は、カナダを唯一の例外として門戸を閉ざし
つつある多くの先進国の中で、まれな存在である。これら
にかんがみると、在留外国人の増加トレンドが長期化する
可能性は高いのではないであろうか。

東京圏の人口は減少しない
　国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（2017年時点、
死亡率と出生率ともに中位仮定）によると、我が国の総人
口は2015年の1億2,700万人を起点に、2040年には1億1,100
万人まで減少し、2053年には1億人を割り込むという。
　ここで注意すべきは、同研究所の推計は在留外国人が
1970年代以降の平均速度（+7万人弱/年）で緩やかに増え
ると仮定しており、直近の増加ピッチ（2017年は前年比
+18万人）と比べてかなり保守的であるという事実だ。さ
らに、国会審議中の入管法改正案（2018年12月現在）では、
2019年から14業種の就労資格を設け、今後5年で累計35万

図2 国際人口移動を引き起こす「人口転換」の発生プロセス

(～17世紀)(西欧諸国の
遷移)
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特集 2

「インバウンド2.0」時代の
企業戦略
～消費者としての在留外国人～
我が国における在留外国人の増加は、19世紀以来の世界的な人口移動という
メガトレンドの流れをくんだ現象である。日本政府のさらなる入国管理の緩和
も相まって、今後も増勢が続くだろう。旅行客や労働力としてだけでなく、消
費者としての外国人を見据えて、企業戦略を再考すべき時が迫っている。

産業調査部　シニア・アナリスト

山手 剛人 Taketo YAMATE

東京大学経済学部卒。UBS証券㈱、クレディ・スイス証券㈱を経て、フロンティア・マネジメント㈱に入社。15年
の証券アナリストとしての経験を活かして、フロンティア・マネジメントでは流通業界の調査や顧客企業への戦
略策定支援に従事。近著（共著）に「宅配がなくなる日～同時性解消の社会論」（日本経済新聞出版社）がある。

メガトレンドとしての
国際人口移動

　2017年末時点の我が国の在留外国人は256万人（前年比
7.5%増）と、過去最高を記録した。出自国を見ると、ベ
トナム、ネパール、インドネシア等の東南～南アジア諸国
の伸びが高く、その多くが技能実習生や留学者として、実

質的な「外国人労働者」となっている若年層である。
　今般の在留外国人の増加は、「人手不足問題」やここ数
年の入国管理の方針転換といった日本固有の要因だけでは
説明しきれない現象だ。図1が示すように、諸外国から日
本への人口移動は1990年頃から加速しており、同時期に
始まった西欧や北米への移民増加という世界的な人口移動
とシンクロしている。

出所：法務省「在留外国人統計」(2007～2017)、同「登録外国人統計」(1947～2006)よりフロンティア・マネジメント産業調査部作成

図1 長期在留外国人の推移
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なる。
　大学からのアンケート回答を忘れることはあるが、就労
ビザへの書き換えは必須であるため、柴崎氏の主張には説
得力がある。
　グローバル人材を活用する意義は人材不足の穴埋めに留
まらない。彼らは海外事業や国際業務における将来の実務
者・幹部候補にして、ダイバーシティを受け入れる文化や
イノベーション思考を組織にもたらす伝道師だ。システム
エンジニア等の高度専門人材を獲得することが難しい中堅
以下の企業でも、外国人であれば、高い技能を持つIT人
材の獲得が可能かもしれない。
　筆者が知る流通業界では、ファーストリテイリング、楽
天、ローソン等が海外人材の獲得に積極的だが、これらは
まだ少数派だ。大卒以上の有能な海外人材を巡る競争は水
面下で激化しており、グローバル人材の獲得に向けて、日
本企業の人材戦略は再考の時を迎えている。

お客様としての在留外国人
　第二の論点は、消費者としての外国人との向き合い方で
ある。在留外国人（256万人）は現時点では総人口のわず
か2%だが、今後の増加が見込まれる数少ない顧客セグメ
ントだ。なお、国民1人当たりGDP上位10か国 （G20加盟
国中）の外国人居住者比率を見ると（図3）、トップ3の米
国、豪国、カナダのすべてが近代以降に創設された移民国
家で、外国人居住者が多い国ほど1人当たりGDPが高い傾
向がある。外国人労働者の受け入れが賃下げ圧力になると

の懸念は本当に正しいのであろうか。
　残念ながら、現在の日本のサービス業による外国人消費
者向けの対応は、品揃え、サービス体系、多言語対応、決
済手段など課題山積である。訪日観光客向けの免税対応は
行われているが、生活者としての外国人をリピーターとし
て取り込む戦略やサービスは寡聞にして知らない。
　端的な例は、新聞折り込みチラシだ。新聞の購読者は主
に日本人だが、デジタルチラシだけでも多言語表記として、
週末セール等の情報を外国人にも伝えてはどうか。母国語
表記のお買い得情報に初めて接する外国人からの反響は、
毎日のようにセール情報を目にしている日本人に向けた販
促よりも費用対効果が高いであろう。今後ますます人口
シェアが増大する外国人の顧客層に対して、ライバル企業
に先んじてロイヤリティを獲得する意義も大きいはずであ
る。

おわりに
　スイスの小説家マックス・フリッシュは、移民問題に関
して「我々は労働力を呼んだつもりだったが、やってきた
のは人間だった」という有名な言葉を残している。同じよ
うに私たち日本人も、外国人を迎え入れる前の時代を述懐
する日も遠くないのではないだろうか。在留外国人を巡っ
ては、国内雇用への影響、同化政策、外国人労働者の人権
リスク管理など、慎重に扱うべき問題が残されているが、
それらについては、今後の適切な法整備、行政運営、成熟
した国民的議論の進展に期待したい。

※Definition of international migrant by United Nation is a person who is living in a country other than his or her country of birth 
Source：United Nations ”International Migration Report 2017”

図3 G20主要国（1人当たりGDP上位10か国）の移民受け入れ状況
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人弱（+7万人/年）の外国人材の受け入れを見込んでいる。
直近の増加ピッチに新在留資格を加算すると、+25万人/
年の在留外国人の増加となる計算だ。外国人の転入数をこ
の前提に置き換え、在留外国人女性の合計特殊出生率を1.2
と仮定すると、日本の総人口は50年後の2065年において
も政府目標の1億人の大台が維持可能と試算される。
　外国人の流入フローの半数近くが集中する東京圏（1都
3県）への影響はさらに大きい。
　東京圏の総人口は2020年の3,630万人前後をピークに漸
減すると予測されているが、前述の在留外国人の前提に置
き換えると、現状を上回る3,700万人が長期的に維持可能
となる。海外人材を正しく受け入れ、働く場所や住まう場
所を提供できれば、東京圏はアジア屈指の世界都市であり
続けられるのだ。

海外人材の受け入れの本懐は
「有効需要」の創出

　在留外国人は労働力人口の貴重な補給源であると同時
に、多くの企業にとっては新たなエンドユーザーとなり得
る存在である。
　気掛かりなのは、在留外国人を単なる「労働力」として
扱う風潮である。在留外国人を労働者としてしか日本経済
に包摂できないことは、長期的に日本の国民経済にマイナ
スだ。
　そもそも、人手不足はそれほど深刻な問題なのであろう
か。日本人の人口減少で労働力人口が減れば、そこには市
場原理が働いて賃金が上昇する、あるいは設備装備率が上
昇（無人レジやロボットによる代替）するだけのことだ。
よく見聞する「将来は高齢者ひとりを何人の生産年齢人口
で支える」といった指標は、設備装備率の上昇による労働
生産性の改善や賃金上昇等の論点が抜け落ちている。
　別の反論として、「外国人労働者に頼り過ぎると、企業
のイノベーションが停滞する」との意見も聞く。これは傾
聴に値する意見だが、やはりサプライサイドに寄り過ぎて
いないだろうか。
　日本経済の長期停滞の真因は、人手不足という供給サイ
ドの問題ではなく、有効需要の減退とそれに伴うデフレー
ションである。海外人材を受け入れずに総人口が1億人を
割り込んでいけば、無人レジで店舗運営が維持できても、
企業収益は悪化し、無人レジも不良資産となる。優先課題
は有効需要の創出であり、そのためには、海外人材を働き
手として招くと同時に消費者として日本で暮らしてもらう
ことは有効な打ち手となる。
　ここまで述べてきた、①在留外国人が東京圏を中心に増
え、②消費者として定着して有効需要を創出、というビジョ

ンの標語として、筆者は「インバウンド2.0」を提唱して
いる。末尾の「2.0」の通り、2013年頃からの訪日外客の
増加（インバウンド1.0）に続いて、観光客ではなく生活
者としての外国人の活力で日本経済の再興を目指す方針だ。
　2018年の訪日外客数は3,000万人に達する情勢だが、直
近の9月や10月の外客数は概ね前年並みに減速している。
台風等の特殊要因等もあったかもしれないが、少なくとも
中国等からの観光客が日本の小売店で「爆買い」する現象
が再びブームとなる可能性は低いように思われる。理由の
ひとつが、越境ECの台頭だ。経済産業省「電子商取引に
関する市場調査」によると、2017年に中国の消費者がイ
ンターネットを介して日本製品を購入した総額は1兆3,000
億円に達した。かたや、中国の訪日観光客が滞在中に使っ
たショッピング総額は8,800億円と越境ECの規模を下回っ
ている。
　今後のインバウンド戦略の要は、訪日観光の振興だけで
はなく、外国人に中長期在留を促し、日本国内の有効需要
のエンジンとなってもらうことである。

「インバウンド2.0」時代の
企業戦略

　「インバウンド2.0」時代の企業戦略を巡る論点は大きく、
海外人材の戦力化という人材戦略、外国人の消費者をいか
にしてユーザーとして獲得するかというマーケティング戦
略の2点である。
　第一の人材戦略については、優秀な海外人材を巡る競争
が既に水面下で熾烈化している可能性に留意されたい。
　独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）は、2016年
に国内の大学・大学院を卒業した外国人留学生2万3,946名
のうち、日本企業に就職したのは8,610名（卒業者数の
36%）であったと発表している。進学（修士・博士課程）
や帰国を望んだ学生を除いた日本企業への就職志望者は全
体の64%であり、36%という国内就職率は「志望者の半数
程度しか日本で働き口を見つけられない」と読み取れる。
　これに対して、海外人材採用支援「フォースバレー・コ
ンシェルジュ」の柴崎洋平社長は、JASSO調査は必ずし
も正しくないと反論する。柴崎氏の指摘は次のようなもの
だ。
　まず、文科省所管のJASSOの調査は、大学からの卒業
生の就業実態の報告の積み上げで、抜け漏れが生じる余地
がある。かたや、法務省所管の入国管理局が国内の大学・
大学院卒業生で在留資格を留学ビザから就労ビザへの書き
換え申請数は1万4,236名であった。これは前述した卒業生
の数の59%に当たり、卒業後に日本での就職を希望した外
国人留学生（64%）の9割以上が日本で就職できたことに

【注】本稿は2018年9月中旬の国際情勢を基に執筆されたものである。
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石油や紙の代替「LIMEX」で
挑戦し続ける

エコノミーとエコロジーを両立する素材

――最初に、最近話題となっている貴社の扱う素材、
LIMEXについて、可能性や特徴を教えてください。
山﨑　LIMEXは石灰石を主原料にした、紙やプラスチッ
クの代替となる新素材です。「LIMEX」という名前は、
ライムストーンの「LIME」に「X」を付けることで、無
限の可能性、いろんなアプリケーションに化けることを意
味しています。通常、紙を1トン製造するのに、木を20本
くらい使って、100トンの水が必要とされます。グローバ
ルで水資源が枯渇する現状では製紙するだけでも大変なの
ですが、LIMEXならば水資源が乏しい国でも、その国に
ある石灰石を使うことで紙のようなものを作ることができ
ます。
――紙の代替、それから昨今はプラスチックの代替ですね。
山﨑　そうです。100％石油由来のプラスチックを、その
60％、70％を安価で豊富に採れる石灰石に置き換えるこ
とで、圧倒的なエコノミーとエコロジーを両立させること
を、LIMEXは目指しています。これが一番大きな特徴です。
――山﨑社長がこれまでこの素材を育ててきて、今後一番
ワクワクしているところはどの辺りですか。
山﨑　ワクワクというか責任感の話ですが、今世界中でこ
れだけプラスチックの規制が進んでいるので、それに間に
合うタイミングでLIMEXが代替品として活躍でき貢献で
きるように、素材開発と営業活動を世界に対してスピード
を上げていきたいと考えています。
――責任感や使命感ということで、社長は国内外の投資家
やユーザーとお話をされていると思いますが、どのような
用途でLIMEXは待望されていますか。
山﨑　今はもう400件を超えるお問合せをいただいていま
す。どの大陸から、という偏りもなく、世界中からです。
プラスチックが使えなくなる、つくれなくなるということ
で、LIMEXで代用できないかというお問合せが多いです。

