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今月のトピックス
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『ピアノコンクールにみる技術開発、企業経営（其の2）』



電子デバイス・材料業界：『ピアノコンクールにみる技術開発、企業経営（其の2）』

大和証券㈱、㈱大和総研、モルガン・スタンレー証券
会社を経て、2009年にフロンティア・マネジメント㈱
入社。

大和証券㈱、㈱大和総研では、通信機器、半導体、半
導体製造装置、ソフトウエア産業の調査を担当、モル
ガン・スタンレー証券会社では、電子部品の調査を開
始、産業アナリストとして17年の経験を有する。

2001年に日経アナリストランキングで1位になるなど、
各種ランキングで上位に名を連ねる。

村田 朋博

Tomohiro Murata

執行役員 マネージング・ディレクター

主な著書

『電子部品だけがなぜ強い』（日本経済新聞出版社 2011年）
『経営危機には給料を増やす！』（日本経済新聞出版社 2013年）
『電子部品 営業利益率20％のビジネスモデル』（日本経済新聞出版社 2016年）
『この本を読まずに死ぬな！人生を変える珠玉の15冊』（静山堂書店 2018年）
『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』（秀和システム 2018年）

台湾企業の月次売上高も全般として調整している。

さて、先月に続き、ポーランドでのピアノコンクールーー
ポーランド出身のショパンを記念し、一か月にわたり開催され
る国際大会ーーからの二つ目の示唆である。前回は０％認知か
らのヤマハの成功について、今回は音と映像の違いと企業経営
について。

筆者は、テレビ産業での話題の４K、８Kがテレビ産業の収
益性を大きく変えることはないと考えているが、このピアノコ
ンクールで改めてそう思った。

音にはマニアがいる。優れた音であれば百万単位のお金を投
資するマニアである。○○KHzの音が出ている、○○KHｚの
音の伸びが良い・・・といったこだわりを持つ粋な人たちであ
る。しかし、画像にはそれがない。ピアノコンクールがあって、
画像コンクール、画像コンサートがないことがその象徴である。
昨今の高価なイヤホンブームも同じである。40インチテレビ5
万円の時代に1万円のイヤホンが売れるのである。

また、音はアナログである。ピアニスト、それにこたえる調
律師も感性の世界である。技術革新の明確な指標はない。だか
らこそ、差別化可能な技術が開発しうる。しかし、テレビの開
発の方向性（大型化、画素数の増加）はデジタル、競争のポイ
ントが明白であり、差別化しにくい。かつて、ある高収益企業
の方から学んだことがある。「技術の方向性が業界で共有され
ている産業では高利益率は難しい」。筆者も同感である。

© 2019 Frontier Management Inc. 



参考：台湾 セクター別月次売上高
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産業調査コラム
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消費全般：『将来見通しに強弱が出てきたGAFA』

野村総合研究所、バークレイズ証券会社、UBS証券会
社、㈱産業再生機構を経て、2007年にフロンティア・
マネジメント㈱設立。

10年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリストと
して活動。㈱産業再生機構においては、地方百貨店で
ある津松菱やうすい百貨店の事業再生に関与し、カネ
ボウおよびダイエーの案件では、取締役として事業再
生に関与。

1999年に国内外の複数のアナリストランキングにおい
て、小売部門でトップランキングを獲得。

松岡 真宏

Masahiro Matsuoka

代表取締役

主な著書

『百貨店が復活する日』（㈱日経BP社 2000年）
『問屋と商社が復活する日』（㈱日経BP社 2001年）
『逆説の日本企業論』（㈱ダイヤモンド社 2003年）
『私的整理計画策定の実務』共著（㈱商事法務 2011年）
『流通業の「常識」を疑え！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2012年）
『ジャッジメントイノベーション』共著（㈱ダイヤモンド社 2013年）
『時間資本主義の到来』（㈱草思社 2014年）
『「時間消費」で勝つ！』共著（㈱日本経済新聞出版社 2015年）
『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年）
『持たざる経営の虚実』（㈱日本経済新聞出版社 2019年）

