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今月のトピックス
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『〈親子上場〉の功罪』



小売業界： 『〈親子上場〉の功罪』

ヤフーとLINEの経営統合が新たな「親子上場」事例を誕生
させる一方で、電機業界では親子上場解消の動きが相次いでい
る。親会社と上場子会社の少数株主の間の利益相反への懸念か
ら、親子上場は原則として回避すべきとの意見が優勢である。
しかし、筆者が担当する小売業の歴史や現状を観察すると、少
し違った景色が見えてくる。

上場子会社が事業を順調に拡大できたならば、親会社と少数
株主の利害は少なからず一致する。小売業界にはそのような事
例が数多存在しているのだ。例えば、コンビニ大手3社は全て、
大手スーパーの上場子会社が出自であり、今でも2社は大手総
合商社と親子上場関係にある。小売専門店の雄である「良品計
画」も、長らく親会社の西友と共に上場していた。業務用資材
ECの「MonotaRO」は米国上場企業のW.W.Grainerの子会社
だ。最近の例では、急成長を遂げている「ワークマン」も、ベ
イシアグループが株式の60％超を保有。ベイシアは非上場だが、
圧倒的な支配株主がいるという点では親子上場と構造は同じだ。

かたや、小売業の〈完全子会社〉が成功を収めた事例は少な
いように思える。筆者が思い起こせるのは、ファーストリテイ
リング傘下の「ジーユー」だけだ。これは柳井正社長による権
限移譲と度量の大きさが生んだ少数事例であろう。子会社によ
る新規事業がイノベーションを生み、事業として成功を収める
には、適切な権限移譲が不可避である。その権限移譲の一つの
手段として、子会社が株式上場を行い、資本市場から適切なモ
ニタリングを受けることは、少なくとも日本の小売業界におい
ては有効に機能してきた戦略といえる。親子上場はすぐれて
「ガバナンス」の問題であり、その存在自体を全て否定すべき
ものではないであろう。
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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



参考：親子上場銘柄（小売セクター）の長期株価パフォーマンス

情報はブルームバーグより入手
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経営全般：『「シャドウ消費」を支えた交際費と自営業者』

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）

「社用族」という言葉が聞かれなくなって久しい。飲食など
に社費を乱費する人たちを指す。社用族とは、元来「斜陽族」
をもじった言葉だ。これは、1947年に発表された太宰治の
『斜陽』から生まれた流行語であり、没落階級を指す。

企業の交際費は1970～80年代に膨れ上がった。第一次オイ
ルショックが起こった1974年、交際費は2兆円を下回っていた。
その後3倍超となり、ピークの1992年には6兆円を上回った。
しかし、バブル崩壊後、社用族は本来の斜陽族の意味と同様に
没落した。交際費は、2011年にはピーク比半分の3兆円以下と
なった。その後、アベノミクスによる景気回復で多少は持ち直
しているが、依然として3兆円台半ばに留まっている。

社用族の支出先は銀座のクラブだけではない。百貨店、各種
専門店、お土産物屋など、日本全体の“個人消費”を支えた。正
規の銀行でない金融の仕組みをシャドウ（影）バンキングとい
う。交際費が支えた個人消費の仕組みは「シャドウ消費」だ。
「シャドウ消費」が霧消したことで、日本の個人消費は頭を押
さえられている。

自営業者の存在も「シャドウ消費」の別エンジンだった。法
人でも個人でもない存在として、経費名目で“個人消費”を支え
てきた。しかし、平成の30年間で自営業者は30％以上減少し、
自営業に従事する人の比率は約半分に低下した。これら日本の
経済構造の崩壊が、個人消費の回復を遅らせていることを過小
評価すべきではなかろう。
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テクノロジー関連業界：『運転中も安全・快適にサービスを受ける機器が拡大中』

栗山 史

Hitoshi Kuriyama

執行役員 産業調査部長

昨年オリンピックと買い替えサイクルの相乗効果で爆発的な
市場拡大の可能性を指摘したテレビ需要は、19年7-9月2桁増
となった想定比では停滞の印象。一方、新車販売停滞の中、ス
マホへの代替を指摘された車載機器は安定拡大が続き、2018
年5849億円となった。これは映像機器と同規模だ。