各国の資源回収スキームに合わせた製品展開

――貴社の事業全体の今後やゴール設定についてお話しい
ただけますか。
山﨑　国や用途によって、提供していくLIMEXは変わる
と思います。資源回収のインフラが整っていない国では、
生分解性プラスチック樹脂と石灰石を合わせたLIMEXを
提供していこうと考えていますし、日本のように回収ス
キームが整っているところではアップサイクルといってリ
サイクルを超えた価値を高める再生品化をしていきたいと

思います。まずは回収の仕組みが整っている国で、
LIMEXを使ってアップサイクルを展開し、サーキュラー
エコノミー（循環型経済）を実現したいです。プラスチッ
クは環境観点で今は叩かれていますが、これだけ大量生産
できる素材であることは大きな功績だと思っています。

100年後も残る事業をしたい

――社長がこの素材に着目して事業化しようと思われた
キッカケは何ですか。
山﨑　私の起業家としてのスタートは、20歳の時に大阪
の岸和田で中古車屋を起業したことでした。起業して10
年経ち、知り合いの経営者に誘われてヨーロッパに旅行し
たのが転機となりました。日本では新しくておしゃれな建
物が評価されていましたが、ヨーロッパでは何百年も残り
続けている建物や街があり、その中で当たり前の暮らしが
あるんです。その違いに衝撃を受けました。これから先に
一緒に事業をする人にはグローバルな挑戦をさせたい、そ
して世の中の役に立つ事業、何百年と挑戦し続けるような
事業がやりたいと強く思いました。会社名のTBMは
Times Bridge Managementの頭文字をとったものです
が、「100年後も残る技術や事業を創り、時代の架け橋と
なる会社にしたい」という想いが込められているのです。
グローバルで勝負ができ、長く挑戦し続けられる事業を数
年間探している中で、ストーンペーパーというものに出
会って、輸入元として事業をスタートさせました。2008
年くらいに環境省が「チーム －6％」というスローガンを
打ち出したころ、環境ビジネスが面白くなってくるという
感覚で、輸入元の権利を交渉して手に入れてスタートさせ
ました。

品質改善のため輸入元から製造者に転換

山﨑　実際に日本でマーケティングをしていると、日本を
代表するような方々が「これは面白い」「これはすごい」
と仰ってくださる。なのに、なかなか売れない。そこには
比重の重さと価格の高さ、品質の不安定という三つのハー
ドルがありました。とにかく軽くて品質の安定したものに
しないと、と考えて、毎月のように工場のある台湾に行き
ました。しかしさんざん交渉しても、改善は進まない。諦
めかけていたときに、大手製紙業で役員を務めた角祐一郎
氏（現・TBM会長）と出会い、相談する中で、自分で素
材開発をスタートさせようと考えを変えたのです。
――ストーンペーパーの代理店から始まり、自分で素材を
つくるところに関わるには、普通の人間から見たら相当な
ハードルがあるように思います。どういう目算で製造する
側に転換したのですか。
山﨑　いろんな出会いがありました。角会長がいて、その
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Venture Top Interview

世界が注目する新素材LIMEXで
環境配慮型社会を提言する革命者

株式会社TBM
代表取締役CEO

山﨑 敦義 氏

　未上場で成長を続けるスタートアップ企業が元気だ。日本ではな
かなかユニコーン（企業価値10億ドルを超える成長企業）が育たな
いとも言われるが、企業価値（推計）が100億円を超える企業は47
社と前年比2.1倍となり（2018年12月、日本経済新聞社集計）、より
大きな視点で事業の拡大に挑む起業家の数は日本でも増えている。
　また、2018年のスタートアップの資金調達額は4,000億円に迫る
と言われており（ジャパンベンチャーリサーチ調べ）、投資資金の流
入も活発だ。
　当社のクライアントである大手企業でも、スタートアップへの関心
は最近特に高まっており、日本の産業を変革する力としてスタートアッ
プへの期待は大きい。
　今号から始まった本連載では、起業家と多く接してきた当社ビジネ
ス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション（BRI）部長の佐
伯が、キラリと光る強みを持つ企業のトップにインタビューを行い、
ベンチャー企業の成功の秘訣に迫る。
　第1回となる本稿では、日本経済新聞社の「NEXTユニコーン調査」
で企業価値増加ランキング1位に輝いた、㈱TBMの山﨑敦義社長に
ゲストとして登場いただいた。

フロンティア・マネジメント㈱
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

佐伯 俊介

聞き手
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左は聞き手の当社・佐伯

同じ船に乗る覚悟で大企業と組む

――貴社の場合、大手企業が相乗りしてくださるポジショ
ンを築き上げたことが大きいですね。大手企業の資本を受
けるメリットやデメリットなど、若い起業家の方への助言
をお聞かせいただけますでしょうか。
山﨑　同じ船に乗る覚悟は大切ですね。大企業とベン
チャーでは力の差がありますから、大企業にうまく同じ船
に乗ってもらって、彼らのパワーを自分たちの力に変える
つもりで勝負したほうが、事業は加速すると思います。相
手が何か嫌がっている場合はその理由に合わせて、対応し
ていくのが良いと思います。私は大きな船に乗ることで自
分の事業が圧倒的なスピードで育つと思うので、同じ船に
乗る、つまり事業を一緒に進めることになるタイミングを
大事にしたいと思います。
――タイミングといえば、資本調達のタイミングはすごく
重要だと思っています。今までのご経験の中で、お金を集
めたいけれど我慢して切り詰めたタイミングと、ここは行
くぞと資金調達したタイミングと、ステージによって違い
ますか。
山﨑　良い話が来た時、「このタイミングだ」と見えた時
には、一気に資金調達をして一気に事業を加速させていま
す。僕らの事業は、今グローバルで大きな仕掛けを先行し
てかけていかなければいけないタイミングに来ているの
で、世界中で起きている法規制の動きやマイクロプラス
チックへの関心の高まりも踏まえて、先行投資をして一気
に事業を加速させたいと今年（インタビュー時の2018年）
に入って特に思いました。IPOでしっかり市場の評価を得
てから大きく資金調達をして海外展開という発想もあり得
るでしょうけれど、海外でのタイミングもとても重要なの
で、事業会社との提携も含めて大きな資金を調達して、一
気に世界で勝負したいと思っています。
――もうひとつお聞きしたいのですが、貴社はメディアに
取り上げられることが多いですが、メディアに取り上げら
れると反響はどうですか。
山﨑　反響は全然違いますね。採用面もそうですし、
LIMEXに対して「一緒に開発しよう」とか「使ってみたい」

「売ってみたい」というお問合せをたくさんいただきます。
――メディアをうまく使うという意味で、メディアを使え
る人材を最初から入れていたのか、事業が育ってから対応
しなければとなったのか、お聞きしたいです。
山﨑　そこはうちの笹木（隆之）執行役員を中心に戦略的
にやっています。
――笹木様のチームはいつごろから動き始めましたか。
山﨑　本格稼働は1年半くらい前からですが、始動したの
は「カンブリア宮殿」（テレビ東京系番組）に出演した時

の少し前の2016年ころですね。

欲しいのは「守備範囲が広い」人材

――最後に、若いビジネスパーソンや起業家へのメッセー
ジをお願いいたします。
山﨑　わが社はやはり、責任感があって一緒に闘ってくれ
る人がいいと言っています。熱くて守備範囲が広い、一緒
に闘う覚悟がある人に来てほしいですね。会社で起きてい
ることをしっかり把握して、自分は携わっていないけれど
誰かがやってくれたことに対して、感謝ができる人がほし
いと思います。
――「守備範囲が広い」という点はすごく共感できます。
山崎　それはやっぱりあります。会社全体のことが自分の
ことであると、社員には言っています。全体で起きている
ことをしっかり把握していった上で、点と点を線でつなぐ
ような瞬間があるかないかで全然感じ方も変わってくると
思うんです。自分はここだけ、ここをやっているからこう
なんだ、ではなくて。会社全体がやっている中の自分はこ
こをやっていて、全体でどんなことが起きていて、その中
で自分は何か手伝えることがないかとか、あとは全体で
やっていることに対して、自分は携わってないけれど、こ
の人がここをやってくれたおかげでこうなれた、というこ
とに対して「ありがとうございました」と思えるかどうか
が、すごく大事だと思います。そこを感じられる人が欲し
いなと思います。
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周りに技術者の方々もいて、大学やメーカーがラボを貸し
てくれたりもしました。「彼らと出会えたのだから絶対う
まくいくだろう」という想いもありました。台湾の工場と
やり取りした際に、思い通りのものが出来てこない歯がゆ
さや悔しさもあったので、自分たちで舵を切れることは私
にとってワクワクすることでした。最後までの責任を自分
がとれるところが大きかったですね。

「一緒に闘う」想いのメンバーが集まる

――確かに御社の方とお付き合いさせていただくと、極め
て優秀な人が集まっている印象を持ちます。そういった
人々を巻き込む山﨑社長の魅力をお聞きしたいです。
山﨑　自分の魅力は分からないです。だけど、何があって

もやり遂げたいという想いの強さや情熱は、誰にも負けな
いと思います。それに対してお力添えくださる方々に報い
たいと腹の底から思っているので、一緒になって闘ってく
れる人が集まってくれるのではないかと思います。
――貴社のオフィスはオープンな印象で、メンバーが同じ
方向で夢を共有している印象があります。事業が拡大し
チームが大きくなると幅広い発想も出てくると思うのです
が、一方でチームの規模のコントロールやコミュニケー
ションへの配慮は、どうされていますか。
山﨑　今はみんなの目つきや顔つき、顔色も目に入るので
すが、この規模が2倍3倍になった時に行き届かない部分
は出てくると思うので、モチベーションを保ち結束するこ
とはとても大事だと思っています。
――この会社を起業されてからこれまで、様々なステージ
があったと思いますが、入社されてくる方の意識は変わっ
てきていますか。
山﨑　我々もメディアに取り上げてもらえたりする中で、
一緒に挑戦したいと思って来てくれる仲間がいます。本当
に熱くて優秀な人が多いです。

事業提携や資金調達の
タイミングを大切に

大手が相乗りしたくなるポジションに就く

――話を変えますが、スタートアップとしてビジネスをし
ていくうえで、大手企業や投資家の方に期待することと、
アライアンスを進めるためにもっと意識してほしいことを
教えてください。
山﨑　前者は、相手の会社によって異なりますね。例えば
相手が商社ならば、海外のネットワークや人材の点で、
LIMEXを広めるために力になっていただきたいです。実
際に今も商社の方には、組織力や営業力で力になっていた
だいています。技術系の会社であれば、言うまでもなく、
彼らの知見や技術力がすごいので、技術提携していただけ
ると頼もしいですし、話すだけでも勉強になります。
――スタートアップが大手企業の力を借りて一気に認知度
を高めたり営業したりする場合に、大手の同業同士の競争
があって、どこかと組むとどこかが立たずという場面が多
いように思うのですが、そうしたことはありませんか。
山﨑　無いわけではないのですが、今回は凸版印刷と大日
本印刷が、「両社が名を連ねることの意義」をご理解いた
だいて出資くださいました。国内だけの勝負だとそうした
場面もあるかもしれませんが、グローバルに勝負するとな
ると、競合同士で協力してくださるのは、本当にありがた
いことです。

石灰石（写真1）か
ら、紙の 代 替 品

（写真2）だけでな
くプラスチック代
替品（写真3）も
作られる

1

2

3
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な信頼関係を構築していることも成功要因の一つといえ
る。アクセス履歴や購買履歴などから、顧客ごとにメッセー
ジ内容や送信タイミング、頻度を工夫しているのであるが、
こういったワンツーワンマーケティングを地道に実践する
ことで、Web上でもリアル店舗さながらに顧客との関係
を構築し深めることに成功している。

③メーカー在庫の確保と
　バーゲニングパワーの増加

　アパレルは、幅広い商材を確保し、かつ売れ筋の在庫を
切らさない体制の構築が重要であるが、ZOZOは取扱いブ
ランドを拡大していく過程で、結果的に他社が実現できな
い水準の多種多様な品揃えを実現させた。在庫の幅を持た
せ顧客の利便性を最大限高めると同時に、バーゲニングパ
ワーを活用した企画（割引クーポンなど）の増強により、
近年のZOZOの一人勝ちは拍車がかかった状況となって
いる。

