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今月のトピックス
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『社会責任行動と事業成長戦略への融合が進み始めたトイレタリー業界』



消費財業界： 『社会責任行動と事業成長戦略への融合が進み始めたトイレタリー業界』

三浦 充美

Atsumi Miura

シニア･アナリスト

化粧品・トイレタリー業界では食品・小売と並び、温暖化や
海洋汚染の要因となる廃プラスチックの削減が大きな課題であ
る。日本石鹸洗剤工業会は、容器包装プラスチック使用量を
2030年までに2005年比原単位で4割強削減する自主行動計画
を推進し、製品の詰め替えパウチ化、素材薄膜化等によって概
ね目標を達成している。しかし欧州をはじめとするESG先進国
では、従来の３R（Reduce, Reuse, Recycle)にとどまらず、
脱プラスチックのためのReplaceが大きなテーマとなっている。

この中で花王は昨年11月に、再生プラスチック100%の単
一素材からなり、残液ゼロの使い切りによって100%リサイク
ルを実現するAFB(Air-in Film Bottle)を発表した。現時点での
製品化は公表されていないが、自社製品への利用のみならず、
容器素材しての展開も大きく期待されている。

企業の社会的責任に対する要請は、ESG投資の拡大や2015
年のSDGs採択を受けて、社会課題解決への貢献にとどまらず、
企業自身の持続可能な成長のためにいかに事業活動と統合させ
るかを問うステージにシフトしており、花王のAFBはこれに応
える画期的なイノベーションと評価できる。

情緒的な満足感が重要となるハイエンド化粧品の領域では、
プラスチック容器への取り組みはほぼ進んでいないのが実情だ
が、資生堂は昨年、仏ロレアルなどが立ち上げた「化粧品の持
続可能なパッケージングへの取り組み（SPICE)」に参加した。
ブランドの世界観の中での持続可能な社会に資する価値をどの
ように創造し、消費者と共有していくか、今後の動向が注目さ
れる。
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バークレイズ証券会社（現バークレイズ証券㈱）、ス
ミスバーニー証券（現シティグループ証券㈱）、ドレ
スナー・クラインオート・ベンソン証券、クレディス
イス・ファーストボストン証券（現クレディ･スイス証
券㈱）、三菱UFJ証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタン
レー証券㈱）、有限責任監査法人トーマツを経て、
2019年にフロンティア・マネジメント㈱入社。

1990年から2009年までセルサイド・アナリストとし
て、化粧品・トイレタリー業界およびヘルスケア業界
を担当。

有限責任監査法人トーマツでは、財務分析・ESG開示
を含むIR関連コンサルティング、クロスボーダー・オ
ファリング助言加え、デロイト・トゥシュ・トーマツ
がグローバルで実施するベンチャー企業顕彰プログラ
ムの日本におけるプログラム・マネジャーを兼務する
など、幅広く活躍。

2005年度および2006年度エコノミスト誌アナリスト
ランキングでは化粧品・トイレタリー部門1位を獲得。



参考：容器包装プラスチック使用量および製品出荷量あたり原単位の推移

情報は日本石鹸洗剤工業会（JSDA)『環境年俸Vol.43 (2018年度版』より入手
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プラスチック使用量は出荷量原単位ベースでは着実に削減してきたが、製品出荷量増加に伴い総使用量は増加が続く。

対象製品群

• 漂白剤・かび取り剤

• 住居用洗剤

• 台所用洗剤

• 柔軟仕上げ剤

• 洗濯用液体洗剤

• シャンプー・リンス

• 手洗い用洗浄剤

• ボディ用洗浄剤

使
用
量

原
単
位
指
数

基準年：1995

2030年目標

1995年比

42%削減
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経営全般：『シュテーデル美術館の運営と企業経営』

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）

ドイツのフランクフルト・アム・マイン市にあるシュテーデ
ル美術館。この美術館はその名の通り、ドイツの銀行家であっ
たヨハン・フリードリヒ・シュテーデル氏の遺言によって、
1818年に設立された。筆者自身は、この美術館を訪れたこと
はない。先日、出張中の飛行機の中で、短い紹介ビデオを鑑賞
し、初めてその存在を認識した。

