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内容

進むべき道

サプライヤができ
ることは、将来の
持続可能なビジネ
スモデルを確保す
るために、戦略の
軸道を修正する
ことである

D
ウィナーズ・
フレーム
ワーク

2008/09年の経済
危機は、逆境でも
収益性の高い成
長を遂げるための
チャンスであった

B

チームの紹介：
ローランド・ベル
ガーとラザード・
オートモーティブ

連絡先

E
次の経済
サイクル

サプライヤにとって、
今後の数年間は、
技術的な混乱と並
行して、自動車販
売台数の減少と向
き合うことになる

C
COVID-19の
インパクト

景気停滞中に
COVID-19は市場に
ヒットし、サプライ
ヤに甚大な圧力を
もたらす

A
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自動車業界内の数量成長は2017/18年がピーク。2026年までにこのレ
ベルを超えることはないと予想されている

世界

北アメリカ ヨーロッパ2) 中国

日本・韓国
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1）小型商用車を含む 2）CISとトルコを除く

世界の乗用車販売台数1) 地域別、2014年~2020年と2026年の見通し [百万台]

出所: 「IHS LVセールスレポート 09/2020 IHS LVセールスレポート09/2020、 Roland Berger/Lazard

xx% = CAGR
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COVID-19は、サプライヤの平均マージンを大幅に引き下げた

COVID-
19

EBITマージン(%)

COVID-
19

EBITDAマージン

主要サプライヤの実績指標 2014-2020e (n=~600社)
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20182014 2015
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2016 20192017 H1/
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2020e
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12.0 11.9
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8.0
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2014 H1/
2020

2015 2016 20182017 2019 2020e

出所:  会社情報、Roland Berger/Lazard、Roland Berger/Lazardのサプライヤデータベース

注) 2020eは、通期で-15%～-20%の減収を想定
1) H1/2020 EBITの一部を手作業で調整し、中間決算を伝えていない会社のために外挿し
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6.9
6.6

4.4
5.0

4.34.5

2.2

-0.2

1.3
1.6

North AmericaChina

5.1

Europe South Korea Japan

1.7

中国のサプライヤの損失は軽微：COVID-19による自動車販売への影
響は比較的少なく、回復も早かった

収入
CAGR 2014-19

~13.2% ~3.1% ~6.8% ~3.0% ~1.0%

地域別主要サプライヤの実績指標 [%]

EBIT 2019 EBIT H1/2020

EBITマージン

産業
平均値

産業
平均値

A 地域1

出所: 会社情報、Roland Berger/Lazard、Roland Berger/Lazardのサプライヤデータベース

> 中国のサプライヤが平均を上回る
マージンを維持。旧正月のCOVID-19
のロックダウンとロックダウン後の
比較的迅速な回復により、他の地
域と比べ、上半期の業績が大幅に
高かった

> 北米を拠点とするサプライヤは、グ
ローバルサプライチェーンへの依存
度が高いため、2020年上半期に苦
戦を強いられた。比較的利益率の
高かった数社のサプライヤが、平均
結果を高めることに貢献した

> 欧州では、 COVID-19の危機などに
に加え、多くのリストラの影響を受
けている

> 日・韓のサプライヤは、他の地域と
比べ、 COVID-19 による市場の下落
幅が小さく、収益性を維持できた

注) 2020年上半期のEBIT値は調整済み
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全ての製品カテゴリーのマージンが悪化。タイヤサプライヤはアフター
マーケットの影響で最大の落ち込みを記録

出所: 会社情報、Roland Berger/Lazard、Roland Berger/Lazardサプライヤデータベース

製品別主要サプライヤの実績指標 [%]

8.8

5.3
4.6

5.3

6.1

4.1

2.0
1.4 1.7

2.5

3.9

0.5

ExteriorTires Chassis Powertrain Electrics/
Infotainm.