今後のアパレル業界のあり方

　前述のビジネスモデルを先駆的に構築し破竹の勢いで独
占的に成長を遂げたZOZOであるが、「儲かる仕組み」を
このまま維持できるのか。また今後アパレルEC市場はさ
らなる拡大の余地があるのだろうか。
　ZOZO等によるアパレルEC向けの各種取組みは確かに
一定数の顧客の取り込みに成功した。しかし、本稿の冒頭
で触れたとおり、日用衣料含めたアパレル業界全体のEC
化率は11.5％で、裏を返すとまだ9割近くの購入は実店舗
でなされている。「試着できない」というアパレルEC上の
課題をZOZO等が利便性の提供を通じて解決してきたよ
うに見えるが、実は時間節約の利便性があっても試着でき
ないことを理由にECを敬遠する顧客がいまだに多いこと
が各種アンケート結果にも出ている。
　試着できないことへの新たな取り組みの方向性は大きく
二つあり、一つが返品・交換の対応、もう一つが採寸によ
る対応である。返品交換への対応事例としては、サイズ交
換無料・返品無料サービスを軸に成長したLOCONDO.jp
が挙げられる。最も試着が必要といわれている靴をメイン
の商材として、返品ありのビジネスモデルで成長を遂げて
いる。しかし、返品対応は返品時のオペレーションが煩雑
で、返品送料の負担が損益に与える影響も大きいことから、
他の商材にこれを広げるのは難しい。実際、ZOZOは一時
期返品時送料無料サービスを試行したが取りやめている。
もう一つの採寸対応に関しては、採寸を含め取引をEC上
で完結させた、ZOZOSUITを活用したZOZOのPB展開

が記憶に新しい。しかしこれは生産の不備により商品の発
送に遅れが生じ、初手としては失敗に終わったとの見方が
多い。
　一方、オンワードパーソナルスタイルの「カシヤマ・ザ・
スマートテーラー」は、採寸に際してリアルでの顧客接点
をうまく活用した成功事例といえる。2017年10月にスター
トしたが、変化の速い消費者の動きへ対応したオーダーメ
イド型ビジネスとして急激な成長を遂げている。初回購入
時には対面で接客と採寸を行うが、二着目からは初回購入
時のデータを基にスマホ（EC）での購入（決済）が可能
となり、1週間から10日程の納期で商品が届く。自社の強
みである生産能力を有効活用することでEC客の求める即
時性を実現させることができている。採寸・試着が必須の
オーダースーツに関して、リアルとECの強みを掛け合わ
せることで「試着できない」課題を克服することに成功し
た好事例である。
　ECで求められる「短納期」を実現できる生産拠点を確保・
活用して1品ごとの注文を処理するオペレーションはリア
ル系の企業が得意とするものであり、EC企業が簡単には
追いつけない。この点、ネットで商品を見てリアル店舗で
試着・購入する層の取り込みも含め、元来ものづくりが強
くかつ実店舗中心の従来のアパレルメーカーに、巻き返し
の余地があると考えられる。
　リアル店舗の提供価値は、商品を購入する場という従来
の役割から転じて、新たな商品との接点や試着・採寸など
を体験する場へと変化しつつあるが、アパレルでも実店舗
とECを融合させた新たなビジネスモデルを本格的に構築
することが重要である。実店舗中心の従来のアパレル企業
は、現状、ネットとリアルの会員情報や在庫情報、物流を
統合して、顧客にシームレスな購買体験を提供するオムニ
チャネルの取組みを進めているが、まだ多くはリアルの売
上がネットに移行しているに過ぎない。実店舗を交えた双
方向的な顧客価値が求められている中で、今後は「カシヤ
マ・ザ・スマートテーラー」のようにリアル店舗にしか演
出できない顧客体験をECと連動する形で提供することで、
アパレルEC市場全体がさらに成長することが可能になる
と考えられる。アパレルECの成長の第二幕は、このよう
な実店舗とECの利便性を互いに高めることによる顧客体
験価値の最大化で開いていくが、これをEC企業が自前も
しくはM&Aで実現するのか、リアル系企業が強みを活か
して巻き返しを図るのか、今後数年で結果が出るものと筆
者は見ている。

TOPICS

（注1）経済産業省「我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」
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アパレル業界における
ECの現状と今後のあり方

消費財トピック

消費財トピック

昨今、日本のアパレル産業は百貨店をメインとした既存チャネルの縮小が継続しており、各社は成長性の高いECの
取り組みを加速させている。そこで、本稿では、ZOZOの成功についてアパレルEC業界全体の動きを交え振り返る
とともに、業界の今後のあり方について考察する。

EC業界の中における
アパレルECの位置付け

　国内のEC業界（全体）は、まずEC黎明期に楽天市場や
Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jpといった総合モール
によりその基礎が構築され、その後（2000年以降）インター
ネットの普及に伴って各社の自社サイトでの販売も増えて
いった。ジャンル別に見ると、日用品や家電などは早くか
ら総合モールや量販店などのプレイヤーが台頭してEC化
が進んでいったが、アパレルは「試着できない」という理
由からECは不向きと考えられ、実際当初はEC化が進んで
いなかった。しかし、現在においては、日用衣料含めたア
パレル業界全体の2017年EC売上は1兆6,454億円（注1）
と前年比7.6%で成長、EC化率は11.5％（日本のBtoC全体
のEC化率は5.8％）と、むしろEC化率が高い業界になっ
ている。

事例
ZOZOのモデルと成功要因

　アパレルECが大幅に進展した最大の要因は、ZOZOに
ある。ZOZOは、商品取扱高2,700億円（2018年度）と、
2位以下を10倍近く突き放して独り勝ちの状態となってい
るが、同社が2004年に出現し、アパレルECのビジネスモ
デルを構築して伸長し業界をけん引していったのである。

　ZOZOは、委託販売のスキームをとっており、自らは在
庫を持たない。メーカーは商品をZOZOの倉庫へ発送し、
注文時にZOZOの倉庫から発送、ZOZOは販売代金の30
～35％程度を販売手数料として徴収する。その枠組みの
中で、ZOZOが「試着できない」というアパレルECの壁
を乗り越え大きく成長した理由は、以下3点に集約される。

①「ささげ業務」を自社で実施することによる
　サイトの統一性とブランド間の比較の実現

　Web上で取引を完結させるにあたって、試着せずに買
うことは現物のイメージやサイズ感を確認できないことが
大きな障壁となる。同じMサイズでもブランド間でサイズ
感が異なるため「Mサイズ」だけでは怖くて注文できない。
そこでZOZOは「ささげ業務」（採寸、撮影、原稿作成）
を一括代行することで、サイズを規格化しネット上で異な
るブランドの比較を可能とした。また、ファッションコー
ディネートサイト「WEAR」にて一般人によるコーディ
ネート提案を可能にすることで、試着せずに買うことの
ハードルを下げることに成功した。

②個別最適化された
　キメ細かなユーザーへの情報発信

　CFM部（Customer Friendship Management）によ
る、個別最適化されたきめ細かなお勧め商品情報の発信

（UIやメルマガ）を通じた対話で、顧客と「友達」のよう
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別に評価する（図2）。
　石油業界では、その事業特性から、もっとも基礎的な業
務の「定型化」（単純化・ルール化）の段階はほぼすべて
のオペレーションで完了しており、次段階にあたる「自動
化」（システム化）が進んでいる。各社は、開発から販売
までのチェーンで、定型化された繰り返し作業を「人が定
義した手順通り」に機械に代行させることで、業務効率や
生産性の向上を目指している。
　そして今後は、機械の側が「まるで人間のように、①パ
ターンを認識し、②経験を蓄積したうえで最適解への到達
方法を学習し、③判断に基づいて自ら選んで実行する」「自
律化」に移行していくことになる。
　筆者は、この「自律化」を強力に推進するキーテクノロ
ジーとなるのが、AI（主に数理最適化モデル）であると
考える。各社のトップも年頭挨拶等で相次いでAIに言及
しているが（脚注）、プレーヤーすべてにこの技術革新へ
の対応が求められていくことはほぼ間違いないだろう。

石油業界が直面する
AI時代の価値創造

「AI時代」の到来、押し寄せる変化の波

　これまで述べてきたような、機械（≒プラント）が自ら
状況変化を把握し、適応し得る新時代の到来は、遠からぬ

ものであろう。これを「AI時代」と呼ぶならば、
この時代において、従来の定型・オペレーショ
ン業務から解放される石油業界の人材――石油
業界人は、みな等しく、「今後どのような役割
を担うことになり、また、担うべきなのか」と
いう問いを投げかけられることになる。
　もし、この問いに正面から回答できないとす
ると、AI時代は石油業界にとって「期待され
る役割の縮小により従業員が減少し、縮小均衡
サイクルが一層加速する時代」となるだろう。

「存在意義」に照らした提供価値の
再定義の試み

　まず、企業活動を通じて提供する価値は、時
代の流れや事業環境の変化に応じて変遷するも
のであることを確認したい。しかし、石油業界
においては、従来からの提供価値（機能的価値）
に自らを制約する思考に陥っていたのではない
だろうか。もちろんこの傾向は、安定供給や安
全を第一とする厳しい規律の必要性や、バ
リューチェーンの各プロセスの密接な連携性か

図1 石油元売会社の再編の歴史
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出所：石油連盟、各社公表資料よりフロンティア・マネジメント作成
注： 図中の石油元売会社のほかに、開発専業会社（国際石油開発帝石等）や精製専

業会社（富士石油等）がある

（脚注） 「AI・IoTといった先端技術の進化は加速しており、10年先、20年先の社会のありようは、劇的に変化するものと思われる」（JXTGホールディングス・
杉森務社長、2019年年頭挨拶より）、「AI、自動運転など様々な技術革新による変化や環境問題の要請の高まりに対応することも必要」（昭和シェル
石油・亀岡剛CEO、日経BP「日経ESG経営フォーラム」インタビュー（2018年9月25日付）より）等

らすれば、無理からぬ側面もある。しかし、新時代におい
ては、単に石油企業が持つケイパビリティを活用して染み
出しを行っていくことより、思い切って「意識的に自らの
価値――存在意義を探索し、提供価値を再定義すること」
こそが求められていると筆者は考える。
　販売プロセスを例にとって具体的に検討してみよう。こ

図2 石油バリューチェーンにおける
オペレーショナル・エクセレンスの
段階とAI代替可能性
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石油業界が直面するAI時代の価値創造

産業財トピック❶

石油業界が新時代を迎えようとしている。かつて20社近くを数えた石油元売会社は、大手3グループを中心とした5
社体制にまで再編され、石油バリューチェーンにおける複雑性が大幅に解消される。同時に、AIが登場したことで、
石油業界が取り組んできたオペレーショナル・エクセレンスは最終段階である「自律化」にまで移行していく。こうし
たいわば「AI時代」において、提供しうる価値とはなんだろうか。特に従来業務から解放される石油業界人に注目し、
考察する。
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事業立案、PMI（M&A後の統合）、ビジネス・デュー・
ディリジェンス等の支援に従事。
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石油業界における合理化の進展

石油元売会社は大手3グループへ集約され、
新時代へと突入

　我が国における石油製品の需要は減少の一途を辿ってい
る。2017年度の国内燃料油需要（174百万kl（見込））は、
ピークを示した1999年度（246百万kl）のおよそ7割の水
準である。
　こうした環境下、石油業界では、製油所の稼働率を維持
しコスト競争力を高めるために、需要をはるかに上回る製
品が供給され、販売現場が価格競争を繰り広げる、という
勝者無き競争が繰り返されてきた。
　2009年には、製油所の重質油分解能力の向上を求める

「エネルギー供給構造高度化法」が成立。これと呼応する
ように、新日本石油とジャパンエナジーの経営統合、エク
ソンモービルの事実上の日本撤退、JXホールディングス
と東燃ゼネラルグループの経営統合等が相次ぎ、業界の再
編は最終局面を迎えることとなった。1980年代に20社近
くを数えた石油元売会社は、2019年4月の出光興産と昭和
シェル石油の経営統合により、大手3グループを中心とす
る5社体制へと移行する予定である（図1）。
　事ここに至って、業界が構造的に内包してきた積年の課
題である「プレーヤー数過多による非効率性」が、ついに
解決することとなる。