同美術館に筆者が興味を持ったポイントは、保有する絵画で
も、瀟洒な建物でもない。シュテーデル氏のコレクションに対
するポリシーである。彼の遺言には、「コレクションは常に変
化させるべし」という一節がある。美術品の価値は、社会の変
化によって常に移ろいゆく。美術館を魅力的な存在にキープし
ておくには、既存のコレクション作品を売却して、その資金で
新しいコレクションを買うべきだ、と。

銀行家であったシュテーデル氏は、価値の儚さ、コレクショ
ンの入れ替えの重要性を、遺言という手段で現在の美術館運営
者に伝えた。これはとりもなおさず、ポートフォリオ理論であ
り、ALM理論につながる。

日本でもこの10～20年でM&Aが一般化した。しかし、依然
として、「BUY and HOLD」の投資スタイルが主流である。
一方、日本では「BUY and HOLD then SELL」というスタイ
ルは好まれない。美術作品といった長期的に価値が上がってい
くものさえ、ポートフォリオの視座で観察していたシュテーデ
ル氏。今の日本を診断して、何を思うだろうか。
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テクノロジー関連業界：『CGC導入後も大きな投資家と企業のギャップ』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

2015年から導入され、18年の改訂を加えたコーポレートガ
バナンスコードは上場全企業が対応。改訂の影響で、全78原則
のうち90％超をコンプライした企業数が85.3％・1815社と減
少したものの、少なくとも表面上、日本企業全体で急速にガバ
ナンス改革が進んでいるとの印象が強い。

一方、生命保険協会が行っているアンケート調査が興味深い。
社外取締役へは、企業側が「経営執行や専門家としての助言」
を期待し、一方投資家は「経営陣の評価への関与・助言」を期
待。企業の97％が「十分/一定程度期待を果たしている」とす
る一方、投資家の64％が「不十分で改善余地有」としている。

重視する中長期指標は企業・投資家ともROEだが、こちらは
水準の認識が異なる。70％の企業が「期待値を同程度～上回
る」とする一方、85％の投資家が「同程度～下回る」としてい
る。ROEに準ずる指標は企業側が利益額・利益成長＞売上高・
売上成長とする一方、投資家側はROIC＞総配当性向、の順。
資本効率向上への取り組みに対して、企業側は「コスト削減」
「規模・シェア拡大」とする一方、投資家側は「事業の選択と
集中」＞「収益・効率性指標を管理指標として展開」、として
いる。また企業は現状の自己資本・手元資金を「適正」とし、
投資家は「余裕有」としている。

投資家側と企業側での認識が異なる重要事項が依然多い。企
業経営者が投資家との対話に多くの時間をかけるようになった
一方、双方の相違がさらに鮮明化。総じて企業側は絶対値の拡
大・成長やリスク極小化へ向かう一方、投資家の期待は資本・
経営効率の向上とリスクテイクを促しているとの印象だ。
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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。



電子デバイス・材料業界：『最強の会社』

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）

経済紙が「村田製作所：なぜ最強なのか」との特集を組んだ。
即物的な学びを期待してこの特集を読んだとしたら期待はずれ
かもしれないと感じたが（同社は口が堅い！）、藤田副会長に
よるコラムは深かった。

アナリストは顧客から「○○社はなぜ強いのか？」と聞かれ
る。（当然だが）客観的な事実を求める顧客に対して、筆者が
感じるのは、「客観的に説明できる競争力は模倣可能である、
すなわち長期維持可能な競争力にはならない」である。

営業利益率50％超で知られるキーエンスもそうだ。同社の
「部分」（豊富な在庫、長い売掛期間、直接販売、製造は外部
委託等）を模倣してもキーエンスにはなれない。

藤田氏は、「（技術で比較優位にあると言われるが）際だっ
て優れていないし、技術以外でも同じように特段優れていると
は思わない」とし、強さの根拠があるとすれば、社是を遵守し
ていることにあると述べていた。「独自の製品」を常に意識し
（模倣しない）、「科学的管理を実践し」（精緻なマトリック
ス管理）、「信用の蓄積につとめ」（同社社員は堅実で信頼で
きる方ばかり）、その結果、「会社が発展」しているだけだ、
と。

社是（とその実行度合い）は企業を表す。拙著「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」は初学者向けであるが、主要企業の社是を掲載したのはそ
のような考えによるものである。

© 2019 Frontier Management Inc. 



