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日本企業に必要な「自発的変革力」
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日本企業に必要な「自発的変革力」

1. 国内上場企業のうち売上成長・

　　利益率向上を両立できたのは24％

2. 売上成長が困難な要因は、長年にわたる 
　　事業構造改革による事業の成熟化

3. 新たな成長基調に転換するには 
　　自社の変革に加え他力の活用も一案
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した企業 （300社）がそれを上回っている。 C  営業利益が拡大

している企業は先ほどと同様に約 6割 （482社）占めているが、売

上が成長できていない企業が多く存在していることが見て取れる。

個社別の詳細な分析を行う必要はあるものの、総じて国内大手上

場企業は、成長に苦慮する中で市況に恵まれたことにより、表面的

な業績 （営業利益）が拡大したに過ぎず、持続的な成長基調へと

1 . 国内企業の業績回復は本物か

国内企業の業績推移

現在、2017年度決算の発表が続々と進んでいる時期であるが、

多くの企業にとって最新期である 2016年度までの業績を元に分

析を行っていきたい。国内企業においては、アベノミクスに代表さ

れる経済政策、円安・原材料価格の低下といった市況の追い風

により多くの企業において営業利益は大幅に増加し、株価も大きく

回復している。 A
一方で 2010年度と比較した場合に、各社営業利益率は大幅に

増加しているものの、個社別に見ると、どのような特徴があるだろう

か。 Bは、国内上場企業 3291社の 2010年度と 2016年度の業績

変化を捉えたグラフである。 B   縦軸は、2016年度の営業利益

率が 2010年度を上回っている企業と、下回っている企業を示した

ものであり、約 6割に当たる 1762社が営業利益率で上昇している

ことがわかる。 一方で、横軸は、2016年度の売上額が 2010年度

を上回っている企業と、下回っている企業を示したものであり、約半

数の 1374社が売上額で 2010年度から成長していることがわかる。

これらを組み合わせると、事業が成長し、営業利益も拡大した企業

は約 2割である 804社に留まっており、売上が縮小しているにも関

わらず多くは市況による追い風等により営業利益率が向上している

企業が 958社存在していることがわかる。また、売上成長率の伸び

が低いことから、大型の M&Aによる売上拡大も限定的であることが

見て取れる。国内企業が不採算事業を整理し、利益率を向上させ

る構造改革がうまく進み、企業として稼ぐ力が増した中で市況に

恵まれた、とも言えるが一方で未来に向けて持続的な成長を実現

する観点からは、課題を抱えているといえよう。

さらに、2016年度売上高を 1000億円以上の上場企業 921社に

絞りこんだ場合、売上・営業利益率ともに拡大した企業は約 2割
（182社）に留まり、売上は成長していないものの営業利益を拡大

日本企業に必要な「自発的変革力」

2017年度の各社業績が続 と々発表されているが、アベノミクスに代表される経済政策、円安・原材料価格の低下といった市

況による追い風もあり、多くの企業において、営業利益額は大幅に向上している。

しかしながら、2010~16年度の国内上場企業 3291社の分析を行ったところ、売上成長と営業利益率を両立した企業は、国内

全上場企業のうち 24％の 804社に留まっている。ある意味、新たな事業の創出による営業利益額の増大というよりは、構造改

革が進んだ日本企業において、為替等の外的要因により業績が押し上げられている、といえる。一方で、構造改革を推し進める

中で、各企業における事業ポートフォリオは成熟化する傾向にあり、有望な次の柱が育っていない、もしくは将来を支えきれない

状況にある企業が多いように思う。

本稿においては、現状の好況の中で、次の柱をどのように構築していくべきかについて、取り組み事例からそのヒントを紹介す

る。中でも、他力を活用した新たな柱の構築、さらには事業モデルの転換を図る方策について触れていきたい。

A

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
[年 ]

日経平均（N225) 
[円 ]

日経平均（N225) 
（左軸）

営業利益 
（右軸）

営業利益 [%]

国内企業 1 の株価推移と営業利益の推移

出所：  Speeda、ローランド・ベルガー

1） 対象企業は、上場企業（2016年時点）内で 2010年度からデータが取得
　　可能な 3,291社が対象
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転換するためには、これまでとは異なるアプローチが必要なことを示