石油業界における
オペレーショナル・エクセレンスの追求

　過去20年間において石油元売会社を中心に各プレー
ヤーが追求したのは、「コモディティ業界におけるコスト
競争力の強化」と「外部環境のボラティリティへの適応」
を目的としたオペレーショナル・エクセレンスであった。
　例えば、コスト競争力の面では、精製コストの削減が挙
げられる。製油所では技術進化により、必要人員数が時代
を追うごとに少なくなっている。こうした事業所単位・個
社単位の効率化に加えて、隣接した他社の製油所同士をパ
イプラインでつなぎ半製品等を融通し合うことで、精製機
能の最適化を図った例も複数ある。この他、各社は製品の
コモディティ性を逆手にとり、製油所や油槽所の出荷機能
を積極的に共有し、物流コストの削減も図ってきた。
　また、外部環境のボラティリティへの適応の面では、価
格変動リスクヘッジとしての原油先物取引等の手段活用は
もちろんのこと、精製・販売・需給機能の連携も進んだ。
原油価格や国内石油製品需要の予測に応じて、自社精製ま
たは外部調達する製品ミックスを機動的に変化させ、利益
の最大化を図る体制が構築されてきたのである。

AIの活用により、オペレーショナル・エクセレ
ンスはいよいよ「自律化」の段階へ

　石油バリューチェーン全体の主なオペレーションを、当
社の定義するオペレーショナル・エクセレンスの発展段階

FRONTIER EYES16

HP16-18_産業財トピック1.indd 16　 データ更新日時　2019/01/18 19:55:36
W210×H297　 ＰＤＦ作成日時　2019/01/18 19:55:47
 



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・高野）

〒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

FEB. 2019 vol.24 19

フロンティア・ビジネススクール

2019年 開催決定
春期（5月～）／夏期（7月～）／秋期（10月～）

2019 フロンティア・ビジネススクール
講座一覧（予定）

フロンティア・ビジネススクールが提供する「超実践型」とは、第一線で活躍中の現役経営コンサルタントやM&Aアドバイザーが経験
したケースをもとに作り上げたカリキュラムで、受講者様にとっては、経営の現場ですぐ使えるノウハウがたくさん詰まった講座です。
グループワーク後の講師の解説やQ&Aなども魅力です。
「リアルな貴重な話が聞けて非常に有意義であった」、「日々の業務に役立ちそう」といった受講者様からの声を受けて、2019年も 
引き続き開催を致します。まだ受講されていない方、他の講座も受けてみたいという方は、是非ともご利用ください。

業種を問わず、多くの企業様にご利用いただきました！

【M＆A】
M＆A入門
デュー・ディリジェンスの実務
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

【経営管理】
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

【経営戦略】
経営戦略の概論と実践
既存事業強化（成長戦略①）
新規事業参入（成長戦略②）
コスト構造改革（事業構造改革①）
事業撤退（事業構造改革②）
戦略遂行

企業経営 タイムトリップ体験シリーズ　*2018年秋より追加

①大手小売流通業編
②大手消費財メーカー編
③中堅コングロマリット企業編

【ビジネススキル】
戦略コンサルタントの仕事術

AGC株式会社
伊藤忠商事株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
株式会社NTTドコモ
カゴメ株式会社
KDDI株式会社
コニカミノルタ株式会社
小林製薬株式会社
GMOアドパートナーズ株式会社

J.フロント リテイリング株式会社
株式会社ジュピターテレコム
株式会社新日本科学
住友商事株式会社
西部ガス株式会社
大和ハウス工業株式会社
中部電力株式会社
株式会社ティップネス
株式会社デンソー

株式会社東芝
東洋紡株式会社
東レ株式会社
長瀬産業株式会社
名古屋鉄道株式会社
日本ガイシ株式会社
株式会社日本触媒
日鉄住金物産株式会社
日本たばこ産業株式会社

株式会社村田製作所
ハウス食品グループ本社株式会社
パナソニック株式会社
株式会社日立システムズ
株式会社日立製作所
株式会社福岡運輸ホールディングス
三菱アルミニウム株式会社
株式会社吉野家ホールディングス

【講座の内容】

昨年は満足が86％

満足
93％

普通
6％

不満 1％
【講師の説明】

昨年は満足が90％

満足
94％

普通
5％

不満 1％

受講生の満足度さらにアップ！

講師の経験に基づいた超実践型の講義

女性キャリアアップ応援企画も
ご好評でした

受講生同志による活発な議論

課題解決のための解を示唆

https://www.frontier-mgmt.com/FBS/
パンフレットをダウンロードできます

フロンティア・ビジネススクールについてはこちらから

※掲載許可をいただいた企業様の一部をご紹介しております
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こでの提供価値は、「営業活動」「顧客・売掛管理」「決裁」
等に細分化されていく。しかし、このように細分化し、機
能別に分解、最適化をしていく傾向は、オペレーショナル・
エクセレンスの観点からは正しいが、提供価値の再定義に
は適さない。むしろ、「販売」を大まかな括りとして、存
在意義に照らして提供価値を再定義したとき、それは例え
ば「顧客に安定的に地球の力の顕現たるエネルギーを届け
るというインフラそのものを維持・発展させ、社会に貢献
すること」だということはできないだろうか。
　すると、販売プロセスにおける再定義例としては、石油
元売会社と共に販売の前線を担う特約店や販売店の事業が
継続しさらに発展するよう、経営面の支援や協業を行うこ
とが挙げられよう。「内部・外部環境を踏まえ、特約店等
の経営者の思いをも汲み取りつつ、石油インフラを維持・
発展させよ」という命題は、数理的に解かれるものではまっ
たくなく、まさに石油業界人がその存在意義に照らして設
定するべき課題であり、そこに提供価値がある、といえる。
　そして、提供価値のさらなる発展可能性として、例えば
特約店等が根差す地域にまで思索を巡らせ、その地域にお
ける官民連携事業における特約店等または石油元売会社と
しての貢献を検討することなどが挙げられるだろう。
　ここまででお分かりいただけるように、当社が導き出し
た現時点の回答は、「数理最適化から導くことの難しい、
業界の枠組みを超えた複雑壮大な課題や、人間の感情に関
わる課題を存在意義に照らして設定し、課題解決のための
道筋を切り拓くこと」に他ならない。図3には、当社の考
える「存在意義に照らした提供価値の再定義」と、その「さ
らなる発展可能性」のそれぞれの例を
示した。そこには、石油業界人の活躍
フィールドの拡がりを感じていただけ
るのではないだろうか。

組織として
実行するために

石油業界人のアントレプレナー
シップを惹起する

　では、こうした価値の再定義を意識
的かつ組織的に実行するために、どの
ようなアプローチが有効だろうか。当
社は、定期的に新規事業創造に関わる
プロジェクトを立ち上げ、新時代を担
うリーダークラスを参画させることを
推奨している。新規事業を創造しよう
とする試みには、自社の存在意義を見

図3 AI時代における提供価値の再定義

「存在意義」に照らした
再定義

さらなる
発展可能性（例）

技術力向上、的確な経営
判断等による有望鉱区取
得能力の向上

利害関係者との有機的連
携の継続による安定的な
調達環境の維持

コンビナート企業間連携
の継続、さらなる強化

グループの枠組みを超え
た協議による全国の貯蔵
機能の再配置

石油供給網のさらなる強
じん化による災害時の社
会機能維持への貢献

特約店や販売店の事業継
続とさらなる発展に向け
た経営面の支援や協業

石油に限定されないエ
ネルギー開発事業への
ノウハウ展開

連携関係をベースとし
た産油国等に対する社
会支援事業の展開

エネルギーミックスシフ
トを見据えたコンビナー
ト再構築の最適設計

機動的な在庫運用体制
の構築による貯蔵機能
の拡大・強化

危険物を統合的に取り
扱う物流プラットフォー
ムの構築推進

地域における官民連携
事業に対する石油業界
の支援モデル確立

開発

調達

精製

貯蔵

流通

販売

石油 
バリューチェーン 提供価値

• 鉱区取得
• 探鉱
• 開発・生産

• 原油・石油製品取引
• 傭船
• 検収

• 設備運用
• 品質コントロール
• 設備メンテナンス

• 受入・払出し
• 在庫管理・保安防災
• 製品・半製品品質管理

• 受発注
• 傭車・ロジスティクス
• 需給調整

• 営業活動
• 顧客・売掛管理
• 決裁

出所：フロンティア・マネジメント 分析

つめなおす営みが内在するからである。
　提供価値の再考にあたり、新規事業の創造プロセスは次
の三点で重要な意味を有する。
1  伝道師の育成…次世代リーダーが、提供価値を内省し、

プロジェクト期間中・終了後に伝道師となる
2  組織への揺さぶり…継続的に実施することで組織に緊張

感をもたらし、新たな事業の芽を見出す
3  経営陣による「確認」の場の提供…活動の報告を受ける

ことで改めて自社の進むべき道を確認する。特に昨今の
コーポレートガバナンスの重要性の高まりの中で、社外
取締役との対話にも資する可能性が高い

　社内にアントレプレナーシップ醸成サイクルを組み込む
ことで、時代が変遷しようとも、石油業界人は常に自身の
提供価値を更新し続けられると筆者は確信している。

他業界へのインプリケーション

　「AI時代」の到来により石油業界人に求められる価値提
供のあり方について考察してきたが、視座を引き上げてみ
れば、「AI時代」において提供価値の再考が迫られるのは
石油業界だけではない。再編やオペレーショナル・エクセ
レンスに係る論点が残されている企業すべてにとって、提
供価値の再考は共通の課題のはずだ。
　本稿で考察した「AI時代の価値創造」が、石油以外の
業界にもなにかしらの示唆をもたらし、自社戦略を再考す
るきっかけとなれば幸いである。
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TOPICS

げることを目標としている。

建設機械各社は
情報化施工をサポート

　建設機械の大手メーカーは、ドローンの活用やデータ分
析を通じた測量および施工計画・管理、ICT建機による施
工など、建設現場のすべての作業工程にICTを取り入れて、
生産性の改善が図れることをアピールしている。各社が市
場投入しているICT建機では、各種センサーを搭載すると
ともに、熟練の技に頼っていた操作ノウハウをソフトウェ
アに組み込むことで、経験の浅いオペレーターでも作業を
することができる。また、コマツは、2008年よりオース
トラリアやチリの鉱山で無人ダンプトラックを稼働させて
いるが、都市型工事でも無人の建設機械を遠隔地から操作
するなど新たな建設現場のコンセプトも打ち出している。
こうした取組みは、建設業界での若年層の労働力不足の一
助になるとともに、労働環境の改善や収益性の向上につな
がるものと期待されている。

農作物の収穫量や
品質向上にもICTを活用

　農業機械の主要各社は、農家の収益向上のためにICTを
活用することにも取り組んでいる。この背景は、農家の廃
業の増加により、廃業農家の土地を別の農家に委ねること

によって、農家の大規模化が進み、圃場の管理の合理化ニー
ズが高まっているためだ。国内農業機械大手のクボタは、
2014年より「クボタスマートアグリシステム（略称
KSAS）」という営農・サービス支援システムの提供を開
始している。KSASでは、農業におけるすべてのデータを
蓄積・分析することで、農作業の効率化、コスト削減、作
物の収量アップや品質向上などを支援している。

イニシャルコストの引き下げと
ソフトウェアでの差別化が重要に

　スマート農業の普及への課題の1つは、イニシャルコス
トの高さである。ICTを取り入れた農業機械は、既存の製
品に比べて割高となるため、イニシャルコストを回収でき
る農業収入を確保できるのは大規模農家に限定されよう。
2つ目の課題は、タブレットやパソコンの操作が必要とな
るため、高齢者でどこまで使いこなせるかである。日本で
は、小規模の農家と高齢の就業者が圧倒的に多いため、国
策として農家の大規模化、就業者の若返りを進めることも
重要と思われる。
　また、ICTを取り入れた建設機械や農業機械では、通信、
センサー、制御などの技術が必要となる。機械各社にとっ
ては、これらの技術の自社開発、専門メーカーとの協業強
化に加えて、ソフトウェアなどハード以外の領域で差別化
を図ることも重要となってきそうだ。