先端領域： 『EdTechが日本でも「来る」、ために必要なこと』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

日本では「教育 X IT＝EdTech」が「来る」と言われて、
数年が経過する。結局は、「本当に（お金をかけてまで）必要
なの？」に答えられない数年間だったというのが筆者の理解だ。

2019年6月19日、GoogleはISTE2019において新サービス
Chromebook App Hubを発表した。米国の教師が教育関連の
新しいアイデアやリソースを発見するための「場所」を提供し、
同時にそれらのプログラムが各地区の方針を満たしているのか
を調べられるというマッチング機能を提供する。ローンチ後の
コンテンツは、Epic!やKhan Academyなどが提供するそうだ。

一方で2018年3月27日にAppleは、iOSの新しいフレーム
ワークであるClassKitを発表。教師が生徒に課題を配布したり、
学習進捗状況を確認するためのアプリであるSchoolworkも強
化されている。

GAFAは各地域の学校において壮絶なシェア争いをしている。
2017年時点での市場占有率は、 GoogleのChromebookが
58％、 Microsoft Windows22％、Appleが19％だが、各社は
割り切ってK-12中心に投資しているため、シェアが変動する
可能性もありそうだ。

日本にはこの動きは波及するのだろうか。筆者の見解は
（Tech業界の期待よりは）かなりゆっくり、だが確実に進む。
というものだ。2020年のプログラミング教育必修化や、21世
紀型の学びの拡がり、リカレント教育需要が複合的に影響する。
そして、最大のドライバーは人手不足だ。「聖職」の名のもと、
残業が常態化している教育現場が遂に維持できなくなり、教師
の「なり手」がいなくなることが（残念ながら）発現条件だ。
その現実に社会が直面するには移行期間含めると、少なくとも
あと10年は必要そうだが。
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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： 『ライブエンタメ市場が成長軌道に回帰』

福田 聡一郎

Soichiro Fukuda

シニア･アナリスト
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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。

ぴあ総研は、ライブ・エンタテインメント市場規模の調査速報値を公

表、2018年のライブエンタメ市場は、前年比10.4%増の5,685億円と

なった。内訳は、音楽コンサートが前年比8.9%増の3,776億円、ステー

ジ(舞台など）13.3%増の1,909億円となっている。

国内ライブエンタメ市場は、エンタメ関連市場の中でも屈指の成長分

野と見なされていながらも、東京五輪前の大型アリーナ、体育館の建替

え、改修等による会場不足問題により、2015年～2017年の3年間は、市

場規模が約5,100億円と横ばい基調で推移してきた。

今回、速報値ではあるが、前年比で10%を超える成長を記録したこと

により、改めてライブエンタメ市場は体験型消費を意味する「コト消

費」の代表格であり、成長産業との認識が広がろう。また、今後大型コ

ンサート施設やアリーナが首都圏で建設される見込みであり、施設余剰

リスクもあるとされるが、ライブエンタメ市場が成長軌道に回帰するこ

とで、その懸念も払しょくされるものと考えられる。

実際の音楽コンサートの動員状況を見ても、2013年の動員数トップ10

アーティストの1公演当たり動員数は2.7万人から、2018年は3.7万人に

増加している。また、音楽コンサートのジャンルに関してもアニメソン

グコンサートなどの新ジャンルの好調も見られる他。ステージでもアニ

メ関連舞台(2.5次元舞台)が右肩上がりの成長を見せている。

ただし、2018年には、安室奈美恵引退コンサートや大型アーティスト

の結成周年コンサートがあり、特需的な要素もあった。このような特需

要素が剥落しても2019年のライブエンタメ市場が成長を見せれば、改め

てライブエンタメ市場の成長力が評価されることとなろう。



機械業界： 『ベアリング大手3社も自動車産業の変革への対応が迫られる』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

ベアリング大手3社である日本精工、NTN、ジェイテクトの
収益環境が悪化している。20年3月期の営業利益予想は、ジェ
イテクトが一過性要因の消滅もあり前年比5％増益だが、日本
精工は同21％減益、NTNは10％減益を予想している。この背
景は、米中での自動車販売の減速に加えて、鋼材価格の上昇、
米中貿易摩擦による設備投資マインドの冷え込みなどである。
また、ジェイテクトと日本精工がてがける電動パワーステアリ
ングでは、製品のコモディティ化によって販売価格が下落して
いることも利益足枷せ要因となっている。