唆している。

成熟化するポートフォリオ

バブル崩壊からリーマンショック後まで、日本国内においては未曾

有の長期的な経済の低迷を体験し、デフレへの対応を含め、国内企

業は生き残りに向けて大きな構造改革に迫られてきた。また、その中

で構造改革に失敗した企

業による経営破綻、さらに

はそれに伴う企業の合従

連衡が行われてきた。

こういった環境下におい

て、国内企業は不採算事

業の売却、停止を余儀な

くされ、短期的な収益の確

保を優先せざるを得なく

なった。結果として、未来の

成長の種であった有望な

事業や次の世代を牽引す

る製品に対して十分な投

資を行ってこれなかった。

そのため、各社の事業

ポートフォリオを見ると、足

元、成熟した稼ぎ頭（キャッ

シュカウ）は存在するもの

の、結果的にはその成熟

化が進んでしまっているの

が現状といえる ｡ D

依然として根強い自前

主義

一方で、日本企業とし

て、新規領域に踏み出す

ときにも、自社の技術への

こだわりが強く、他企業と

の連携、もしくは買収を活

用した展開は依然として限

定的である。 新規事業へ

の展開を考える際にも、伸

びる市場に買収を活用し

ながら大きく事業構造を転

換する企業は極めて稀で

あり、既存のコア技術を援

用することにより事業領域

の転換を目指し、その技術

上の限界からなかなか事

業化が進まない傾向にあ

る。富士フイルムの化粧品領域への転換においては、写真フィル

ム事業で培ったコラーゲンやナノ化技術を転用した成功事例はあ

まりに有名であるが、この事例が多くの経営陣によって語られ続ける

のも、背景にこういった根強い自前主義が存在するように考えられ

る。

B
B

C

C 国内上場企業 1 の業績推移（2010 - 16年）

上場企業全体（3291社）

売上高 1000億円の上場企業（921社）

収益性評価 [2016年 ]
（営業利益 対 2010年比）

収益性評価 [2016年 ]
（営業利益 対 2010年比）

売上成長率
（CAGR 2010-16）

売上成長率
（CAGR 2010-16）

＞

＞

＞
＞

売上／営業利益
率が共に拡大
している企業

売上／営業利益
率が共に拡大
している企業

全体の

全体の

収益性改善

収益性改善

平均CAGR：-2.1%

平均 CAGR：-2.4%

平均 136%

平均 125%

対 10年比

対 10年比

24%

22%

1,917社

519社

1,374社

302社

売上低下

売上低下

-30%

-30%

30%

30%
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10%

-20%

-20%

20%

20%

売上増加

売上増加

1,762社

482社

1,529社

339社

売上・収益性
ともに向上

売上・収益性
ともに向上

売上は低下す
るも収益性は
改善

売上・収益性
ともに低下

804社958社

570社959社
-100%

-100%

1） 対象企業は、上場企業（2016年時点）内で 2010年度からデータが取得可能な 3,291社が対象
出所：  Speeda、ローランド・ベルガー

収益性向上

収益性向上

収益性低下

収益性低下

売上は低下す
るも収益性は
改善

売上・収益性
ともに低下

182社300社

120社219社

売上は成長する
も収益性が低下

売上は成長する
も収益性が低下
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功事例が生まれにくい状況である。たとえば、もともと港湾として栄え