成長著しいGAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、
アマゾン）を敵視する声が各国から聞こえる。GAFAのビジネ
スと個人情報における独占という脅威論だ。

しかし、現実は、脅威論とは対照的に、GAFAの高速成長に
陰りが見えている。2月6日の日本経済新聞は、GAFA4社の売
上高税前営業利益率が、2012年の26％という水準から、足元
は20％割れ寸前となっており、曲がり角に来ていると報じた。
記事によると、データを安全に管理する「社会的責任コスト」
が増加しているらしい。

同記事は「GAFA内競争」の激化も指摘している。GAFA各
社は、事業の成熟化を恐れ、祖業の領域から新たな領域へと多
角化している。これが、他社の領域を侵食し、4社内での競争
激化やコスト増で利益率が下がるという結果を生んでいる。
GAFAは母国である米国以外でのシェア拡大も思ったほど進展
していない。GAFAは、我々が想像しているほどグローバル企
業ではない。売上や利益の多くを北米に頼っているのが実情だ。

そして、リアルの巨人が本気で宣戦布告してきた。小売世界
最大手ウォルマートはリアル店舗とネットを融合したサービス
を拡充させ、成長を再加速させた。同社が2月19日発表した18
年11月～19年1月期決算では、ネット通販部門の売上は前年同
期比43％と急伸し、会社全体の純利益は同70％増となった。

GAFAは、自らの成長神話の陰りに、彼ら自身が脅威を感じ
ているであろう。日本でも、リアルの逆襲が静かに始まるので
はないかと期待している。
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テクノロジー関連業界：『減益に転じた電機大手6社、戦略で収益格差がさらに拡大』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

昨年夏場からの事業環境悪化で、3Q(18/10-12期)大手電機
メーカー6社営業利益は、7,642億円（前年同期比1.8％減）と
減益に転じた。6社中増益は日立とソニーの2社。東芝、三菱電、
パナソニック、シャープの4社は2ケタ以上の減益（特殊要因を
除くとソニーは24.4％減益、全社で12.4％減益）。

3Qにおける悪化要因は、中国・スマホ・設備機器・自動車
関係部材、の4分野が共通の印象。最終製品としてスマホと自
動車の中国・米国等での販売停滞が、それらの部品・材料需要
や増産へ向けた関連投資などに影響。需要停滞下で需給関係の
悪化が価格競争を招くとともに生産稼働率も低下し、収益の悪
化となったものと推測される。

6社中で減益発表となった4社は、ともに19/3期営業利益予
想を下方修正した。また同じ4社は営業利益率予想が0.6～
6.3％と6社平均(6.4％）を下回り、収益性の低い会社が減益・
下方修正となっているのが興味深い。一方増益・修正なしだっ
た2社は、短期の景気サイクルへの依存度が過去の戦略から低
下しており、また環境悪化へ向けたリスク管理を夏場から進め
てきたことがその背景と考えられる。

現在時点で、スマホ・自動車の最終販売が回復している兆し
はなく、両分野の減益要因はあと半年は続く公算大。20/3期
増益や中長期成長には、他の事業領域拡大でカバーできるか、
構造改革を追加実行するか、が必要となろう。また好業績な2
社の事業領域は大きく異なるが、ガバナンス体制・組織改革を
含む中期戦略・M&Aなどで共通項多く、今後の日本大手企業が
目指すべき方向として注目される。

© 2019 Frontier Management Inc. 