けん引しているのはドライブレコーダ。2018年は367万台

(38％増）まで拡大し、統計が発表された2016年4月～2019

年9月の累積出荷台数は1000万台を突破。新車販売台数（527

万台）、保有台数（6180万台）と比較すると普及率は低く、

販売価格も1-3万円程度と普及しやすいゾーンで未だ拡大余地

が大。また自動車保険と協業など新たなビジネスモデルの形成

が始まっており、社会的風潮も後押ししている。

加えて、普及が進み始めたETC2.0対応機器もプラス要因。

9500万台に普及したETCの進化版で、安全走行や渋滞回避へ

の情報提供を双方向で行うことに加え、民間事業者が様々な料

金決済手段として使うことが可能。現在搭載車は高速料金割引

もある。また運転中にスマホ経由でサブスクにより音楽を楽し

むためのオーディオ機器も貢献しているようだ。

民生用車載機器は、音楽・地図などフィジカル対応が主体

だったが、住空間や車以外の移動空間と同様のサービスを楽し

むための機器で拡大。サービスとの協業・政策的サポートも後

押ししている。進行中かつ身近なCASEの一環として面白い。
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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：『一人でできることには限界がある。外部経営資源の活用。』

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）

私事ながら、11月に詩集を出版した。発刊にあたっては、弊
社がお客様に主張している「外部との連携」を自ら実践してみ
ることとした。

学問、産業、社会が発展、高度化することの明らかな帰結は、
細分化、専門家されるということである。たとえば、相対性理
論は一人の天才によって書かれた（基礎となる数学など先人の
肩の上にいたことは言うまでもないが）。量子論でも中心的な
頭脳は100人に満たないであろう。翻って現在。最先端の物理
学を一人の頭脳が生み出すことは難しいであろう。

ハイテク産業もまさしくそうであろう。「総合」企業がどの
分野でも勝てる時代は終わった。「うちは〇〇で世界一位」と
間違いなく言える分野、技術が必須である。

このことを裏返せば、自らは「勝てる分野」に集中し、そう
でない分野はそれぞれの一位と協業することが重要である、と
いうことになる（同時に、それらを演出する仕事も生まれるこ
とになる。Appleがそれに近いであろう）。

拙著にあたっては、東京芸術大学にお願いをして人を募集し
た。結果、東京芸術大学、多摩美術大学の学生と知り合うこと
ができ、彼ら二人の専門性をいかんなく発揮していただいた。
言葉、画、設計、3分野の協業である。
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先端領域： 『曲がり角のiPS細胞（による再生医療）、正統な評価など無い』

本橋 陽介

Yosuke Motohashi

マネージング・ディレクター

再生医療向けにiPS細胞を備蓄する「ストック事業」への支
援を減額する案が出された。これを受けて11月11日、都内で
ノーベル賞受賞者である山中伸弥京都大学教授が会見し、
「（政府の支援を）いきなりゼロにするのが本当なら相当理不
尽だ」と会見された。再生医療実現拠点ネットワークプログラ
ムでは、2012年度の補正予算も含めて10年間で1,100億円を
支援する（CiRAのストック事業予算は100億円弱）としていた。
この予算が2023年以降ゼロになる。

まず確認が必要なのは「iPS細胞に関連する研究すべてに×
がついたわけではない」ということだ。とりあえず、iPS細胞
の再生医療の道は当面厳しいものとなるが、再生医療は一部の
活用法であり、製薬企業から期待が高い創薬利活用や病態研究
に関する研究にその軸足を移していくものと思料する。

あえてマネジメントの議論に一般化した場合、こういう事案
があると、必ずといっていいほど「ポートフォリオを構築する
などリスク分散していなかったのが問題だ。」という意見が出
る。「犯人は誰だ」「山中教授がかわいそう」に比べれば遥か
に理性的な意見では、ある。特に管理職など相応の地位にある
日本人がとっさに取ってしまうポジションではないだろうか。

ただ、まだまだ若輩の筆者の経験に照らしても、先端技術に
大きく張らなくてはいけないとき、その裏にあるリスクを定量
化可能なことなど稀であった。過去多くのベンチャー投資が、
ある信念に基づき実行され、そして失敗してきた歴史もある。
もちろん、基礎研究段階で大きな投資に踏み切ったこと、など
本件の課題が無いとは言わない。しかし、あえて先端技術には
正統な評価など無い、と言い切りたい。そして次の「賭け」に
期待したい。
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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： 『スマホゲームにおけるHTML5活用の可能性』

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。

国内スマートフォン向けゲーム市場においては、知名度の高
いIPを活用する場合でも、従来型のガチャに依存するゲーム性
では、新規タイトルで大ヒットを期待することは難しくなって
いる一方、シナリオやグラフィックの作り込みが必要となるな
ど、開発コストも高騰してきている。

開発コストを投じてシナリオやグラフィックを作り込んだタ
イトルは総じてダウンロード容量が大きく、ユーザーにタイト
ルに対する興味を抱かせた場合でも、ダウンロードの負荷が強
い。その解決策の一つになりうると考えられるのは、HTML5
ベースのゲームプラットフォームの活用である。