Interior

5.1

1.7

EBITマージン

収入
CAGR 2014-19

~0.6% ~3.6% ~5.3% ~7.2% ~0.8%~6.6% > タイヤサプライヤはCOVID-19のロッ

クダウン中にアフターマーケットの
需要が減少したために苦しんだ

> COVID-19は、継続的な製品のコモ
ディティ化により、一部のシャシー
サプライヤの構造的な問題を加速
させている

> インテリアサプライヤもCOVID-19の
影響を強く受けている。そのほとん
どが欧州発のものであり、マージン
はマイナスに転じている

産業
平均値

産業
平均値

EBIT 2019 EBIT H1/2020

A 製品フォーカス3

注) 2020年上半期のEBIT値は調整済み
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2019年に初めてプロセス・スペシャリストがプロダクト・イノベーターよりも
一時的に高いマージンを実現

出所: 会社情報、Roland Berger/Lazard、Roland Berger/Lazardサプライヤデータベース

ビジネスモデル別主要サプライヤのパフォーマンス指標 [%]

> 歴史的にプロダクト・イノベーターの
マージンがプロセス・スペシャリスト
のマージンを上回っていたが、2019
年にはプロセス・スペシャリストが初
めて高いマージンを達成

> プロダクト・イノベーターは市場全体
が低迷する中、高額な投資を継続し
ており、収益性に影響を与えた。
プロダクト・イノベーターは、プロセス
スペシャリストと比較し、過去10年間
で約3倍研究開発に投資

> プロセススペシャリストのモデルは、
能力を活かすために大量の生産量
が必要。2020年上半期になると、プ
ロダクトイノベーター以上に、市場の
低迷による影響を受けていることが
示されている

> また、2020年上半期の大型リストラ
の大半は、プロセススペシャリストに
影響を与える

4.9

5.5

2.3

1.2

Product innovator1) Process specialist2)

5.1

1.7

EBIT 2019 EBIT H1/2020

収入
CAGR 2014-19

~5.9% ~3.7%

EBITマージン

産業
平均値

産業
平均値

注) 2020年上期のEBIT値は調整後
1)差別化可能な革新的な製品をベースとしたビジネスモデル; 2) プロセスの専門性に基づくビジネスモデル（製品差別化の可能性は限られているが

(注)  分析にはタイヤサプライヤは含まれていない

A ビジネスモデル4
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私たちは、自動車メーカーの過去の財務・株主価値パフォーマンスを
分析し、「ベスト・プラクティス」を見つけ出した

勝ち組の方法論 -業績評価

入力パラメータ

> 全主要自動車地域の300社以上の
サプライヤの2009年~2019年の財務
データ

> 分析指標として、各サプライヤの投資
資本1)、投資資本利益率(ROIC2))、加
重資本コスト(WACC3))を使用

> KPIの組合せは、サプライヤの戦略的
意思決定(投資資本1))と過去10年間
の財務および株主価値のパフォーマ
ンス(ROIC2)/WACC3))を結びつけること
を可能に

> 製品関連の相関関係を理解するため
に、全てのサプライヤに主要製品セ
グメント（タイヤ、シャシー、パワー・ト
レイン、エクステリア、エレクトロニク
ス/情報機器、内装など）のラベルを
付けた

利益のない生産者

出所: CapIQ、Roland Berger/Lazard

解析スキーム4)

アンダーパフォーマー

勝者

キャッシュ・ジェネレーター

投
資
資
本
の
成
長
率[

％] 

ROIC -経済的利益としてのWACC [%]

過去数年間一貫して投資を行ってきたが、
平均以上の利益率に成長できなかったサ
プライヤ

過去数年間一貫して投資を行い、平均以
上のマージンと株主へのリターンを実現し
ているサプライヤ

高低
成長

利益
高低

高低
成長

利益
高低

財務パフォーマンスに一貫した問題があり、
その結果、事業を変革するための投資能
力も限られてしまうサプライヤ

過去数年の選択的な投資で、現在のビジネ
ス・モデルから利益を最大化しているサプラ
イヤ

高低
成長

利益
高低

高低
成長

利益
高低

1) 投資資本＝負債総額＋自己資本総額; 2) ROIC＝税引後営業利益／投資資本; 3) 加重平均自己資本コスト＋税引後負債コスト; 4) 成長=投資資本のCAGR、
利益=ROIC - WACC (経済的利益)
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中国と北米のサプライヤは同業他社を上回ったが、勝者やキャッシュ・
ジェネレーターは全ての地域やドメインに存在