大和証券㈱、ゴールドマン・サックス証券会社、メリ
ルリンチ日本証券㈱、アライアンス・バーンスタイン
㈱等を経て、2012年にフロンティア・マネジメント㈱
に入社。

22年間、一貫してテクノロジー関係のアナリスト業務
に従事。家電業界、総合電機、電子部品、精密機器、
ゲーム業界等、国内テクノロジー関連企業をほぼ網羅。
その他、医薬品・小売り・繊維・サービス等の生活関
連産業、電子素材等を含む川上のテクノロジー関連業
界、汎用化学等へも調査対象を拡大。

1994年以降、日経金融新聞「アナリスト人気ランキン
グ」や米国「Institutional Investor」誌等のアナリス
トランキングでは、ほぼトップ3の座を継続。



先端領域： 『エピックゲームズが仕掛ける「バトルロイヤル」』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

エピックゲームズの「フォートナイト」は2018年30億USD
（ポケモンGOは8億USD）を稼いだ。プレイヤー数は2億人を
超え（プレイは無料だが）累計10億USD以上を課金アイテム
に支払っている。ゲーム開発の標準エンジン（Unreal 
Engine）供給者でもあるエピックの影響力を3点紹介したい。

①新しいエンタテインメント体験を提供

EDM界の人気DJマシュメロが「フォートナイト内でのヴァー
チャル・ライブ」を開催、10分間のイベントは1,000万人以上
に視聴された。マシュメロ楽曲のストリーミング再生回数を一
気に押し上げることにもなった。筆者も確認したが、まったく
新しい体験（特に一体感）を提供できている。

②Google Play課金を回避

エピック・ゲームズ・ストアの運営を開始。エピックストアで
は、ゲーム開発者が売上の88％を受け取れる。ゲームエンジン
「Unreal Engine」を使用している場合、そのロイヤリティも
エピック側の負担となる。Google PlayやSteamなど他プラッ
トフォームが課す通常30%もの「税金」逃れが可能となる。

③Netflixとの「時間」と「財布」争奪戦

Netflixの2018年度第4四半期の業績発表で「我々が戦っている
相手は衛星/ケーブルテレビのHBOではなく、フォートナイト
であり、そして負けている」「Disney＋、Amazon、Hulu、
新規参入のNBCUniversalといった（本来の）ライバルは眼中
にない」と減益要因として言及されている。

エピックゲームズは40％を中国テンセントが保有、2018年
9月にはKKR、Kleiner Perkins、 Lightspeedなどから12.5億
USDを調達した。更なる「バトルロイヤル」が始まっている。

© 2019 Frontier Management Inc. 

2001年にアクセンチュア㈱に入社。2012年にフロン
ティア･マネジメント㈱に入社｡

アクセンチュア㈱では、製造・流通業のコンサルタン
トとして、構想立案から業務プロセスの導入・定着化
及びIT導入までを一貫して支援。上海オフィスとの協
働プロジェクトなどに関与。全社予算管理、マーチャ
ンダイジング改革、経営効率改善、事業再構築、全社
ITマネジメント、サプライチェーンマネジメント等に
経験を持つ。

フロンティア・マネジメント㈱では、化学、材料、電
子部品、機械、自動車OEM・自動車部品、エレクトロ
ニクスなど製造業中心に、長期ビジョンや新規事業探
索などの戦略策定及び実行支援、中期経営計画策定な
どを責任者として推進。その他、教育、エンタテイン
メント、金融など各種サービス産業への戦略策定支援
や中央省庁委託事業等に従事。

M&Aアドバイザーとして、エレクトロニクスメーカや
住宅メーカー、電子部品材料、自動車部品企業等にお
けるM&A戦略策定やビジネスDDなどのエクゼキュー
ションに関与し、日立製作所による日立セキュリティ
サービス株式の綜合警備保障（ALSOK）への譲渡など
を担当。
コンサルティング部門における人工知能、IoTなど先
進テクノロジー領域におけるリサーチ、知見蓄積やデ
リバリーメソッド開発のリーダー。



メディア・エンターテインメント業界： 『バトルロイヤル X IP』

福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト

© 2019 Frontier Management Inc. 