ていたドイツのハンブルグ市では、新たな産業として航空機産業に

着目し、エアバス、ルフトハンザと協力しハンブルグ空港を中心に大

学・研究施設や、数百を超えるサプライヤーを集積した。世界から

最先端の研究を集約し、事業化するとともに、研究開発人材の育成

に企業が連携しながら行っていく仕組みを構築している。このように

グローバルには一般的になりつつあるオープンイノベーションを新

規事業創出に活用できていないの

も自前主義によるところが大きい。

現状のままだと、国内企業の競争

力は、近い未来事業のさらなる成熟

化により低迷する可能性が高く、事

業環境に恵まれている今こそ、将来

に向けた布石を打っておく必要が

ある。

2 .  新たな成長基調に 
　　転換するためには

　　何が必要か

未来からの逆算での中長期戦略

外部からの圧力ではなく自立的

に自社を変革し、持続的な成長へ

と大きく舵を切るためには何が必

要か。それは、自らがどのように未

来、社会を描き、それにどのように

備えていくかにヒントがある。 この

アプローチは、現状の事業からボ

トムアップで描く目指す姿では大

きなジャンプが描きにくい中で、未

来から逆算することにより大きな目

線で描くことができる。 ローランド・

ベルガー東京オフィスでは、未

来構想センターを設立し、人口動

態等のメガトレンドだけでなく、産

業ごとにどのような変化を見込む

べきか、テクノロジーやビジネスモ

デルの進化を捉え、そのシナリオ

を描く経験を多数有している。 近

年、未来構想センターとの協業

により、未来からの逆算で目指す

べき姿を描出し、中期経営計画

へと落とし込む支援が増えてきて

いる ｡その中で、他力の活用も視

野に自社の事業モデルの変革に

チャレンジする企業が増えている。

E

持続的成長を見込みにくい日本企業

結果として、日本企業においては、近年変化が見られ始めては

いるものの、自社の成長を担保するために事業ポートフォリオを入れ

替え続けていく、GE型の事業運営はあまり根付かず、大きな事業

転換が進みにくくなっている。また、オープンイノベーションにおい

ても、ドイツのように産業クラスターをつくりあげるような大掛かりな取り

組みが存在しない中で、自社の技術による事業化が前提となり、成

E

D 国内企業における事業ポートフォリオの成熟化

未来からの逆算での戦略策定アプローチ例

Step 1

Step 2

未来を予測し、

目指す姿を構想

未来からの逆算で、

目指す姿を策定ボトムアップで
描く目指す姿

逆引きで描く
目指す姿

現在

事業の
撤退／売却

事業の
撤退／売却

成熟事業から、
将来の事業の種
／成長事業へ

リソースを再配分

将来の成長を
担う有望な
事業が不在

あるべき姿（過去） 現在の姿

出所：  ローランド・ベルガー

 > 「将来の事業の種」・「成長事業」・「成熟事業」
のバランスが取れており、新陳代謝の良いサイ
クルを構築できている

 > 「成熟事業」が相対的に重く、負のサイクル脱却
に向けたアクションが必要

将来の
事業の種

将来の
事業の種

成長
事業

成長
事業

成熟事業
成熟事業

業務改革に
よる事業整理

業務改革に
よる事業整理
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目指す姿実現のための

他力の活用～　

① M&A活用

新たな事業展開にあたり、不

足するケイパビリティ、技術等

を M&Aにより獲得していくこと

は、日本企業にとっても一般的

になってきており、多くの企業

が実践している。近年、モノ売

りからコト売りへとビジネスモデ

ルを転換する流れの中で、必

要なケイパビリティを M&Aに

より獲得する例が増えてきてい

る。中でも、欧米において一定

の事業基盤を有する企業を買

収することで、現地証券へのア

クセス獲得、また売上成長の実

現が可能となることから、実践

する企業が飛躍的に増加して

いる。弊社ではその前提となる

目指す姿、成長戦略策定から

ご支援が可能である ｡ F

②ベンチャー企業の活用

一方で、自社の保有する技

術の新たな用途展開を切り口

に、新たな成長領域を探索、

立ち上げていくこともできる。

弊社提携先であるアスタミュー

ゼ株式会社との共同プロジェ

クトにおいては、自社の保有す

る特許、及び類似特許がどの

ような用途で事業化されようとし

ているかを把握することによっ

て、技術的親和性の高い新規

領域を特定することも可能であ

る。 また、科研費、ベンチャー

キャピタルの出資額、クラウド

ファンディングの実績に加え、

世界中にネットワークした PhD
保有者のネットワーク等から、

事業フェーズをある程度想定

しながら事業化の検討できる ｡ G

3 .最後に

構造改革を進めてきた日本企業が市況に恵まれている今、中長

期の持続的な成長に向けて、自らが舵を切り、資源を大きく配分

していく時期にあるのではないか。 未来からの逆算で、貴社なら

ではの成長モデルを描き、実現すべくアクションが求められてい

る。

E

E

ローランド・ベルガーの「刺激の半日」

ローランド・ベルガーの「刺激の半日」

F

G

M&Aによる支援アプローチ（例示）

弊社提携先を活用した新規事業探索アプローチ（例示）

 > アウトサイドインで
の対象会社の強
み・課題の理解

 > 本 DDにおける