6%

31%

53%

23%

48%

15%

26%

6%
31%

14%
45% 42%

36%

18%

NA CN

3%

JP/KR

3%

EU

アンダー・
パフォーマー

利益のない
生産者

キャッシュ・
ジェネレーター

勝者

100%

19% 17%
31% 35% 33%

45%11% 13%

21% 18% 20%

24%

30%
35%

13% 15%
22%

11%
41%

35% 34% 32%
24% 21%

E/I INTTIR PWT CHAEXT

地域別・セグメント別業績推移 [2009~2019年]

地域別クラスター化 製品セグメント別に分類

注) TIR = タイヤ、E/I = 電子機器・インフォテインメントシステム、PWT = パワー・トレイン、INT = インテリア、CHA = シャシー、EXT = エクステリア

出所: CapIQ、Roland Berger/LazardCapIQ、Roland Berger/Lazard
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勝者は、投資家の期待を常に上回るパフォーマンスを発揮することで、
「実行力」を証明している

1.2%

1.3%

-1.3%

Cash 
generators

Under-
performers

Winners

-12.9%

Profitless 
growers

実証された実行力B

> 勝者とキャッシュジェネレーターは、収
益性の面で投資家の期待を常に上
回っている

> 企業は、投資家の期待を上回ることは、
成長機会や業績改善のために適切に
資本を集中させた結果と理解

> 勝者とキャッシュジェネレーターは、適
宜コース修正を行い、新しい技術に参
加するチャレンジ力を持っている

> M&Aなどの投資判断は、明確な戦略
的意図を持って事前に決められた方
向性に沿って行う

> そうすることで、ビジネスのリーダー
シップを発揮し、戦略的な一貫性を保
つことに繋がり、持続的に成功を収め
ることができる

出所: CapIQ、Roland Berger/LazardCapIQ、Roland Berger/Lazard

実際の収入との差の中央値の平均値とコンセンサス推定1)

4

パフォーマンス分析 2009年～2019年

1) 決算発表前の1株当たり当期純利益と公表前のコンセンサス予想との差の割合で定義している
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93.7

88.3

92.2
94.3

89.7

世界の乗用車販売台数 2015年～2025年 [単位：百万台]

2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 2025

> 中国市場が成長の主な原動力

> 今後のMADEのトレンドは、大規模な先行投資を必要とし、
最初の新しいビジネスモデルを可能にした
(例：ライドヘイリング・サービス)

> 世界的な成長の停滞とサプライヤのマージンの悪化
> 排出量削減のための規制強化

> 米中欧貿易戦争

> 目的に合わせて作られた自動化されたモジュール式の
コネクテッドカーが「システムの一部」となる。正確なタ
イミングは不明

> 市場のあらゆる面に大きな影響を与えるMADEトレンド

> 化石文明後の社会経済動向、社会正義、さらなる脱グ
ローバル化とボラティリティー

> 中国は依然として、一番成長を牽引する

MADEの先行投資

COVID-19は、財務管理とビジネスモデルの抜本的な変化の上に生じた

回復の大きさと
速度の不確実性
が高い

振り返ってみると 前を向くとa c

MADEの技術的影響

2020 2021

現在は

> 劇的に変化する、
現在の業界トピック
の関連性

> 短期・中期的な展
開の不確実性が高
い

b

COVID-19

出所: IHS、OECD、Roland Berger/Lazard
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振り返ってみると、MADE1)の動向がサプライヤのアジェンダを支配し、
自動車産業のほぼ全ての側面に影響を与えた

サプライヤCEOのレーダー画面、2019年の展望

車の
買取業者

競争 供給ベース

エクイティ・
ストーリーの魅力

軽量
新しいモビリティ
のコンセプト

新規市場
参入者 ソフトウェアと

エレクトロニクスの
重要性の高まり

資本市場
資金

サプライヤ
への価格圧力

デジタルビジネス
モデル

数量の停滞・減少の
可能性

ハイエンド車種の
重要性の低下

ニューカー
コンセプト

削減された
ICE株

市場の統合

承認プロセスの
種類

スマートな製品と
新製品

品質の向上
耐久性要件

インテリアの
カスタマイズ

非差別化部品
の外注化

熟練した労働力の
確保

デジタル
ビジネス
モデル

研究開発のための
高い資本要件

OEM 技術情報・
立法

新規顧客

モビリティ 自動運転 デジタル化 電化

貿易戦争

ディスラプションをマスター
するための資金調達の確保

COVID-19の影響を受ける

a 振り返ってみると

1)