三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）、興銀証
券㈱（現、みずほ証券㈱）、日興ソロモン・スミス
バーニー証券会社（現、シティグループ証券）、マイ
クロソフト㈱（現、日本マイクロソフト㈱）、日興シ
ティグループ証券㈱（現、シティグループ証券）、
フィールズ㈱を経て、2016年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

1998年から2016年までの18年間、アナリスト業務お
よび事業会社にて、一貫してエンターテインメント業
界に携わる。セルサイド・アナリストとしては、エン
ターテインメント業界の他、メディア業界、インター
ネット業界、ITサービス業界のリサーチも担当。

2003年から2005年に在籍したマイクロソフト㈱では、
同社のゲーム機Xbox360の日本ローンチ戦略、および
オンラインサービス「Xbox Live」のマーケティング
戦略を担当。2014年から2016年に在籍したフィール
ズ㈱では、IR、およびゲーム系子会社管理を担当。

近年グローバルゲーム市場で一躍ヒットジャンルとなった“バトルロイ

ヤル”ゲーム（多数の個人プレイヤーまたは複数の小規模なチーム同士で相

互に戦い、勝ち残りを目指すゲーム、同ジャンルの代表タイトルは

「Playerunknown’s Battlegrounds」）は、著名IPとの融合を果たし、勢力を
拡大していく見込みである。既に、Activison Blizzard社を代表する

「Call of Duty」など米国有力パッケージゲームタイトルには、バトルロ

イヤルモードが導入されるケースが増加している他、2019年2月には米

Electronic Arts社（以下EA社）から、「Titan Fall」の新規派生タイトル

としてバトルロイヤルゲーム「Apex Legends」がリリースされた。

EA社の発表によれば、「Apex Legends」は、リリース後1週間で

2,500万人がプレーをし、1週目の週末にはピークの同時接続プレーヤー

数が250万人に達したと発表しており、知名度の高い有力IPの派生タイト

ルとしてバトルロイヤルゲームをリリースするというビジネスモデルの

成功例を示した。同タイトルの成功により、今後パッケージゲームの有

力IPが、バトルロイヤルゲームで派生展開される例が増加しよう。

日本勢からは、このジャンルの新規タイトル展開は全く見られず、グ

ローバルの潮流から取り残されている印象がある。直近の決算では、ス

マートフォンゲーム会社の業績は概ね停滞しており、国内スマートフォ

ンゲームを従来から支えてきた“ガチャ”への依存の限界が顕在化している

状況下、日本の有力IPをベースにしたバトルロイヤルゲームの早期リ

リースが注目される。特に、業績好調で、有力IPのゲーム化権を数多く

保有しているバンダイナムコが、このジャンルにどう取り組んでいくか

に注目したい。また、バトルロイヤルエンジンの早期国産化が難しいよ

うであれば、米国や中国のデベロッパーとの共同開発も視野に入れる必

要があろう。



機械業界： 『製造業の設備投資に減速感』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

製造業の設備投資が減速する懸念を示すデータが増えている。
内閣府の公表する機械受注統計は、2018年10-12月が前四半
期比4.2%減となり、2019年1-3月の予想も同1.8%減と2四半
期連続となるとの見方が示された。また、日本工作機械工業会
が公表する工作機械受注は、2018年10-12月が前年比12.5％
減の4,067億円と8四半期振りの前年割れとなり、2019年1月
（速報値）が同18.8％減の1,254億円とマイナス幅を拡大させ
た。この背景には、これまでの牽引役であったスマートフォン、
自動車、半導体などの販売が減速していることに加えて、米中
貿易摩擦による投資マインドの冷え込みなどが影響している。

一方、ファクトリーオートメーション関連機器の需要は、ス
マートフォン関連の落ち込みが2018年春からと早かったこと
に加えて、落ち込みの幅も大きかったことから、2019年後半
での回復を期待するとみる会社もでている（因みに、スマート
フォン依存が高い工作機械の中国の電機業界向け受注は、直近
ピークの1割程度にまで落ち込んでいる）。2月に開催された決
算説明会では、直動システムで世界トップのTHKは、受注が底
入れしつつあるとの見方を示した他、ロボットの主要部品であ
る精密減速機で世界トップのナブテスコは、精密減速機の受注
は2019年後半には回復するとの見方を示している。

製造業での自動化、省人化のニーズは、人手不足、賃金の上
昇、製品の品質安定化などを背景に根強いと思われる。2019
年の製造業の設備投資は調整局面に入る公算がありそうだが、
ファクトリーオートメーション関連機器の需要回復が先行する
ことを期待したい。

© 2019 Frontier Management Inc. 