HTML5ベースのゲームプラットフォームは、実質ブラウザ
ゲームプラットフォームであり、ガラケー時代に人気を博した
グリーやモバゲープラットフォームの延長線上に位置するが、
テクノロジーの進化により、激しいアクションゲームでなけれ
ば、スマホゲームアプリと遜色ない動作が可能となっている。
オンラインでのユーザー間のやりとりにおいても、クラウド上
となるため、ユーザーのアプリ間で同期が必要なアプリ開発と
比較しても、開発コストは低い模様である。

現在、HTML5のゲームプラットフォームは、LINEや、バン
ダイナムコ/ドワンゴ（サービス名：enza）が提供している。
現状では、両者に大ヒットタイトルは見られないが、効率的な
コスト投下を目的として、まずはHTML5ベースのプラット
フォーム向けにタイトルを供給し、ヒット可能性を見極めた上
で、アプリ版を展開するといった開発/展開手法を採るゲーム
会社も現れる可能性が有ろう。



機械業界： 『工作機械受注は底入れか？』

水野 英之

Hideyuki Mizuno

シニア･アナリスト

2020年3月期上期決算では、機械各社の業績の下方修正が相
次いだ。これは、米中貿易摩擦の影響などにより設備投資を先
送りする企業が増えていることや、中国やアジアでの自動車販
売の減速などによる。米中貿易摩擦の影響は、機械各社が想定
していた以上に大きかったようである。今後、米中貿易摩擦の
影響を払拭できるかは不透明であるが、先行きに対して過度な
悲観論は少なく、来年春には回復を期待する声も聞かれる。

その１つが、工作機械受注の底入れ期待である。工作機械受
注は、2018年3月の1,829億円をピークに下落に転じ、2019
年10月は874億円（前年比37％減）とピーク比で半分以下と
なり、好不況の目安とされる1,000億円を3か月連続で割り込
むなど厳しい状況にある。

1995年以降の工作機械受注の下落局面は、5回あったが、下
落期間は4四半期が1回で、残りは6～8四半期となっている。
また、ピークからボトムまでの下落率は、リーマンショック時
（約85％減）を除き、27～43％減のレンジとなっている。日
本工作機械工業会では、2019年10～12月の受注は2,800億円
程度と予想している。10～12月までの下落期間は7四半期、
ピーク比の下落率は約43％減となり、過去の下落局面の終盤に
近い状況にあるというのが、底入れ期待の背景にある。

工作機械の受注サイクルから見れば、底入れ感がでているが、
大幅な回復が期待できるシナリオは難しい。2020年の同予想
は年末に向けて公表されようが、横ばい圏になる公算が強そう
だ。工作機械受注の本格回復には、米中貿易摩擦の終息や自動
車や半導体業界の設備投資マインドが上向く必要がある。
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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。



消費財業界： 『美容家電市場へも影響を及ぼす、化粧品メーカーの技術イノベーション』

三浦 充美

Atsumi Miura

シニア･アナリスト
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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
ファリング助言に加え、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。

花王が、昨年公開した積層型極薄膜形成技術「Fine Fiber
Technology」を応用した製品「バイオミメシス」シリーズを
12月4日に上市する。ベースは皮膚表面を直径1μm以下の極細
繊維薄膜で覆う技術であり、膜を形成する専用ディフューザー
はパナソニック アプライアンス社と共同開発した。

新製品の原理は、就寝前の美容液塗布後に肌を「積層型極薄
被膜」で覆うことで成分を均一かつ長時間肌表面に保持させて
スキンケアを行うものである。10分程度で浸透させるシートマ
スクや、電気的刺激によって成分浸透を高める「導入型」美顔
器などとは全く異なり、低刺激・長時間で成分の高浸透を実現
するナイトケアという新しいコンセプトである。

価格はディフューザーが5万円、これに美容液と「膜」化す
る化粧液を併せて7万円と高価であるが、従来型の美顔器価格
（2~7万円程度）や最高価格帯のシートマスク（1枚2千円
超）を比べても化粧品としては妥当な水準といえ、メディアの
反応を考慮しても、それなりの市場性は期待できるとみている。

美容家電市場は過去10年以上拡大を継続しており、メーカー
も厳しい競合の中でも成長を享受している。現在の導入型美顔
器は厳密に併用する化粧品を特定しないものが一般的である中
で、今回の花王の新製品は、化粧品が「専用機器」と共に市場
に乗り込んだ格好で、市場にも少なからぬ影響が予想される。