ベアリング大手3社の自動車向けの売上依存度は6割強と高い。
各社の自動車向けの売上は、米国、中国、アジアを牽引役とし
て成長してきた。しかし、米中貿易摩擦や中国での補助金効果
の軽減などもあり、米国と中国の自動車市場に減速感がでてい
る。自動車販売台数の前年比伸び率は、米国が5月0.2％減、1
～5月累計1.8％減、中国が5月16.4％減、1～5月累計13.0％
減となっている。米国は、小幅な前年比マイナスにとどまって
いるが、日本の自動車メーカーが得意とする乗用車市場でみる
と5月10.4％減、1～5月累計8.8％減と厳しい状況である。

世界の自動車販売台数は、中期的には小幅成長が続くとの見
方が大勢であるが、短期的には調整色を強める可能性が高い。
加えて、自動車産業は、電動化、自動化、コネクテッド化、
シェアリングなどが進展しており、100 年に 一度の大変革期
を迎えていると言われている。こうした環境下、ベアリング各
社も、自動車産業の変革への対応力の差によって、収益格差が
拡がる可能性も高そうだ。
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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： 『競争戦略としてのダイバーシティ経営』

ファーストリテイリングの6月1日付の人事異動において、赤
井田真希氏が日本事業CEOに就任した。赤井田氏は現在40歳
の生え抜き社員。2001年に入社後、国内外の旗艦店の店長、
営業部、人事部等の部長を歴任。直近まで店長を務めた吉祥寺
店では、地域出身のアーティストとのコラボ企画など型にはま
らない個店経営の手腕を発揮して話題をさらった。赤井田氏が
圧倒的な実績を残しているとはいえ、日本企業の経営者として
は若年に類する40歳の女性が日本最大のアパレル企業の責任者
となるというニュースには、正直なところ筆者も驚かされた。

今回の抜擢人事は、多国籍企業としての同社の強さの片鱗で
あるように思われる。世界で5万人を超える正社員を擁する同
社は、異国間の人事交流に積極的である。また、2001年から
は障がい者雇用を促進(2018年時点の障がい者雇用率は日本の
上場企業トップクラスの5.3％)、2015年に女性活躍推進室を
設立、2019年1月にはLGBTへの取り組みとしてパートナー
シップ登録制度(同性パートナーがいる社員向けの柔軟な福利
厚生制度)を導入するなど、日本企業のダイバーシティ推進を
リードしている。

UNIQLOやGUなど同社の主力ブランドが女性層から絶大な
支持を得ていることは、ダイバーシティに対応した組織運営、
ひいては顧客ニーズの多様性(例：ジェンダー差)に即した商品
開発の結果とも言えるのではないだろうか。

日本企業、特に小売等のB2C企業は、時代の要請に応じるた
めの「守り」のダイバーシティ経営を脱して、「攻め」のダイ
バーシティ経営に転じるべき頃合いである。
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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：『6月の北京』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

6月4日「六四」は1989年天安門事件の日であり、民主化運
動への武力弾圧の日と海外の位置づけで、今年30年目を迎えた。

1978年鄧小平による改革開放が始まり、80年代ソ連でも公
開政治から経済拡大へ進み、「情報、意見の自由」が潮流とな
る中、政治混乱を怖れる中国政府は改革派から保守派に主導権
を戻した。結果、失脚した胡耀邦氏死去に伴う’89年4月からの
「民主化」運動となった。そして、中ソ共に国際地位を高める
意図で5月のゴルバチョフ氏訪中により、中ソ雪解けをアピー
ルしたが、学生主体の民主化運動を更に活発化させる事となり，
「戒厳令」から6月の武力導入へと繋がった。

実際は北京だけでなく各地にいた海外駐在員、留学生の手記
等から実際は各地で同時並行に行われ、同日を以て運動は解散
している。全て軍隊介入では無い様だが、当時の連絡スピード
に感心する。

電話は盗聴されやすい事からファックス、TV(国営）ラジオ
（一部海外短波）により運動側は連携出来ていたのか、中央と
地方政府の緊密な連絡にて各地を同じ方向に導いたのか、と推
察する。

中国で「六四」情報は削除されており、90后の人たちに聞い
たら「五四」（1919年反帝国主義の民主化運動）でしょう、
と訂正されてしまった。VPNで海外情報の検索は可能だが既に
知識、興味から外れてきているのかもしれない。