図表 スマート実証農場の例（大規模水田）

経営・栽培管理 

耕起・整地 

移植 

水管理 

追肥 

収穫・調整 

経営・栽培管理システムの導入により、生産プロセスやコスト管理などを見える化 

自動走行トラクターによる作業 

自動運転田植機による田植作業の省人化 

圃場の水管理システムによる給排水の遠隔・自動制御 

ドローンの活用による生育状況の把握と追肥の実施 

自動運転・収量コンバインによる品質・収量管理、乾燥調製ロットの均一化 

生
産
プ
ロ
セ
ス

出所：農林水産省資料よりフロンティア・マネジメント作成
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建設・農業分野におけるICT活用

産業財トピック❷

建設や農業の分野では、ICT（情報通信技術）などを
取り入れて、生産性を改善させようという動きが強まっ
ている。建設機械、農業機械の主要メーカーも、ICT
を活用した機械の市場投入により、農業や建設業界
の労働面での課題を克服するとともに、低迷する国内
の建機・農機の需要を喚起しようとしている。本稿で
は、農業や建設の分野でのICT導入に向けた動きや
農業・建設機械メーカーのICT対応機械への取組み
などについて考察する。

産業調査部 シニア・アナリスト

水野 英之
Hideyuki MIZUNO

神戸大学大学院工学研究科修了、日本証
券アナリスト検定会員。メリルリンチ日
本証券㈱などで機械・造船業界担当のア
ナリスト業務に従事した後、フロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。機械業界の調
査活動とともに各社に対するコンサル
ティングやM&Aアドバイザリー業務をサ
ポートしている。

建設、農業の分野にも
ICT導入が本格化

　ICT（情報通信技術）、AI（人工知能）、ロボットなど
の技術は、建設や農業の分野でも生産性を改善させるため
のツールとして導入が活発化している。背景には、建設・
農業の分野における労働力不足や高齢化の進展により、生
産性の改善が急務となっていることがある。日本政府も
ICT導入を促進すべく、財政面や法制面でもバックアップ
している。
　建設機械業界では、都市型工事で使われる油圧ショベル
やブルドーザーでもICTを活用した自動運転の導入が進ん
でいる。2018年10月に開催されたアジア最大級の規模を
誇るIT（情報技術）とエレクトロニクスの国際展示会で
あるCEATEC JAPANでは、建設機械大手のコマツが初
めて出展し、自動運転の建設機械などスマートコンストラ
クションのコンセプトを紹介したことも話題となった。
　農業機械メーカー各社は、自動運転の農業機械の実証段
階を終え、2017年以降、自動運転のトラクターなどの販
売を本格化させている。スマート農業に関しては、TBS
テレビのドラマ「下町ロケット」で無人トラクターの開発
がテーマになっており、認知度も上がっていると思われる。
　また、アジアの建設や農業の分野では、今後、日本と同
様に労働者不足や高齢化が課題になると想定されている。
機械メーカーにとって、建設・農業の分野でのICTに関す
るノウハウを蓄積することは、アジアでの事業を展開する
上でも重要になると思われる。

労働者不足と高齢化という課題が深刻化

　日本の建設業の就業者数は、1997年の685万人をピーク

に2017年には498万人まで減少した。就業者に占める55歳
以上の構成比は同24.1％から34.1％にまで上昇し、高齢化
も進行している。総務省では、2025年には、約130万人の
労働者が不足すると試算しており、建設現場における生産
性向上が急務の課題となっている。
　日本の農業も、就業人口の減少と高齢化という課題を抱
えている。日本の農業就業人口は、2000年末389万人から
2017年末182万人と大幅に減少し、今後も減少が続くと予
想されている。また、農業就業人口に占める65歳以上の
占める構成比は2000年の53％から2017年には66％にまで
高まり、平均年齢は同51.1歳から66.7歳と上昇している。

政府もICT導入をバックアップ

　農林水産省は、スマート農業加速化実証プロジェクトと
して、2019年度に50億円の予算枠を設定し、2019年1月に
スマート実証農場を公募する予定だ。本プロジェクトでは、
農場での経営・栽培管理システム、自動運転のトラクター・
田植機の導入、自動水管理システム、ドローンを活用した
リモートセンシング（生育状態の見える化）と農薬散布、
自動運転のコンバインによる品質・収量管理などを取り入
れたスマート実証農場を拡げようとしている。実証農場か
ら得られたデータを分析し、最適な技術体系を検討すると
ともに、衛星利用のサポートや道路交通法の改正などにも
取り組み、全国レベルでの普及を目指す計画だ。
　また、国土交通省は、2016年に生産性革命本部を設置し、
建設業の生産性を抜本的に向上させる仕組みづくりに

「i-construction」というコンセプトで取り組んでいる。
建設現場において、ドローンで測量した3次元の地形デー
タを活用した情報化施工の現場も増えている。国土交通省
では、情報化施工により1人当たり生産性を5倍に引き上
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主として継続関与することが可能となる。
　第二に、持分法適用会社化可能な株式を取得する場合に、
買収企業側の利益を連結することが可能となる。利益率が
低い対象会社を相対的に利益率の高い企業に売却を行うこ
とで、対象会社の利益率向上に加え、その向上した利益も
貢献した状態で買収企業側の利益を持分に応じて連結化す
ることで、対象会社の売却前よりも連結の利益貢献が高ま
ることもあり得るのだ。
　第三に、買収企業が将来、仮に売却をする、もしくはそ
の可能性を潜在的に有する企業の場合には、株式を対価に
得ておくことで実質的に優先交渉権を獲得できる。大株主
となることで会社情報も得られるとともに、資本業務提携
契約が締結されることも多いので、さらに内部の情報を獲
得することが可能となる。
　このように、売却企業側が子会社を売却したが事業撤退
せずに会計上の利益を買収企業を通じて享受する、また子
会社を売ったけれど、やもすると買収企業を買収したよう
にも見える点が、本スキームを「損して得取れスキーム」
と呼んでいるゆえんである。

株式対価にしたカーブアウトの
買収企業側の意義

　買収企業側にも、3つのメリットが有る。
　第一に、売却企業との資本業務提携効果がある。売却企
業側も買収企業株式を取得することには、自社株主への説
明責任が伴うため、売却企業と買収企業との間で、ビジネ
スシナジーを対外的にアピールすることになる。売却企業
側が大企業であれば、買収企業にとっては、その信用効果
も享受できる。対象会社の売上の一部が売却企業から得て
いるものであれば、売却企業との関係継続が、対象会社の
企業価値の持続を意味するとともに、売却企業が将来成長
した分だけ対象会社、ひいては買収企業グループの企業価
値も向上しやすくなる。また、売却企業が株主となること
で、買収企業の業績向上のインセンティブを有する。
　第二に、株式を対価にすることは、当然であるが現金流
出を伴わないため、現預金の減少を防ぐことができる。特
に、資金制約はあるが株式価値評価の高い企業にとっては、
この手法によってM&Aを実現することができたり、現金
買収では実現しない自社よりも規模の大きい企業のM&A
も可能になったりする。特に高い株価の企業からすると、
高い買収通貨を有していることになるので、株式活用のイ
ンセンティブが広がる。
　今後の活用可能性として、安定株主を作ることを志向す
る企業も今後は発生するかもしれない。最近は、コーポレー
ト・ガバナンスの発展から、安定株主の形成や株式の持ち

合いは否定的な傾向にある。しかしながら、アクティビス
トからの防御などを考えて安定株主を求める企業は、潜在
的には存在する。M&Aを実施した結果としての株式保有
は、IRとしても謳いやすく、今後M&A活用の効果として、
利用する企業が増える可能性がある。

おわりに

　日本のM&Aではまだ引き続き現金対価のM&Aが多い。
ただ株式対価で子会社を売却することで、相手方の事業運
営能力、成長の果実、ひいては買収企業の支配権を獲得す
る可能性を有する。まさに「損して得取れスキーム」だ。
　最後に、事業特性から見た株式対価のM&Aの展開可能
性がある業界を考察して、本稿のまとめとする。
　筆者は、以下のいずれかの業界特性があるとき、株式対
価のM&Aが活用可能と考える。
◦ 業際の垣根がなくなってきている業界
◦ 事業ポートフォリオが多岐にわたる業界
◦ 同業界内で機能が多岐にわたる業界
　第一に、業際の垣根がなくなってきている業界とは、ま
さに今回の事例で説明した流通業界のような業界である。
最近は主要製品の品揃えにおいては、食品スーパー、ドラッ
グストア、ホームセンターなど業態による差異がなくなっ
てきている。
　言い換えると、広義の同業界、狭義で異業種の業界など
は、製品や事業分野に重複があり、グループ化を経て、ボ
リュームシナジーなどが生みやすくなる業界を指す。
　第二に、事業ポートフォリオが多岐にわたる業界でも、
事例が拡大していくと思われる。典型的には、商社業界や
化学業界などが該当する。これらの業界は事業ポートフォ
リオの入れ替えが頻繁に行われる業界であるが、当該事業
からは撤退しても業界から撤退することはない。
　最後の特性には、同業界内で機能が多岐にわたる業界な
どが該当する。本事例にもあった物流業界や、人材ビジネ
ス業界などである。
　物流業界には、物流と言っても運送ではない、倉庫業の
会社や通関、フォワーダーなどの業務を専門的に手がける
企業も多い。また、人材ビジネスの業界も、派遣、請負と
いった雇用形態から派遣先まで多岐にわたる。どちらの業
界にも言えるが、規模の拡大とともに、総合化を図ろうと
する傾向が強く、自社にない機能の取り込みやグループ化
に当該スキームは非常に有効と言える。単なる買収ではな
いが、ポートフォリオを整理し、専門性を活かしつつ、グ
ループ形成や連携を図るのに、本スキームは最適である。

参考文献： MARR Online 2018年3月号 281号 「迅速かつ大胆な事業再編の促進に向けた税制改正及び関連法改正について」
 MARR Online 2018年8月号 286号 「［座談会］M&A新時代－株対価M&Aの幕開け」 FEB. 2019 vol.24 23
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昨今、売手企業がグループの子会社を売却する際に、
現金ではなく買手企業の株式を対価として取得する事
例が増えている。そこで、当該スキームを採用した場
合に買手企業、売手企業双方にどのようなメリットが
あるのかを、事例と共に紹介する。

ファイナンシャル・アドバイザリー第1部
シニア・ディレクター

菅谷 貴志
Takashi SUGAYA

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

株式対価M&Aでの子会社売却

　2018年もM&Aの件数は順調に増加し、M&A件数はレ
コフ調べで2018年で3,850件と、前年比26.2%増加で、過
去最高の件数を記録した。
　そのM&A業界で、企業が子会社を売却する際に、その
対価を買収企業の株式で得るスキームを目にする機会が増
えた。
　今年（執筆時の2018年）増えた要因には、2018年に改
正された産業競争力強化法とそれに伴う租税特別措置法の
改正も影響しているものと思われる。租税特別措置法の改
正は、3年間限定とはいえ、売主側株主の事業再編に伴う
譲渡株式の損益の計上繰延が盛り込まれており、2021年
までは税法上有利となるこのスキームが採用されるインセ
ンティブを有している。ただ、その詳細は多くの論考があ
るので、ここでは省略する。
　本稿では、戦略面での本スキームの背景、特に売主側が
子会社を売却しながらも事業撤退せずに買主側に関与する
事例も多く見られるので、本スキームを「損して得取れス
キーム」と呼び、活用事例から今後の活用可能性を探る。

株式対価M&Aを活用した
子会社売却の事例

　株式対価による子会社売却のM＆A事例は、流通業を中
心に目立っている。
　イオンは、2018年10月にマックスバリュ西日本（以下、
MV西日本）と愛媛を中心に四国や中国地方に展開してい
るフジとの資本業務提携を発表した。事前にMV西日本の
大阪地区の店舗をグループ会社のダイエーおよび光洋と共
に統合させ、店舗管轄を移管させた上で、フジと資本業務

提携させた。フジによるMV西日本の持株比率は執筆時点
（2018年12月）では不明で、フジ株式のイオンの取得比率
は、最大15％となる。
　2018年11月バローホールディングス（以下、バロー
HD）は、子会社のホームセンターバローのダイユー・リッ
クホールディングス（以下、DYHD）への譲渡と、
DYHDの株式を過半数取得する資本業務提携を同日に発
表した。スーパーがメイン事業のバローHDがホームセン
ター事業を売却しながらも結果的に同業態を買収し、グ
ループ内にもう一つの事業の核を作ることができた事例で
ある。
　物流業界でも同様の動きが見られる。日中間の輸入を中
心にフォワーディング事業を展開しているエーアイテイー
は、2018年11月日立物流が保有する日新運輸をエーアイ
テイーに譲渡する代わりに、エーアイテイーは自社の株式
を20％日立物流に譲渡することにした。フォワーダーは、
一般的に利用運送を活用し、自社では多くの車両を保有し
ていない。昨今運送機能が逼迫することで、運賃も値上が
り傾向にある。エーアイテイーは運送会社を獲得し、日立
物流はグループ外のフォワーダー会社をより活用しやすく
なり、輸出入業務をよりスムーズに展開することが可能に
なると思われる。