日興証券株式会社（現、SMBC日興証券株式会社）に
入社し、同年、日興リサーチセンターに出向。INGベ
アリング証券会社（現、マッコーリーキャピタル証券
会社、メリルリンチ日本証券を経て、2016年フロン
ティア・マネジメント㈱に入社。

1987年から2016年までの29年間、セルサイドアナリ
ストの経験を有する。1992年からは日興リサーチセン
ター、INGベアリング証券会社（現、マッコーリー
キャピタル証券会社）、メリルリンチ日本証券にて、
機械業界を約24年間にわたって担当した。



小売業界： 『バレンタイン商戦に見るご褒美消費の隆盛』

国内最大のバレンタイン催事で知られるJR名古屋高島屋は、
2019年のバレンタイン商戦の売上高が前年比10%増の27億円、
と過去最高を記録したようだ。この背景を知るには、異性に好
意を伝える日から転じて、女性のパーソナルイベントへと変
わった現在のバレンタインデーの実情を理解する必要がある。

松屋銀座が2018年末に行った意識調査によると、バレンタ
インで買うチョコレートの送り相手は、「女友達(24%)」、
「会社関係(35%)」、 「本命の異性(36%)」 、「家族
(57%)」を抑え、「自分(62%)」が回答率トップであった。
しかも、ご褒美チョコの平均予算額は4,200円とかなり高額と
なっている。

バレンタイン商戦を盛り上げた「ご褒美消費」の背景には、
2つの「シェアリング(エコノミー)」の存在があると筆者は考
えている。第1は、「共有」するシェアリングだ。音楽や映像
のデジタル配信やメルカリ等による服飾の共有（個人売買を伴
う）により、イベントデー以外の日常的な金銭支出が節減され、
ご褒美消費のための蓄えが生じているのではないか。

第2が、「共感」を求めるシェアリングだ。Facebookや
Instagram等のSNSの台頭により、高級チョコを買ったという
近況報告をシェアすることで、多くの人から共感を得られるよ
うになった。米国の経済学者T.ヴェブレンは、1950年の自著
「有閑階級の理論」の中で「見せびらかし消費(Conspicuous 
consumption)」の存在を指摘した。それから半世紀の時間と
IT技術の発達を経て、奮発して購入される「ヴェブレン財」は、
モノ(高級バッグ)からコト(ご褒美チョコの味)に変遷したので
はないだろうか。
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山手 剛人

Taketo Yamate

シニア･アナリスト

1999年にウォーバーグ・ディロン・リード証券会社
（現UBS証券会社）に入社。2003年に同社株式調査
部で小売セクター担当のシニア・アナリストに就任。
2010年にクレディ・スイス証券会社に移籍。小売セク
ター担当のアナリストと消費関連産業の調査グループ
リーダーを兼務。2017年にフロンティア・マネジメン
ト（株）に入社。

1999年から2017年までの18年間、消費産業（小売、
食品、消費財）の産業・企業調査に従事。50社以上の
上場企業の株式格付を担当。

UBS証券会社では2002年に史上最年少でシニア･アナ
リスト（食品、消費財セクター担当）に就任。 日経
ヴェリタス「人気アナリストランキング」では継続的
に上位にランクイン（最高順位は2010年の総合小売セ
クターで2位）。

『宅配がなくなる日 同時性解消の社会論』共著（㈱日本経済新聞出版社 2017年）
主な著書



中国担当：『春節明け、中国の2019年』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

今年の春節は2月5日で、新年最初の満月（十五夜）を祝う元
宵節が終了し各企業が本格スタートを切る。が、今年はどの企
業も早めの対応となっている様子だ。

国内消費は伸びが鈍化しているものの高い水準である中、求
人倍率が1.27（日本は1.61）と、特に地方での雇用確保が重
要となっているのが企業の早め対応一因。

政府は昨年来、不動産価格調整、国有企業倒産、再編、P2P
問題、民営企業への資金供給不足への対応を進める中、米中貿
易協議に注力と従来の全人代対応にて休みがない状況となって
いる。