出所: Roland Berger/Lazard
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サプライヤは、将来のビジネスの基盤を作るために、異なる地域環境
と市場のダイナミクスに対処しなければならない

地域間での差別化要因と前提条件

– 0 +– – サプライヤビジネスへの影響。(強く)否定的、影響なし、(強く)肯定的

出所: Roland Berger/Lazard

中国 北アメリカ ヨーロッパ 日本

– 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– –

– 0 +++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– –

– 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– –

– 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– –

– 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– –

– 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– – – 0 + ++– –

サプライヤに影響を与える前提条件

++

COVID-19の短期ベース、一般的な政府の
危機支援で地域はどれくらいのスピードで
回復すると予想されているのか?

中長期的な軽自動車販売台数の推移は?
ビジネスのための成長はどのような地域に
あるのか?

地域のサプライヤにとって、政府のアジェ
ンダと法的枠組みはどのように異なり、そ
れによって彼らのビジネスにどのような影
響を与えているのか?

MADEの動向は現地市場にどのような影響
を与えているのか、また、現地のサプライ
ヤにとってどのように有利なのか?

地域をまたいだ資本アクセスは、現地サプ
ライヤの成長資金を調達するのにどれだ
け簡単なのか?

地域のサプライヤ基盤の現在の財務健全
性はどのようになっているのか、また、将
来の競争に向けて企業はどのように位置
づけられているのか?

回復速度

売上高

政府の
アジェンダ

現在のサプラ
イヤの状態

資本金への
アクセス

MADEによる
影響

b 現在
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北米の資本調達力は最も高い。EUのサプライヤへの投資シェアは歴
史的に最も高いが、トレンドは中国と北米に向かっている

自動車産業への投資

出所: CapIQ、TRACXN、Roland Berger/Lazard

37%

26%

19%

14%
4%

NAFTA

EU

China

Japan

39%

38%

16%

7%
EU

NAFTA

China

Japan

1）2017年~2020年の自動車部品業界における非公開プレースメントまたは合併・買収の開示取引額ベース
2）2017年~2020年のベンチャーキャピタル投資の開示をもとにした推計値

– 0 + ++– –

– 0 + ++– –

– 0 + ++– –

– 0 + ++– –

M&A資本1)

RoW
資本の由来

投資先

ベンチャーキャピタルの
資金調達2）

投資先

資金の由来

37%

30%

18%

13%

NAFTA

China

RoW

1%

Japan

EU

45%

34%

14%
China

1% 

NAFTA

RoW 6%

EU Japan

> 2017年から2020年の間に開示された
M&A案件に投資された資本の4割近く
が北米地域からのものだった

> 日本の投資家が主に海外の資産を求
めるようになり、日本の供給基盤の弱
さが明らかになってきた

> 資本へのアクセスは全体的に困難に
なっている

> 中国の投資に影響を与える対外管理
のハードル

> セクターの魅力が低下

サプライヤビジネスへの
全体的な影響

b 現在から-資本の有無と分配
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社会経済のメガトレンドの変化は、自動車メーカーの今後のビジネス
を大きく変えることが予想される