株式対価のカーブアウトの
売却企業側の意義

　本スキームで株式を譲渡する側の企業と対象会社には、
次のようなメリットがある。
　第一に、売却企業が対象会社の手がけていた事業分野か
ら撤退しないと外部に見せることが可能となる。現金売却
の場合、子会社売却により「完全に」撤退したと見えるが、
買収企業の株式を保有すれば、当該事業分野に買収企業株

損して得取れスキームの活用
～株式対価M&Aを活用した、子会社売却（買収）の増加）～
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　再生の現場では、ガバナンスが効かず、窮境に陥ってい
るケースに多々直面する。例えば、創業当初から長らくオー
ナーのトップダウン型の経営に頼りきりであり、外部環境
の悪化に対応できなくなってしまった企業等である。
　これに対して、ファンドが投資すると、取締役会を含め
て会議体が整備され、株主議決権の過半数を有する場合は
もとより、たとえマイノリティであっても投資契約にて取
締役の選任権を取得することが多い。また、投資マネー
ジャーが取締役会等の重要な会議にオブザーバーとして参
加することが大半であり、多数の関係者の下、多様な視点
での議論を踏まえ、相互けん制が機能した上での意思決定
が行われることになる。
　そもそも再生企業への投資の場合、経営層を外部から招
へいすることも多く、これまでの経営体制とは大きく変化
することになる。

意義③業界再編の視点

　近年、国内マーケットの長期的な縮小トレンドや人材不
足等、外部環境悪化に喘ぐ企業が増加している。こうした
場合、往々にして自助努力によるオペレーション改善での
再生には限界があり、業界再編を視野に入れたアプローチ
が必要になる。経営管理強化やオペレーション改善ノウハ
ウをPRするファンドもあるが、一部ロールアップ（投資
先企業に競合等を買収させ、シェア拡大を図ること）を戦
略として打ち出すところも増加している。
　成熟産業で長らく競い合ってきた企業群には、競合他社
を買収して業界再編を推進するという視点をもつ企業が乏
しい。一方、ファンドは、事業会社にありがちな内向きの
社風を超えて、第三者的に業界再編を促す媒体となり得る。

留意点

　再生フェーズにある企業がファンドの活用に至るには、
いくつか留意すべき点がある。ファンドは3～5年の間に
キャピタルゲインを上げることを目的に、IRR（内部収益
率）20～30%程度の水準を目標としている。例えば、IRR 
30%とは、投資実行時の企業価値を1とした場合、3年後に
は2.2倍、5年後には実に3.7倍程度に成長する計算である。
　ファンドの収益の源泉は、大きく①投資後のEBITDA

（償却前営業利益）改善および②アービトラージ（割安な
価格での投資実行）、③レバレッジ、④IPO又は競争入札
等による高値の売却の4点である。本稿では特に①および
②の側面から留意点を紹介する。
　まず、EBITDAが赤字である企業（再生企業には珍し
くない）はそもそも投資実行に係る検討の俎上にのらない
ことが多い。また、EBITDAが黒字であっても、その改
善余地が問題となる。固定費削減等の短期的な経営改善余

地と、さらには事業性（市場成長性や技術優位性等）の有
無が投資判断の重要な要素となる。
　また、重い借入負担によりEBITDA水準から見て株主
価値がつかない企業も多く、投資の入口段階で金融機関に
債権カットを依頼する必要性がある等、金融機関とスポン
サー候補者では利害が対立することも多い。こうした場合
は第二会社方式にて事業をスポンサーに譲渡し、当該譲渡
額を金融債務の返済原資とし、債権者には残額を債権放棄
していただくというのが中小企業の再生においては頻繁に
利用されている手法であるが、債権者側には清算価値保証
原則等による債権放棄に係る許容限度額があるため、当該
金額が投資実行額のミニマムの額となり、それがファンド
の投資目線に合うかが主要な論点となる。
　EBITDA改善に関しては、提示する事業計画の達成の
ための戦略と施策について、時間軸と実行可能性の視点か
らしっかりとファンドに説明することが有用である。さら
に、既存投資先とのシナジーやロールアップの可能性を
ファンドに訴求することも有用となる。金融機関調整が必
要となる投資実行も、上記により企業価値を訴求できれば、
調整余地に広がりを持たせられる点でプラスに機能する。

おわりに

　最後に、筆者が以前関与したファンドの案件をご紹介す
る。対象会社は、半導体関連の製造企業であり、投資検討
時、大規模な粉飾決算により上場廃止となっていた。こう
した信用不安とマーケット周期による業績悪化、従来の経
営陣の退陣等により、銀行からの資金調達ができず、さら
に、株式分散（一般株主が2/3超）のため、重要な意思決
定に係る迅速性が損なわれていた。当該状況下、第三社割
当増資とTOBによりバイアウトを実施した。
　バイアウト後、短期的に①取締役および監査役派遣によ
るガバナンス強化と②大幅なコスト削減を実行、さらに③
競合企業買収によるシェア獲得を基軸としたバリューアッ
プ施策を推進した。その結果、投資期間3年間で売上は約
33億円から約63億円に大幅に増加、利益も大幅に拡大し、
業界内におけるニッチトップ企業となった。現在は、同エ
リアの有力企業（事業会社）に株式を譲渡している。
　ストラテジックバイヤーにとっては、粉飾企業といった
マイナスイメージやTOBが必要という入口段階でのハー
ドルがあったであろうし、投資後の抜本的なコスト削減と
競合企業買収という施策を3年間で推進することは困難で
あったと考える。しかしながら、本案件のように、事業会
社が手を出しにくい状況にある企業を、まずはファンドが
ガバナンス強化や経営管理体制構築、短期的な業績改善を
果たし、事業会社に橋渡しをするという役割を担うことも
極めて重要である。
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「中小企業金融円滑化法」によって借入金の元本返済を猶
予され、急場をしのいだ会社は数知れない。
今後、猶予期間内に業績改善が思うように進まなかった企
業が顕在化し、抜本的な債務整理と経営資源の補てんを
目的とするスポンサー型の再生案件の増加が見込まれる。
本稿では、ストラテジックバイヤーと並んでスポンサー候
補となり得るファイナンシャルバイヤーの意義と留意点に
ついて考察する。

プロフェッショナル・サービス部
ディレクター

松井 佑磨
Yuma MATSUI

一橋大学卒業。公認会計士。新日本有限責任監査法人（投資ファンド出向）
およびEYトランザクションアドバイザリーサービス㈱およびデロイトトー
マツファイナンシャルアドバイザリー合同会社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、各種デューデリジェ
ンスや事業再生支援業務、中期経営計画策定支援業務に従事。

再生マーケットの現状

「中小企業金融円滑化法」が施行された2009年以降、い
わゆる「リスケジュール（リスケ）」によって急場をしの
いだ企業は数知れない。一方で、リスケ期間を経ても思う
ように経営改善が進まず、業績および資金繰りともに厳し
い企業が多数存在する。
　今後は、借入負担を企業の実力に合った規模に是正、つ
まり債権カットやDESといった抜本的な金融支援を必要
とする案件が増加すると思われる。こうした企業は、自力
では窮境原因を払しょくすることが困難な場合が多く、経
営資源を補てんするという意味でスポンサー型の再生ス
キームは有用だといえる（本誌2018年5月号参照）。また、
企業の将来収益を一時に換金化して返済原資にできるとい
う意味で、債権者側にとっても一定のメリットがある。
　スポンサー型の再生では、ストラテジックバイヤー（事
業会社）とファイナンシャルバイヤーの2種類が活用され
るが、本稿では、中小企業に比較的なじみの薄いファイナ
ンシャルバイヤーの意義と留意点について考察する。

ファイナンシャルバイヤーの
意義と留意点

　ファイナンシャルバイヤーとは、基本的にはバイアウト
ファンド（以下、ファンド）を指す。債務者企業の株式を
取得して企業価値を向上させ、当該株式を売却して差額利
益を享受することを目的としたスポンサーである。平たく

言えば、短期間（3～5年程度）にキャピタルゲインを上
げることを目的としたプロ集団であり、既存事業とのシナ
ジー等を重視するストラテジックバイヤーとは根本的に行
動様式が異なる。ファイナンシャルバイヤーの中には、メ
ザニン等、経営権を取得しない投資スタイルのファンドも
存在するが、本稿では経営権を取得するファンドについて、
以下の3つの視点で考察する。

意義①短期間での業績改善施策の実行力

　再生企業は、赤字が継続し、さらに資金流出の状態にあ
ることが多く、短期間で施策を実行していくことが必要と
なる。ファンドは、概ね3～5年間に企業価値を向上し、
株式売却等で投資回収を図らねばならず、短期間で業績改
善施策を実行するインセンティブが非常に高い。投資後、
まずは施策実行の土壌（会議体設計や権限・機能の見直し、
KPI設定）を整備し、時間軸を意識して実行すべき施策を
精査、実行していく。さらに、事業会社がレピュテーショ
ンや感情的な問題で実行困難なドラスティックな固定費削
減等にも、ファンドの方が実行力に勝るケースが多い。
　また、ファンド会計では連結の概念がなく、そのため、
決算への影響に留意する事業会社と比較して事業再構築関
連費用等の一時的な損失計上を気にせず大胆な施策実行が
可能である。むしろ、ファンドは、意思決定機関である投
資委員会や投資家への説明のしやすさの観点から、投資初
期（1期目）に損失をすべて出し切り、2期目以降に改善
した姿を見せるというのを好む。

意義②ガバナンス強化への貢献

スポンサー型再生における
ファイナンシャルバイヤーの
意義と留意点
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中国 「社区」で求められる
コンビニエンスストア
～大都市各「小区」コミュニティで求められる小売業～
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出所：YUKE'S Co., Ltd.

(為替17円＝1人民元にて計算） 店舗数は千店未満を四捨五入
出所：CCFA　2017中国便利店発展報告

図2 コンビニ店舗の売上推移（ガソリンスタンド系を含む）

新たな外食産業形態の拡大

　中国ではほかに、日本の産業給食にあたる「団餐」業務
も、この数年で外食産業全体を上回るスピードで拡大して
いる。市場規模は2014年の7,000億元（約1兆1,900億円）
から2017年には1兆2,000億元（約20兆円）に拡大。団餐
市場が外食市場の3割近くに上昇しているのだ。2021年に
は約1兆8,000億元（約30兆円）になるとの予測もある。工
場、学校での現場調理による提供から、安全保証、メニュー
開発、工場生産による提供、オフィス、工場、学校等での
フードコート式食堂運営、催事、さらにECプラットフォー
ムでの予約、モバイル決済と、幅広いサービスにより利用
者満足度を高めている。

コンビニ業界の拡大と地域性

　コンビニ業界の拡大も遅くない。2017年の市場規模は
図2を参照されたい。
　しかし、現地のコンビニの内容は、日本と大きく異なる。
数値で見ると以下のようである。
店舗数：ガソリンスタンド併設型が1、2位で2社合わせて
約4万5,000店を運営。日系3社合計は5,224店舗（石油系を
除いても8%）
利益：売上総利益30%以上は16%、運営コストの上昇が見
られる（対16年比で物件：労務：光熱のコストは＝18%：
12%：7%）
FC比率：43%
販売品目：チルド食品類販売が売上に占める比率が20%以
上という店舗が、全体の3分の1である。
　これらから、日本では収益性の高い中食の比率が低く、
FC化が進まず、直営店コストの上昇に経営者が苦労して
いる様子が見える。
　また、地域により発展度合いは大きく異なる。例えば飽
和度（総人口／店舗数）を比較すると店舗数3位の美宜佳

（M.Y.J）の本部のある広東省東莞市では1,012人／店と日
本の平均より多いが、この数値は上海では3,278、北京で
9,620、天津で1万5,221と、華北地域の飽和度の少なさが
目立つ（CCFA資料より）。