花王は同技術を利用して、傷跡や痣をカバーするアピアラン
スケアを含むメイクアップ製品も準備中としており、更に創傷
を保護しながら治療する医療用途への展開も示唆している。美
顔器大手のパナソニックが、自社製品との一部競合の可能性に
もかかわらず機器開発でタッグを組んだことからも、今後の同
技術の可能性への期待がうかがえる。



中国担当：『小口温度帯物流』

中村 達

Toru Nakamura

マネージング・ディレクター

中国アリババ社が11月26日香港株式市場に上場した。

2014年ニューヨーク証券取引所上場しており、香港への申請
が今年6月前後と言われており、香港動乱により不安視されて
いる金融センターのポジション回復の意味合いも強い。

そのアリババの積極投資は続いており上場直前に世界10位、
中国トップ乳業メーカー蒙牛乳業集団（香港上場 時価総額約
1.6兆円）傘下の天鮮配へ1.5億元（23億円）出資を発表した。
蒙牛保有チルド商品のO2O業務でマンション内設置スマート
ボックスへの日配を可能としている。

同社トレーディング額2,684億元（４兆円）を記録したW11
にみられるように一時的に購買が集中し、かつ小口物流（宅
配）が常態化している中国市場で、物流手段をどう拡大するか、
更に物流スピードを上げるか（品質）が商品ラインアップ以上
に必要となっている。

物流品質においては、上述の様に温度帯物流の整備が消費者
支持の拡大に繋がる。既に外食市場は５兆元（75兆円）に近づ
いており、この15-20％がECケータリング市場である。更に中
食市場を重視しているコンビニもECケータリングに参加し数
年でほぼゼロから5％前後まで伸ばしている。

中国最大の物流企業 順豊（SFエクスプレス 深圳上場 時
価総額1,680億元（2.5兆円））がアリババと競合関係になり
約5年。温度帯小口物流業務として、ECケータリング市場に参
入を決めた。アリババとテンセントで2分されている市場にあ
えて参入してきた順豊と広がる小口物流。従来の業務を超えた
参入には、労働力確保と品質向上を各社がどう進めるのか注目
である。
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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： 『ASEAN首長の長期高齢化』

毛利 剛実

Takemi Mori

シニア・ディレクター

弊社が支援する域内M&Aでは、日本企業が現地企業を買収す
るとのパターンが多い。その際、現地オーナーが売却を企図す
る背景として、技術を有する戦略パートナーを欲するケースや、
オーナー自身の他のグループ会社で資金需要があるケース（不
動産投資失敗など）などもあるが、今年も扱う域内M&Aの大半
は、現地未上場会社のオーナー高齢化（＋ファミリーに継手が
不在）に起因する事業承継のケースである。近時も売手先の
オーナー（63歳）と対話していると「歳をとると更なる成長へ
の意欲や新しいことに対する関心が薄れ、社員にも申し訳ない。
頭がしっかりしている間にちゃんと継手を決めておきたい」と
のコメントを得ることがあり、冷静に自身と自社のことを分析
した結果なのだと感じる。

上記は一国の首長もしかりではないかと考えることがある。
最近、フィリピン・ドゥテルテ大統領が重度の筋無力症の発症
や癌（消化器系）の疑いがあることを立て続けに発表した。同
氏は「職務に支障が出るなら速やかに辞する」と発言しており、
近年「長期高齢化」する域内政治模様を拝察する限りにおいて
非常に潔いと映る。域内における主な高齢・長期首長は以下の
通りである。

・マレーシア：マハティール首相（94歳）在任：計23年

・フィリピン：ドゥテルテ大統領（74歳）在任：3年

・カンボジア：フン・セン首相（68歳）在任：計34年

無論、政治の安定は経済を推進する上でプラス面も多い。但
し、長期化は日産におけるカルロス・ゴーンのように長期政権
で且つ後継を作らなかったがために将来が見えなくなることも
あり、投資対象国としてこのような留意点にも注視したい。
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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。



ディスクレーマー

本資料は、閲覧者の参考に資することを唯一の目的として作成、提出されたものであり、他の一切の目的のために作成されたものではありません。
本資料は、現時点で一般に入手可能な公開情報を、弊社においてその正確性および網羅性等を独自に検証することなく作成されており、具体的案件
の検討の基礎となる各前提事実、仮定およびその他情報等に関して弊社が対外的に意見を表明するものではありません。法律、会計、税務等の専門
領域に関する検討に関しましては、弁護士、公認会計士、税理士等の各専門家にご相談・ご確認されますようお願い致します。
本資料の著作権はフロンティア・マネジメント株式会社に帰属します。

© 2019 Frontier Management Inc. 