昨年12月19-21日の中央経済工作会議（共産党と国務院）に
おいて19年の方向性が出されている。その中で、特に下記の点
がどの様にすすめられるかが注目される。「外資単独投資経営
許可の拡大」すなわち外資の中国における合法的な権益、知的
財産権の保護を進めるとしている点である。「開かれた中国」
のアピールは米中貿易協議を意識している点である。

ただし決断する時間が限られている。

同協議は期限を3月1日としているが、同5日に全人代が開催
される。米トランプ大統領は延長も示唆しているが、中国は妥
協策を出していくと見る。その後、6月の日本でのG20開催で
の習首席の訪日、10月には建国70周年式典が待っている。

米国に対応した反動は、他国に、日本にも向かう事となるた
め、2月末から3月の中国発表と対応する中国企業の動きは注視
だが、中国市場投資を行わない輸出型企業は影響を受けやすい
のではないだろうか。
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㈱トーメン（現、豊田通商㈱）に入社、食料本部勤務。
Tomen Corporation do Brasil ltda.サンパウロ本社、
Tomen（America）Corp.シカゴ支店、㈱トーメン食
料本部、東棉（北京）駐在事務所に勤務。東棉（北
京）（大連）駐在事務所所長、東棉天津有限公司 総
経理を経て豊田通商㈱との合併。豊田通商（天津）有
限公司 副総経理に就任。豊田通商㈱食料本部食品部、
食料事業部に勤務。その後、サンヨー食品㈱海外事業
部勤務。2014年にフロンティア･マネジメント㈱に入
社。

豊田通商㈱入社後は、食料本部にて畜産、食品、食糧
トレーディング、同海外法人にてマネジメント、現地
でのトレーディング、新規ビジネス開発業務に従事。

豊田通商㈱食品部部長としては、投資案件立案や実行
に従事するとともに、各関連企業取締役として企業運
営を行う。

サンヨー食品㈱では、海外事業部部長として米国、中
国事業管理を行う。



ASEAN担当： 『アジアの世紀（アジア開発銀行）』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

最近参加させて頂いた外部セミナーにおいて、アジア開発銀
行（ADB）の中尾武彦総裁の講演を拝聴する機会があり、現在
のADB活動がどのようなメガトレンドを念頭に置き、どのよう
な優先順位を付けた融資・支援を行っているのかを伺うことが
出来、大変興味深かった。

ADBが捉えるアジアの近未来の姿（メガトレンド）について
は、同行が2011年に発表した「Asia2050: Realizing the 
Asian Century」が基礎になっている。これによれば、2050
年にはアジア（含むインド等中央アジア）のGDPは2018年比
で約7倍となり（26兆㌦→174兆㌦）、世界全体の51％を占め
（2018年：32％）、加えて1人当りGDPは36,600㌦と現在の
日本・英国・フランスと同等の水準になると予測する。牽引役
として中国・インドの存在は想像に難くない中、インドネシ
ア・マレーシア・タイの3か国からの寄与度も大きい点は注目
に値する。尚、当該レポートのグラフ表示において、GDPアジ
アのシェア推移が17世紀から並べられており、産業革命以前は
アジアが50％超を占めていたことを示している点、ADB（ま
たは日本か）の強い思いも伝わる。

上記を実現するべく、ADBでは「Strategy 2030」として貧
困・格差削減、気候変動・環境対応、都市づくり、ガバナン
ス・組織力強化、地域統合推進などを優先課題にした投融資を
行っており、とりわけ筆者が関心を持ったのは「民間部門向け
投融資を2024年までにプロジェクト数の1/3まで増やす」との
指針である。域内のインフラ系M&Aに際し今後の有力な共同投
資家候補となるか、注目している。
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㈱日本興業銀行（現、㈱みずほ銀行）、香港上海銀行
（東京支店）等を経て、2014年フロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