　その北京ではここ数年の都市再再開発にて衛生、安全面
から個人店が減少傾向にあり、それとは対照的に2017年
のコンビニ店舗数の伸びは前年比20%を超えている。そし
て2018年10月に北京市がコンビニを促進する19条例を公
布した。内容はコスト低減、許認可の時間短縮、薬品類含
む取扱商品の拡大である。また開店認可区域の拡大に、最
大500万元（8,000万円）の投資資金補助とかつてない大幅
緩和をしている。
　この背景には、都市内に「小区」と呼ばれる塀とゲート
で区切られた大型マンションが多くできる一方、空気汚染、
従来の生鮮市場や露店の閉鎖による買い物の不便さの問題
があり、住民の生活環境向上の推進を目的としている。
　徒歩15分内生活圏で生鮮野菜、食事、生活用品の入手
を可能とし、増加する高齢者への対応も行うため、北京市
は2020年に6,000店のコンビニの開設を計画している。人
口2,100万人にて前述の飽和度は3,500となる。これは北京
市でのコンビニ産業拡大に大きなフォローとなり、日系コ
ンビニにとっても展開の加速化のチャンスに見える。

「小区」が求めるコンビニ

　しかし中食提供を得意としている日系含むコンビニ以外
にも、IT企業が推進するニューリテールによる食品スー
パー、生鮮野菜、果実のプラットフォームのO2O化、生
鮮に特化したスーパーの加工食品提供と競合は多い（本誌
2018年2月号に関連記事）。またコンビニのECオーダー率
はこれらより低い。
　この「小区」で求められている店は、食事、生鮮野菜、
果実などの温度帯と賞味期限の短い商品供給、と生活に関
わるサービスと配送と考えられる。
　消費の中心世代は20歳から35歳前後のITネイティブで
高品質志向も高い。モバイルを積極活用してモノが手元に
届くことに慣れている。しかし配送人員のコスト増加、人
員の有限化および都市交通改善を考えると各戸配送は小区
内の店舗から、そして小区住民が商品引取りを行う形を政
府は意図している様に筆者は考える。またチェーン店の導
入を打ち出しているのも、安全担保、物流コストの低減、
供給の安定性と、政府がコンビニによる多種サービスの提

供に期待しているようである。
　外食、団餐、ニューリテールスーパー、プラッ
トフォームと、コンビニの各企業が多種商品提
供も行う現在は、競合業種の企業同士の業務提
携、資本提携によりビジネスモデル構築を考え
るか、すべてを自身のリソースで賄うかを選択
する時と言える。市場特性としてトップを目指
すには意思決定の時間は限られている。

TOPICS

（単位） 2015年 2016年 2017年

売上高 億円 20,077 26,231 32,385

店舗数 店 91,000 94,000 106,000

日商/店 円 60,792 76,568 83,912

FEB. 2019 vol.24 27

HP26-27_海外トピック.indd 27　 データ更新日時　2019/01/18 20:14:48
W210×H297　 ＰＤＦ作成日時　2019/01/18 20:15:00
 

中国 「社区」で求められる
コンビニエンスストア
～大都市各「小区」コミュニティで求められる小売業～

海外トピック

消費財トピック

日本で、中食市場のけん引役であり「食事」のスタイルを変化
させたコンビニエンスストア。中国に日系企業進出後、地場企
業も含め売上は拡大しているが、中食市場ではまだ中心的立
場とは言えず、外食、新形態のスーパーによるミールサービス、
都市環境変化による生鮮専門店の展開と、競合は増えている。
これらは大都市の環境変化と消費者生活変化による現象であ
る。日系コンビニ各社が店舗展開に苦戦していた北京を例に、
都市再編に伴い地域が求める小売店の形態を推察する。

出所：中国飯店協会外食産業2018

図1 ECケータリング売上推移
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中食市場の提供者

　中国での外食産業の拡大が続いている。
　外食産業の規模は2017年で約4兆元（約68兆円）に及ぶ。
この中で外食産業全体の伸びより拡大スピードが速いのが
ECプラットフォーム（美団、飢了麼＋百度の寡占化）に
よるケータリング（外売～Waimai～）業務である。2011
年からの外食産業と外売の金額推移は図1の通りだ。

インストア＋テイクアウト＋ケータリング＋リテール

　中国ではECの日常化とモバイル決済システムの発達が
「食事」のあり方にも影響をもたらしている。外食＝レス
トランの食事を、場所の移動無く楽しめることが、時間価

値の高い消費者に受け入れられているのだ。
　これにより「外食」店舗では、個室を備えた大箱スタイ
ルのレストランの減少と、中小規模でメニューを絞り込ん
だチェーンレストランの増加が目立った変化である。
　店舗数の増加は、インストア、テイクアウト、ケータリ
ングと外食ブランドを付けたリテール製品の販売という4
業務への対応であり、メニュー絞り込みで稼働率アップと
コスト減少を意図している。
　これまでは就業者の高い流動率が、質の高いサービスの
供給と多店舗展開の妨げとなっていた。そこで店舗側は上
記4業務の拡大とともに、店舗面積の縮小と店内従業員数
の減少を行っている。
　店舗面積の減少は厨房面積の減少となり、オーダーと支
払はモバイルで行うことで店舗内従業員数も抑えている。

それにより、店舗の業務は、半製品、最終製
品の仕入れとコスト管理に集約されている。
　半製品、最終製品の生産加工をどこで行う
かについては、この数年セントラルキッチン、
そしてOEM方式も広がっている。これは新
規食品工場建設コストと新規工場建設許可取
得の難度が上がっていること以外に、商品開
発や安全性担保、製造コスト低減の役割を受
託企業が期待されている面がある。
　外食のユーザーは、オフィスワーカーを中
心として拡大している。居住区でのオーダー

（金額ベース）が全体の50％で最も多く、次
いでオフィスが13％、この後は学校、ホテ
ルが並ぶ。

マネージング・ディレクター
ファイナンシャル・アドバイザリー第2部
アジア室 兼 頂拓投資諮詢（上海）有限公司
総経理

中村 達
Toru NAKAMURA

北海道大学農学部卒業。㈱トーメン、豊田通商㈱ 
東京～ブラジル～米国～中国～東京を経て、2013
年にサンヨー食品㈱海外事業部 部長。2014年にフ
ロンティア・マネジメント㈱に入社。

※「小区」が複数まとまった地域のことを「社区」と言う。FRONTIER EYES26
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欧州M&A戦略セミナー
開催報告

Seminar Report 2

昨今、世界全体に占める欧州でのM&A取引件数のシェア
が年々高まる中、実際に欧州M&Aを企図する日本企業も
増えつつあります。当社は、2018年10月31日にホテルオー
クラ東京（東京都港区）にて、「フロンティア・マネジメン
ト 欧州M&A戦略セミナー」を開催いたしました。

ファイナンシャル・アドバイザリー第2部　シニア・ディレクター

佐々木 智広 Tomohiro SASAKI

　本セミナーでは、欧州M&Aを企図する日本企業向けに、
欧州M&AやPMIにおける成功の秘訣と課題をテーマにし
た講演およびパネルディスカッションを実施いたしまし
た。当日は、月末の繁忙期にもかかわらず、約100名もの
皆様にご来場を賜りました。

【講演】
当社 シニア・ディレクター　佐々木 智広

　当社の欧州M&A関与案件事例をベースに、M&A実行
力を高めるにはM&Aに対する能動的な事前準備と強い案
件執行リーダーシップが必要であることについて説明する
とともに、欧州M&A概観について講演しました。

【基調講演①】
DMG森精機株式会社　取締役社長 博士（工学）

森 雅彦 様

　「日独工作機械メーカーの誕生 －Eye to Eyeの企業統合－」
と題して、いかにドイツ・ギルデマイスター社との統合を
進めたかについて、創業二代目企業経営者としての豊富な
実体験に基づく視点で詳細にお話をしていただきました。

【基調講演②】
Livingstone Partners LLP

パートナー ジェレミー ファーニス 様

　「－英国－ 日本企業から見たリスクとチャンス」と題し
て、混迷を極めるブレグジット問題の背景や現状を詳細に
解説していただくと共に、ブレグジットが欧州M&Aに与
える影響、英国におけるM&A取引の教訓や英国企業の日
本企業に対する視点等についてお話をしていただきました。

【基調講演③】
TMI総合法律事務所　パートナー弁護士

十市 崇 様

　「欧州M&Aにおける法務上の留意点～欧州型M&A契
約の特徴を中心に～」と題して、欧州M&Aに係る豊富な
法務実務経験に基づいて、欧州特有のM&A契約の特徴や
法規制の特徴等についてお話をしていただきました。

【パネルディスカッション】
当社講演者および基調講演②③講演者に加えて、

Livingstone Partners LLP パートナー グラハム カーベ

リー 様、当社マネージング・ディレクター 小田部馨も参加

（モデレーター）当社常務執行役員 光澤 利幸

　当日ご来場の皆様から募ったテーマをベースに、欧州企
業からの指摘として日本企業はM&Aに対するさらなるス
ピード感が必要である点、シナジー検証などビジネスDD

（デュー・ディリジェンス）に対する十分な時間が必要で
ある点など、欧州M&Aを進める上での成功の秘訣につい
て活発な議論を行いました。

おわりに
　セミナー終了後のアンケートでは、「タイムリーなテー
マで大変勉強になった」「欧州M&A実行に当たっての留
意事項と体験談が非常に参考になった」「欧州の情報がな
かなか入ってこないので大変参考になった」などのご感想
をいただきました。ご来場の皆様には、この場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。
　当社は、今後もM&Aに関わるテーマにつきまして、セ
ミナー、研修、メルマガおよび本誌等を通じて有益な情報
発信を続けてまいります。
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第7回フロンティア・セミナー
開催報告

Seminar Report 1

2018年10月19日に如水会館（東京都千代田区）にて、地
域金融機関を対象とした第7回目となるフロンティア・セ
ミナーを開催しました。全国の地域金融機関を中心に62
行106名の方にご参加いただき、参加者アンケートにおい
ても高評価をいただきました。

事業開発部 シニア・ディレクター

榑沼 道久 Michihisa KURENUMA

　当社では、日頃から取引先支援で協業させていただいて
いる全国の地域金融機関を対象に、毎年1回定期的にセミ
ナーを開催しております。2012年に22行42名の方々にご
参加いただいた第1回目を開催して以来、本セミナーで第
7回目を迎え、ここ数年は参加者が100名を超える規模と
なっています。
　過去2回のセミナーにおいては事業性評価とそれに基づ
く取引先支援をテーマとしてまいりました。本年のセミ
ナーでは事業性評価を収益に結実させていくという観点か
ら、各金融機関がフォーカスしているM&Aを主テーマと
し、当社ならではのコンサルティングを視点に据えてセミ
ナーを実施しました。
　セミナーの内容としては、最初に外部基調講演として経
済産業省地域経済産業審議官の松永明様より、「地域経済
の活性化に向けた地域企業のイノベーション促進」をテー
マにお話しいただきました。地域の特性を活用した事業の
生み出す経済的波及効果に着目して地域中核企業に対する
支援を行う「地域未来投資促進法」や、優れた技術等を有
し地域経済を牽引する地域中核企業の創出と成長支援を行
う「グローバルネットワーク協議会」等の取組みをご紹介
になるとともに、地域金融機関との連携への期待を示され
ました。
　当社メンバーからは、①M&Aを切り口とした戦略策定、
②事業再生型M&A、③事業承継コンサルティングと
M&Aをそれぞれテーマに地域金融機関との協業案件事例
の紹介を交えながら講演を行いました。とりわけ地域中核
企業、地域金融機関の重要取引先に対しては、M&Aにお
いてはマッチングにとどまらず、根幹である事業戦略に根
差した提案が、また事業承継においては税務面にとどまら
ず事業面を勘案した提案が、より求められているのではな
いかとの提言をさせていただきました。
　パネルディスカッションでは、中国銀行常務執行役員本
店営業部長の浦上達夫様、ヴィア・ホールディングス取締

役兼常務執行役員の楠元健一郎様をお招きし、当社執行役
員コンサルティング第1部長の彦工伸治、ファイナンシャ
ル・アドバイザリー第1部事業承継コンサルティング室長
の荻村昇二も加わり、「企業の課題への対応における
M&Aの活用」をテーマにディスカッションが行われまし
た。浦上様からは、銀行グループとして提供できるソリュー
ション領域を拡大するとともに、競合他社も取引先である
場合や債権者としての立場から直接的関与が困難な場合等
には外部専門家の活用もオプションとなるが、金融機関に
は外部連携に際しての目利き力が必要とのご意見をいただ
きました。また、金融機関と事業会社の双方を経験されて
いる楠元様からは、地域金融機関や外部専門家に対して第
三者による事業の俯瞰性、迅速な提案や対応への期待が示
されました。参加者アンケートでも「有益であった」とい
う回答が96％に及び、セミナー後に開催された懇親会に
おいても多くの方から、参考となる話を直接聞くことがで
き有意義であったとの感想をいただきました。
　低金利環境の長期化、地域の垣根を越えた金融機関の競
争激化、フィンテック領域を中心とした他業種による参入
など、地域金融機関を取り巻く環境の厳しさは、枚挙に暇
がありません。金融機関様との協業により成長をしてまい
りました当社としても、こうしたセミナーによる情報発信
にとどまらず、次の一手を模索される地域金融機関と共に
取引先へのソリューションの深化、サービス領域の拡大に
努めたいと考えております。