米中貿易交渉がどの様な結果であっても中国は自国の主張と
産業振興は続けるであろう。ただ他国の信頼を得るには、今の
体制で良いのか、ひいては障害にならないのかと考える。
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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： 『外国人材確保（外国人研修・実習制度）』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

コンビニエンスストアやファストフードのレジに立つアジア
系（インド系含む）外国人の流暢な日本語と見事なレジ捌きを
目にする機会が既に日常的となっている。これと同様に、住宅
建設現場や地方製造業の現場でも、今や外国人労働者（研修
生・実習生を含む）は工員の2ケタ％を占める程、無くてはな
らない存在、先日に至っては、筆者が住む近隣で古い家屋を取
り壊して更地化するプロセスを、現場監督を含めた全員（筆者
が見た限りであるが）がインド系の作業員によって、ものの3
日間で作業を終えていたことには驚かされた。

外国人を対象とした研修制度・実習制度そのものは、1993
年に制度化されており、案外歴史は古い。制度運営上では、受
け入れ企業側（研修生・実習生に対する劣悪な労働環境など）、
外国人労働者側（あっせん業者不正・行方不明など）の双方に
課題を抱えつつも、制度・法律を適時改正しながら受入れ人数
は近年格段に増えており、今後も増大するものと推察する。尚、
送出し国上位としては、中国・ベトナムの2か国で全体の7割を
占め、これに次ぐフィリピン・インドネシアを加えた4か国で
全体の9割を占める。

当該研修制度・実習制度を所管する公益財団法人国際研修協
力機構（JITCO）が実施する技能実習生に対するアンケート
（2017年度）で、帰国後に働く先が決まっているかとの問い
に「決まっている」と答えたのは全体の13％との点は残念であ
る。そのような中、先日ベトナムでの事業買収を検討している
中堅エンジニアリング会社の社長との意見交換の折、「10年先
の当社が請け負う国内での現場人員の構成は今とはガラリと変
わっているはず。他方でこれら研修生・実習生が帰った折の受
け皿を作り、循環サイクルを作らないと100年企業にはなれな
い」とのコメントは印象深く、助力になりたいと思う。
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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： 『キャッシュレス決済の行方』

津田 雄一郎

Yuichiro Tsuda

シニア・ディレクター

キャッシュレス決済が盛り上がっている。経済産業省によると、日
本のキャッシュレス比率は約18％であり、韓国の約89％、中国約
60％、米国約45％と比べると低い。これを2027年には40％まで引き
上げようという。

日本では、キャッシュレス決済の中で約9割がクレジットカードを使
用。既に市民権を得ていると思われる電子マネーでは、Suicaや
Pasmo、WAON、nanaco、iDなどのプレイヤーがしのぎを削る。

QRコード決済では、巨額還元キャンペーン打ち出したソフトバン
ク・ヤフー連合のPayPayのほか、IT系のLINEペイやメルペイ（メル
カリ）、Jコインペイ（みずほ銀行主導）、銀行ペイ（地銀連合）等が
相次いで参入を発表し、戦国時代の様相を呈してきた。

ユーザーから見れば、手法はQRコードでも交通系電子マネーでもス
マホ決済でも何でも良い。素早く決済できるという利便性も重要だが、
かなり活用させて頂いている身としては、ポイント還元率が高く、そ
のポイントをお得に活用できればそれで良い（かなり私見ですが）。
その意味で、ポイントを獲得できる場所が多く、ポイントで交換でき
るものが関心のあるもの（フライトマイルなどへの他ポイントへの交
換の可否も含めて）であることに価値を置く。

駅ナカを囲い込み、誰もが持っている交通系カードを取り込むこと
は多くのキャッシュレス・プレイヤーが狙っている一手。楽天が先ん
じてSuicaと組んだことで一歩先んじた感もある。

ちなみに、米国フィラデルフィア市では、現金を受け付けない
キャッシュレス店舗を禁止する条例が可決された。米国の約6％は、銀
行口座を保有しておらず、これらの人々への差別になるためだ。
キャッシュレス店舗のAmazon Goでも現金を使用することができるよ
うにする可能性がある。皆さんはこの動きをどう感じるだろうか？
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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～2019年3月までニューヨーク支店長。

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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