㈱日本興業銀行では、企業調査部門で小売業種を担当、
1998年～2005年までタイを中心に通貨スワップや現
地通貨建て起債環境整備、自動車業界の事業統廃合に
関わるプロジェクトなどに関与、香港上海銀行東京支
店では、コマーシャルバンキング部門で日系企業・ア
ジア企業のカバレッジを担当。

フロンティア・マネジメント㈱では、㈱五十嵐電機製
作所のインドの上場企業買収案件、大手上場建材メー
カーのアジア進出検討に係る市場調査案件、大手上場
菓子メーカーによるアジア進出検討支援案件、㈱スト
ライプインターナショナルによるベトナムのアパレル
事業買収案件、OATアグリオ㈱によるオランダの生花
栄養剤メーカー買収案件などを担当。



アメリカ担当： 『市場の変化』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

ニューヨーク支店長

米国企業の2018年10～12月期の決算が発表された。

米アップルの同四半期の中華圏向け売上高は、前年同期比
27％減少し、9四半期ぶりに減収減益となった。また、米建機
大手キャタピラは、同四半期のアジア太平洋地域の建機セグメ
ントの売上が4%減少している。いづれも中国での売上減少が
鮮明となった。

中国企業の躍進により、米企業の市場シェアが低下したとの
見方もできるが、一方で中国経済の減速感も否めない。

中国自動車業界団体の「中国汽車工業協会」が発表した
2018年の自動車新車販売台数は、2,808万台と28年ぶりに前
年割れした。 また、2018年第4四半期の中国実質GDP成長率
は6.4%と3四半期連続で低下、通年では同6.6%と前年比
0.2%低下した。中国政府の目標は6.5%であるので、通年で
はかろうじて目標を達成した格好だが、直近の減速感が気にな
る所である。

これに加えて、米中貿易摩擦が長期化すれば、販売量減少、
関税増によりコスト高により、さらに多くの企業に影響が出て
くるであろう。

M&Aでも変化が見られる。米中間の取引に左右されない事業
を志向し、米大陸・中国・東南アジア・欧州それぞれの域内で
の市場シェアを高める地域分断型の戦略を構築し、これに沿う
買収候補を探し始める会社が多くなってきたように感じる。

市場環境の変化に敏感になり、先手を打って戦略を変化させて
いく。言うは易く行うは難し。
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シティバンク銀行㈱に入社。その後、大和証券SMBC ㈱ 、
会計系コンサルティング会社（香港・日本）を経て、2014
年にフロンティア・マネジメントに入社。2017年6月
ニューヨーク支店長に就任。

大和証券SMBC(株)では、電機・機械等の製造業を中心に
M&Aアドバイザリー業務に従事。会計系コンサルティング
会社ではマネージャーとして、DD・バリュエーション、ク
ロスボーダー、M&Aアドバイザリー、事業再生、日系企業
のアジア進出における会計・税務コンサルティング等の業
務に従事。うち約2年半は香港事務所に駐在し、ジャパン・
デスクの立ち上げを担当。

フロンティア・マネジメント(株)では、日立製作所による日
立セキュリティサービス株式の綜合警備保障（ALSOK）へ
の譲渡、日立製作所による米Genpactへの日立マネージメ
ントパートナー財務ソリューション事業の売却、ソニーの
日本・タイ・マレーシアにおける物流事業の三井倉庫ホー
ルディングスへのカーブアウトに関するFA業務、三井住友
FG・三井住友銀行とGMOインターネット・GMOペイメント
ゲートウェイにおける資本業務提携等にかかるFA業務など
を担当。

AI・IoT・モビリティ・シェアリング・フィンテック・フー
ドテック・ヘルスケア・その他テクノロジー関係に造詣深
い。北米・アジアにおける動向をフォロー。
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