上：経済産業省地域経済産業審議官・松永明様のご講演
下：当社メンバーの講演（経営執行支援部シニア・ディレクター 梅村崇貴）
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フロンティア・マネジメントの関連会社であるFCDパートナーズの投資方針やその原
点にある産業再生機構でのハンズオン支援経験についてつづる連載の第2回である。
本稿では前回（2018年11月号）に引き続き、筆者が産業再生機構で手掛けた栃木
レザーの再生秘話をお届けする。

FCDパートナーズ㈱　投資事業部長

堀越 康夫
Yasuo HORIKOSHI

名刺作成を機に組織図と役職を見直す
　次に我々が企画したのは、投資前のDD（デュー・ディ
リジェンス）で感じていた違和感を払しょくするイベント
だ。工場で働く作業員の方々は、高校卒業間もない若い者
から、60代以上のベテランに至るまで、幅広い層の方々
がいたが、彼らは社会人になって一度も自らの名刺という
ものを持ったことがないのである。工場の作業員である限
り、ひょっとしたら一度も名刺を使わない者もいるかもし
れない。しかし、「プロの職人」だからこそできる「営業」
はあり、私は何名かの方々を営業の世界に引っ張り出そう
ともくろんでいた。
　名刺というものは、個人が社会との接点を持つ際のツー
ルである。名刺作成に先立ち、我々はこれまでの組織図を
一から作り変え、役職もしっかりと見直した。その上で、
部署と役職を書き添えた名刺を全社員に配布することにし
たのである。後日談であるが、名刺を配布した当日の夜、
栃木市のスナックでは栃木レザーの名刺がばらまかれてい
たらしく、とても微笑ましいニュースであった。
　
役職に伴う責任感が経営参画意識を高めた
　このような下準備と同時に、数多くの改善点をプロジェ
クトに切り分け、毎週金曜日の幹部会議で進捗管理を行っ
たわけだが、夕方6時に始まる会議は、激しい時には夜中
の2時を回っても終わることがなかった。予算策定の時期
などは朝方まで議論したこともある。
　疲労感は否定できなかったが、同社の幹部の方々は本当
によくついてきてくれた。いや、今にして思えば、我々の
方がついていったのかもしれない。毎回現場から上がって
くる報告は日に日に具体的になり、我々への提案も数多く
持ち込まれるようになっていた。先述のごとく、工場の方々
が会社の良い変化を感じてくださり、役職に伴う責任感も
相まって、経営参画意識が芽生え、面白くなったのではな
いか――。
　結果、支援決定の翌年には黒字を達成し、工場の職人を

（前回のあらすじ）栃木レザーの再生のため、栃木レザーの工場の方々も産業再生機構のメンバーも一丸となって大掃除をし、
近隣住民への挨拶などをしていく中で、少しずつ改善が進み信頼関係も築かれていった。

営業の現場にも連れ出せるようになっていった。驚いたの
は、将来の幹部候補生を採用すべく、栃木県の合同就職説
明会に出展した時のことである。宇都宮大学、筑波大学、
埼玉大学などそうそうたる国立大学の新卒者採用ができた
のである。新しい力を獲得できたことで、ようやく、栃木
レザーも地域経済に貢献できる会社になったのだと私は実
感した。

企業再生は合理と情理のいわば格闘劇
　あれから十数年の時を経て、今日では栃木レザーはアパ
レル業界でもブランドとして一定の地位を築くまでになっ
ている。我々の支援開始時に作った「赤タグ」と呼ばれる、
栃木レザーの革を使用した商品に付されている品質表示を
至る所で見るようになった。
　栃木レザーの再生は、地銀、自治体、地方紙の方々も巻
き込んだ一大プロジェクトであったが、これは勉強すれば
誰でもできるファイナンス・ゲームではなく、地域に密着
した「合理と情理」の格闘劇であった。人と人とが合理と
情理の両面でぶつかり合い、人間力で再生・復活という勝
利をつかみとったのだ。FCDパートナーズでも同じよう
に、地域の方々と共に、これら格闘にとことんこだわって
挑んでいきたいと考えている。

【第 2回】

合理と情理の格闘劇で
ブランドを復活させる

FCDパートナーズ㈱　投資事業部長

堀越 康夫

合理と情理の格闘劇で
ブランドを復活させる
合理と情理の格闘劇で
ブランドを復活させる

投資家の
視点から
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フロンティア・マネジメント 海外現地レポート

1MDB問題と
マレーシアの民度
アセアン地域を担当する筆者にとって2018年最も印象
的であったのは、マレーシアを舞台にした1MDB事件
です。一国を揺るがすスキャンダルで、事件の真相以上
に興味を持ったのは、同国の国民の反応でした。

フロンティア・マネジメント㈱
アジア室
シニア・ディレクター

毛利 剛実
Takemi MORI

腑に落ちない出来事

　今でも忘れないマレーシアの友人と
のやりとりがあります。2016年頃、
同国のナジブ首相が「ウォール・スト
リート・ジャーナル（以下、WSJ）
が報道した7億米ドルの個人口座への
入金はサウジアラビア王族からの個人
的献金である」とコメントしたことを
受け、どうにも腑に落ちないとその友
人に話した折、「裏があるとは思うが、
何とかなるんじゃない？皆そう思って
いるよ」と素っ気ない反応でした。
　後にナジブ首相のみならずゴールド
マン・サックスの元幹部が逮捕される
までに至ったマレーシア政府系ファン
ド「1MDB」を舞台にした一大金融
スキャンダルですが、当時はそれで収
束するかに見えました。

1MDBとは

　通称1MDB、正式名称は1 Malaysia 
Development Berhadは2009年に設
立されたナジブ首相の肝いりと言われ
る政府系投資会社です。投資目的は主
に国家インフラ整備として、①クアラ
ルンプールを洗練された金融街にする
ための不動産開発や②発電所建設関連
に充てられるとの内容でした。
　当初は上記投資目的に従って不動
産・発電所向け投資が行われていたよ
うですが、初期段階から情報開示が少
なく、実態が明らかになったのは、設
立5年後の2014年、既に1兆円を超え
る債務残高と赤字収支との公表内容で

した。ゴールドマン・サックスが主幹
事を務めた65億米ドルの資金調達が
2012年～13年に行われたことから考
えると、準備期間を含めれば設立初期
から運営がずさんだったのでしょう。
　その後の主な動きは以下の通り、債
務に引きずられる自転車操業と資産売
却です。
■ 2015年6月：アブダビIPICに10億米

ドル出資＋35億米ドル相当資産と
交換で債券元利払いの代行受入れ

■ 2015年11月：中国企業に全発電資
産を23億米ドルで売却

■ 2015年12月：中国企業に不動産子
会社を18億米ドルで売却

　上記の資産売却の時点で、売れる資
産はほぼ無くなり、1MDBが巨額債
務だけが残る「箱」と化したと思われ
ます。しかし、その後45億米ドルも
の不正資金流出問題が噴出しても、ナ
ジブ首相個人口座に7億米ドルが受領
されたとのWSJ報道にも、冒頭の通
り、マレーシア国内世論は楽観的でし
た。
　その後、当該不正資金流出とマネー
ロンダリングが国外で次々に暴かれ、
ようやく世論が変わり、2018年のナ
ジブ首相の退陣～逮捕劇へとつながる
ことになります。

なぜ問題化が遅れたのか

　とはいえ、多くのメディアに取り上
げられながらも国内に楽観論がまん延
していたことは、筆者の中で長らく腑
に落ちませんでした。が、その要因と

しては国民性の作用が大きいと推察さ
れます。つまり、
⑴  1人当たりGDPはシンガポールに

次いで域内二番手、中流階級が増
え国民全体の政治・国家に無関心
となりやすい土壌があった

⑵  上記環境の中で、ナジブ首相の影
響力を狙って一部の強欲集団が集
い、最大限これを悪用した

　しかしながら、強欲すぎです。ナジ
ブ氏の家宅捜索で自宅から押収された
数百億円分にものぼる金品の報には、
脇の甘さに驚きました。

おわりに

　他方、筆者が強く関心を持ったのは、
同国の国民が問題点に関心を持ち、自
身の意思で選挙に参加・投票し、民意
で自浄の方向性を示した点です。タイ
のような軍事的蜂起・クーデター、カ
ンボジア・フィリピンのような政治
トップによる強権発動ではないところ
に、民度の高さを感じます。2019年
はマレーシアの民度に注目し、同国の
健全な再起・成長に日系企業として何
ができるかを考えたいと思います。

アセアン現地レポート

【注】9月20日に美団は香港上場を果たし、上場時に時価総額約480億米ドルとなっています。
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I N F O R M A T I O N

BOOKS

PICK UP NEWS & TOPICS 2018.10~12

2019～2020年は元号が変わり、東京オリンピックも近づき、日
本にとって大きな節目の年となる。この時期だからこそ、バブ
ル崩壊後の日本の経営者を虜にしてきた「持たざる経営」「選
択と集中」といった減量経営から脱
却し、将来の収益増に向けた一歩を
踏み出すべきではないか――。
時代の変化を捉えた経営の処方箋。

DATA

編著者 松岡真宏
出版社 日本経済新聞出版社
発行年月 2019年1月
定価 本体1,700円＋税

　フロンティア・マネジメントは2018年12月6日、帝国ホテル・
富士の間にて「上場記念感謝の会」を開催しました。これは
2018年9月28日の東証マザーズ市場への株式上場について、
創業からこれまでお力添えくださいました顧客の皆様をお招き
し、上場をご報告し御礼を申し上げる場でございました。
　当日は約250名様にご参集いただきました。日本野球機構
会長でありKKRジャパン KKR Global Instituteシニアフェ
ローの斉藤惇様からは乾杯のご発声を、日本政策投資銀行 取締役常務執行役員の富井聡様からは祝辞をいた
だきました。ご来場くださいました皆様に、深く感謝申し上げます。
　そして、会場の関係で招待を差し上げられなかった皆様には、本誌面を借りて深く御礼申し上げます。
　当社は今後も皆様のご期待に沿えるよう、精進してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、お願い申し上げます。

　2018年12月13日、如水会館にて「高木新二
郎先生を偲ぶ会」が執り行われました。フロン
ティア・マネジメントは、会の事務局を務めさせ
ていただきました。
　故・高木新二郎先生は、弁護士として事業
再生の世界を長らくけん引され、フロンティア・
マネジメントでは創業時より特別顧問に就任い
ただき、様 な々指導を頂戴しました。
　当日は、法曹や事業再生に関わる方々を中
心に600名を超える参加者が、先生の思い出
を語り合いました。

2018.10.2 日経CNBCの番組「IPO社長に聞く」に弊社代表・松岡真宏が出演しました。

2018.10.24
BSテレ東「日経モーニングプラス」の「この人に聞く」コーナー（7:15～7:30頃）に、弊社代表・松岡真宏が 
出演しました。

2018.11.5
日経ビジネス11月5日号「時事深層」欄の「メルカリ人気、格安衣料が失速」記事に、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。

2018.11.6 日刊工業新聞11月6日朝刊「株式上場ニューフェース」欄に、弊社代表・大西正一郎のインタビューが掲載されました。

2018.12.19
NewsPicksの特集「2019大予測」に、弊社シニア・アナリスト山手剛人の記事『【山手剛人】日本経済再興の 
カギは「インバウンド2.0」』が掲載されました。

「上場記念感謝の会」を開催しました

「高木新二郎先生を偲ぶ会」が
執り行われました

持たざる経営の虚実
日本企業の存亡を分ける
正しい外部化・内部化とは？
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［ 問い合わせ先 ］

［ 関連会社 ］

2019年1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

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

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

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

横江 正三　マネージング・ディレクター　大阪支店 s.yokoe@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　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 〒541-0045  大阪府大阪市中央区道修町3-1-6 K.シオノビル4階　1月に移転しました TEL.06-7220-4404㈹

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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