論点の明確化

 > 交渉プランおよ
びそのアクション
プランの明確化

 > 交渉停止の条件
の明確化

 > 貴社の保有特許で他社新規事業（特許出願）の
牽制実績、類似技術での新規事業案の棚卸

 > 貴社の想定とは異なる市場、用途展開での
活用が予定されていた新規事業案の
リストアップ

 > 貴社が想定する有望領域 に関する成長　　
領域／投資動向把握

 > 上記領域における新規事業案のリストアップ

 > 貴社保有技術／顧客
基盤との親和性等を
基準とした有望な新規
事業案の選定

 > 有望な新規事業案に
おける目指す姿の
具体化

 > 目指す姿の実現に向
けた事業戦略の策定
（投資・買収候補、
連携候補先企業の
リストアップ等を含む）

 > 初期コンタク
ト及び提案

（以下次フェーズ）

 > 議論を受けた
再提案

 > 基本合意
締結準備

 > BDD実施

 > 統合シナ
ジー試算

 > 統合後の
アクション
プラン策定

 > 投資後の
戦略具体化

 > シナジーの
実現支援

 > 業績モニタ
リングの
進化及び
実行支援

貴社成長戦略の明確化

保有技術ベースでの

新規事業機会の棚卸

新規事業案の

選定／具体化

収益計画の

策定／実行

計画の遂行

等マーケットインでの

新規事業機会の棚卸

貴社戦略の明確化と交渉準備 交渉支援 実行支援 統合支援

M&Aプロセス

の実行支援

PMI支援初期コンタクト

及び提案

交渉プラン策定

(FAと協業 )
プレ DDの実施

ＦＡ選定 基本合意書

締結

最終契約書

締結

 > 現状貴社事業、及び経営陣の想いを理解

 > 目指すべき姿の策定、及び買収候補に求める

要件の特定

 > ロングリスト・ショートリスト策定

出所：  ローランド・ベルガー

RB_130_自発的変革力_1806.indd   6 2018/06/20   16:20



ABOUT US

7Think:Act
日本企業に必要な「自発的変革力」

提携企業について

ミッシングピースの探索

設備シェアリングと試作品製作

世界を網羅したイノベーション DB

AIの民主化・HRテック

ビジネスチャットによる「究極の意識共有」

VR、ARソムリエ

ローランド ・ ベルガー東京オフィスは、

外部企業との協業を推進しています。

企業や産業の垣根を越えて、知識や能力

を流通させる。 新しい価値を共に考え、

創り出していく。 こうした取り組みにより、

イノベーションの創出を加速させていきます。

ボーダレスに市場が進展し、国境を越えて戦

いが繰り広げられる中、Ｍ＆Ａは一つの有効

な手段である。 買うか買われるか、という時

代ではなく、未来を構想し、互いに協力して価

値を創出するよきパートナをいち早く見つけ

組んでいくことが勝ち残りの要件になってくる

のではないだろうか。

本稿では、クロスボーダーＭ＆Ａにおける、

失敗の要因を分析するとともに、成功確率を

あげるためのポイントを紹介する。

１） 戦略なき M&Aは失敗する！

 案件持込対応の前にショートリスト化

２） 検討期間は冷静さを失うな！

 客観的な事業精査の重要性と合理的 
 なシナジー検討

３）買収後が本番！

 PMI（統合支援）へのリソース配分と方法論

トヨタ生産方式によるリソース捻出

FURTHER READING

プロトタイピングの量産

要素技術復権の狼煙

モノづくり企業の羅針盤

ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案とその実

行支援に特化した経営コンサルティング・ファームです。1967年の創立以来、成長を続け、現在

2,400名を超えるスタッフと共に、世界34カ国50事務所を構えるまでに至りました。日本では1991

年に設立以来、日本企業に加え、政府機関など数多くのクライアントとの長期的な信頼関係を構

築してまいりました。近年では、日本型イノベーションである「和ノベーション」を提唱し、日本企業

の改革を進めています。

Links & Likes
ORDER AND DOWNLOAD
www.rolandberger.com

STAY TUNED
www.twitter.com/RolandBerger

LIKE AND SHARE
www.facebook.com/RolandBergerGmbH

INSIGHTS

http://rolandberger.tokyo

ローランド・ベルガー東京
オフィスオウンドメディアを
ご訪問ください

視点125号
『クロスボーダーM&Aの成功に向けて』

ローランド・ベルガー既刊スタディのご紹介
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パートナー

渡部 高士　Takashi Watanabe
takashi.watanabe@rolandberger.com

一橋大学商学部を卒業後、富士銀行、米国系戦略コンサル

ティング・ファーム、アマゾンジャパンを経て、ローランド・

ベルガーに参画。

米国マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院卒業。

化学、電機業界を中心に金融、流通・小売業界向けにも

事業モデルの変革支援及び中期経営計画策定支援の

プロジェクト経験を豊富に持つ。
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