化石後の文明 ボラティリティ社会正義 脱グローバル化

伝統的なサプライヤへの例示的な意味合い

全体的な影響

c 前を向いて

ポジティブインパクト マイナスの影響

ブランドイメージ構築の一環と
して、ソーシャルエンゲージメ
ントの重要性が高まっている

原材料などの倫理的な調達
のための証明、または原産地
証明の要件を含むサプライ
チェーンの持続可能性の重要
性が増している

ダイバーシティに対し、多くの
サプライヤの経営陣が注目を
集めることに

社内連携やグローバルなノウ
ハウ移転の必要性が大幅に
高まる一方で、知的財産保護
への取り組みが求められてい
た

サプライチェーンの脱グロー
バル化により、現地市場での
多国籍サプライヤの競争が
促進される

COVID-19の危機が主な原因
で、ローカル・フォー・ローカル
のサプライチェーンの傾向が
強まっている

キャパシティ・ニーズを満たす
ための資金需要が高まる一
方で、不確実性が高まる中で、
投資家にとって説得力のある
エクイティ・ストーリーを描くこ
とが困難になる

サプライヤ管理、生産計画、
生産計画、生産能力計画など、
ほぼ全てのビジネスプロセス
で計画の複雑さが増している

バリューチェーン全体での安
定した生産拠点確保が難しく
なっている

代替モビリティコンセプトの使
用強化により、全体的に数量
が減少

電動モビリティのシェア拡大
が付加価値をサプライヤにシ
フトさせる

特にICEパワートレインを中心
としたサプライヤにとっては、
今後数年で平均以上の台数
減少が見込まれるため、非常
にマイナスの影響が大きい

バッテリーサプライヤやソフト
ウェアサプライヤなど、新技
術の新規参入者がサプライ
ヤに参入し、競争圧力が高ま
る

高級車やプレミアムカーに対
するネガティブなイメージが定
着した市場では、ハイエンドモ
デルの販売台数減少へ

グローバルな視点から見た工
場の稼働率管理の難しさと
ファクタコストのさらなる増加

今後、物流コストや移転コスト
の増加が予想される

出所: Roland Berger/Lazard
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業界の変革は、各サプライヤのCEOのアジェンダに同じ課題を課して
いるが、その解決策は個別に用意されている

戦略的ロードマップ -ティア1システムサプライヤの例

従来の
安定・縮小
している
分野

今後の
成長分野

自社の位置 潜在的な解決策

強い 研究開発におけるパートナーシップ

必要な資金を捻出するために、
少数派のIPOや増資を検討する

弱い 評価のピーク時に退出し、その
収益をデレバレッジやコアビジネス
への再投資に充てる

弱い 合併・合弁事業

連結プラットフォームを構築する
ためのスピンオフまたは子会社の
IPO

強い

戦略的方向性

> 将来の成長が期待
できる分野への投資

> 自社のポジションが弱い
場合や、事業展開の
ための資金力が十分で
ない場合には、高成長
ユニットの売却を実施

> レガシー事業の抜本的
な再構築

> 将来の成長性のない、
お金がかかるユニットの
売却

> 収益性の高い事業部を
維持する

> 買収による長期的な
リーダーシップの確立

挑戦

> 短期・中期的には設備
投資が集中

> 高額な投資が必要で、
資金調達が難しい

> 潜在的な買い手の
不足

> 評価水準が低い

> 顧客からの価格圧力

> 新たな破壊者に対する
現在の市場ポジション
の保護

> 継続的なリストラの
必要性

従来型事業のコストベースを
継続的に削減

フリーキャッシュフローの管理、
設備投資/R&Dの削減

低価格・低価格で競争力を獲得

IPOの代わりにSPACを利用する

出所: Roland Berger/Lazard
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COVID-19と業界の変革という困難な時代を乗り切るために、私たちは3

つの次元に沿って考えることを提案

再検討
お客様、社員、社会の期待に
応えるには?

トリプル・トランスフォーメーション フレームワーク

再構築
どのような機会やリスクが発生
し、長い目で見ればどのように
対処することができるのか?

再調整
現在の市場環境の中で、どの
ようにパフォーマンスを最適化
することができるのか?

トリプルトランスフォーメーションフレームワークは、現在の課題解決に加え、再調整
をしていくことにより、将来（次の10年）における収益性の向上も可能にする

ポジション

MADE+戦略をコース補正

パフォーマンス
競争力のある
パフォーマンスを確保

プログレス

良き企業市民へと成長

出所: Roland Berger/Lazard
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全地域のサプライヤが、ビジネス領域特定の面で再調整する必要が
ある -日本のサプライヤは、最も行動する必要性が高い

トリプル・トランスフォーメーション –ポジション

市場開拓の再評価 > 過去数年の製品・事業部門別の動向を、次年度への期
待も含めてクロスチェック

> 地域の機会への参加を確保するために、地域レベルで
の評価も行う

高低

製品ポートフォリオの
調整

> 現在のポートフォリオが、業界の変革に伴う技術的な変
化をどの程度反映しているか評価

> M&A、有機的成長、USPを育成するためのエクステンショ
ンなど、ポートフォリオの変更に適した機会の評価

高低

対象顧客の調整 > 他の地域の顧客や別のブランドイメージを持つ顧客との
機会の評価（例：マスマーケットOEM）

> プロジェクトが定期的に実施されても十分なマージンレベ
ルにならないクライアントとのビジネスからの撤退

高低

地域の存在感を
調整

> フットプリントと地域の顧客ポートフォリオの調整

> COVID-19の結果としての局所的な存在感の拡大

> 低コスト国の活動を拡張し、トライアドの外での更なる成
長のための基盤を整える

高低

出所: Roland Berger/Lazard

戦略的課題 具体的な行動と提言 地域との関連性
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サプライヤは次の経済サイクルに備えなければならない

サプライヤのための主なポイント

COVID-19と産業の変革に伴う技術変化の加速は、新たな景気循環の起点となる。これはサプライヤにとって重大
なマイルストーンである

サプライヤは、将来の成功のために適切なポジショニングを確保するために、全体的な戦略の方向性を修正する
ことを検討しなければならない。従来のコスト削減策だけでは十分でない

抜本的なリストラ、あるいは競争力の弱いレガシー事業の処分が必要であり、新常態における企業の存立に対す
るリスク要素の処理が求められている

スマートなパートナーシップソリューションがこれまで以上に重要になる -自動車メーカーは、従来のジョイントベン
チャーを超えて、研究開発、製品提供、資金調達において協力する方法を見つけなければならない

サプライヤは、ますます不安定になる市場環境に対処するために、組織を変革し、アジリティを確保しなければな
らない

製品領域も地域的なポジショニングも限界要因ではない。考え抜かれた戦略を一貫して実行することが企業の成
功の鍵となる

従来型の資金調達へのアクセスが厳しくなっていることを考えると、サプライヤは成長機会に資金を供給するため
の別の方法を検討すべきである

出所: Roland Berger/Lazard
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This presentation was prepared by Lazard & Co. GmbH ("Lazard") and Roland Berger GmbH ("RB") exclusively for the benefit and internal use of our clients and solely 

as a basis for discussion of certain topics related to the automotive supplier industry described herein. This presentation is strictly confidential and may not be 

reproduced, summarized or disclosed, in whole or in part, without the prior written authorization of both Lazard and RB, and by accepting this presentation you hereby 

agree to be bound by the restrictions contained herein.

This presentation is based on publicly available information that has not been independently verified by Lazard or RB. Any estimates and projections contained herein 

involve significant elements of subjective judgment and analysis, which may or may not be correct. Neither Lazard, nor any of its affiliates, nor any of its direct or indirect 

shareholders, nor any of its or their respective members, employees or agents, nor RB provides any guarantee or warranty (express or implied) or assumes any 

responsibility with respect to the authenticity, origin, validity, accuracy or completeness of the information and data contained herein or assumes any obligation for 

damages, losses or costs (including, without limitation, any direct or consequential losses) resulting from any errors or omissions in this presentation. 

The economic estimates, projections and valuations contained in this presentation are necessarily based on current market conditions, which may change significantly 

over a short period of time. In addition, this presentation contains certain forward-looking statements regarding, among other things, the future financial performance of 

automotive suppliers, which may include projections based on growth strategies, business plans and trends in the automotive sector and global markets. These 

forward-looking statements are only predictions based on current expectations; the actual future results, levels of activity and/or financial performance of automotive 

suppliers may differ materially from the predictions contained in this presentation. Changes and events occurring after the date hereof may, therefore, affect the validity 

of the statements contained in this presentation, and neither Lazard nor RB assumes any obligation to update and/or revise this presentation or the information and 

data upon which it has been based. 


