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本レポートにおけるラグジュアリー品には、個人で使用することを目的としたラグジュアリー品を中心に、デザイナーアパレル・靴、高級バッグ・ア
クセサリー（眼鏡類を含む）、高級ジュエリー・時計、プレミアム化粧品・香水が含まれる。また、本レポートにおけるラグジュアリー企業は、ラグ
ジュアリー品の製造・販売等を行う企業を指す。
本書においてデロイトとは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドを指す。

注意事項
本号はDeloitte University Pressが発行した内容をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳したものである。
和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先する。
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はじめに

『世界のラグジュアリー企業ランキング』第 4 回発行にあたり

本レポートでは、2015 年度（2016 年 6 月 30 日までの会計年度）の連結売上高をベースにリストアップした世界のラグジュアリー企業上位 100 社
について分析し、ラグジュアリー市場における重要トレンド、およびそれを取り巻くグローバル経済動向への見解について提示するものである。
世界のラグジュアリー企業上位 100 社の 2015 年度の売上高は 2,120 億米ドルで、前年比 4.5% の減少となっており、上位 100 社の 1 社当たりラグジュ
アリー品年間平均売上高は 21 億米ドルであった。

ラグジュアリー市場の成長を牽引しているのは、近年の傾向と同じく、新興市場の消費者である。デロイトが新興ラグジュアリー市場として分類する
中国、ロシア、アラブ首長国連邦では、支出を増やしたと答えた消費者の割合が 70% に上る一方、成熟市場（EU、米国、日本）では 53% であった。

旅行・観光は、ラグジュアリー市場にとって、依然として重要な成長機会として捉えられる。ラグジュアリー品購入のほぼ半数が旅行者によるもので
あり、国外市場で 31%、空港滞在時で 16% を占めていた。特に新興市場の消費者においては、旅行先の方が自国よりも商品の品揃えが豊富であるこ
とから、旅行中の購入割合が 60% に達していた。
本レポートの主要な調査結果は、以下のとおりである。

• ラグジュアリー企業の業績は為替相場の変動による影響を受けやすく、多くの通貨が対米ドルで下落した影響を受け、世界のラグジュアリー企業上
位 100 社の 2015 年度売上高は前年から 3% 以上増加した。
• ラグジュアリー企業数はイタリアが再び首位となった一方、売上高シェアではフランスに本拠を置く企業群が首位であった。

• 複合ラグジュアリー企業では、売上高成長率が倍増し収益性をリードしている一方、バッグ・アクセサリーカテゴリーが引き続き最も成長率が高い
商品カテゴリーであった。
最後に、本レポートが、読者の皆様の関心に応え、有益なものとなることを願っている。

パトリシア・アリエンティ
EMEA ファッション & ラグジュアリーリーダー
デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
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上位100社に関する主要統計
ラグジュアリー品
売上高の前年比
成長率

6.8%
上位100社における
ラグジュアリー品の
平均売上高

21億
米ドル

純利益率

9.7%
3

上位100社における
全ラグジュアリー品の
売上高総額

2,120億
米ドル

総資産利益率
（ROA）

7.9%
上位100社に
おいて上位10社が
占める売上高構成比

48.1%

上位100社に
入るために必要な
売上高

1.8億
米ドル

2013～15年度の
ラグジュアリー品売上高の
年平均成長率（CAGR）

5.2%

総資産回転率

0.8倍
世界のラグジュアリー企業ランキング2017

新たなラグジュアリー消費者：ラグジュアリー市
場を形成する主な変化
図1：過去5年であなたのラグジュアリー品の購入傾向はど
図2：また、直近12ヶ月では購入傾向はどのよう
変化の 10 年
のように変化しましたか。
に変化しましたか。
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変化なし
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ジュアリー消費者を主なテーマとし 四捨五入により合計が100%にならない場合がある。
て、市場の変化を加速させる 2 つの 出典：世界のラグジュアリー企業ランキング2017に関するデロイト調査
トレンドに注目するとともに、ラグ
ジュアリーブランドや小売業に及ぼ
新興市場の消費者が引き続きラグジュアリー市 成長を牽引しているのは、引き続き新興市場の消費者である。
す影響について検討する。

場の成長を牽引

2017 年 2 月、デロイトは 11 カ国 1,300 人以上のラグジュア
リー消費者を対象に、ラグジュアリー品に対する意識・態度
と購買行動に関する調査を行った1。この調査によると、ラグ
ジュアリー品への支出は過去 5 年に渡って比較的堅調に推移
しており、支出を減らしたと答えた消費者の割合は4%程度で
あった。
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デロイトが新興ラグジュアリー市場に分類する中国、ロシア、
アラブ首長国連邦（UAE）では、支出を増やしたと答えた消
費者の割合は 70% に上り、これに対して成熟市場（EU、米国、
日本）では 53% であった。

4

直近12ヶ月のラグジュアリー品の購入傾向を見ると、わずか
ながら成長が減速していると考えられる。前年より購入を増
やした消費者の割合が約半数に減少したのに対し、変化なし
と回答した人の割合は43%に増加している。ただし、減少し
たと回答した人の割合は、過去5年と比較して同程度であっ
た。
カテゴリー別に購入状況を分析すると、調査対象の6つの商
品カテゴリー（化粧品・香水、時計、ジュエリー、バッグ・
アクセサリー、靴、服）による購入状況の相違は比較的小さ
く、消費者の5人に1人が高級ジュエリーまたは化粧品・香水
を購入していた。ただし、新興ラグジュアリー市場と成熟市
場の消費者間では購入状況に大きな相違があり、高級時計お
よびジュエリーは、新興市場（特にロシア、UAE）の消費者
が購入する傾向にあった。

旅行・観光は依然として重要な成長機会

ラグジュアリー品購入のほぼ半数は、旅行中の消費者による
国外市場（ 31% ）または空港滞在中（ 16% ）のいずれかで
行われており、特に新興市場の消費者ではこの割合が60%ま
で高まっていた。これは、旅行先である成熟市場で展開され
ているブランドや品揃えを自国で購入できないことが要因と
して考えられる。また世代別に見ると、年齢が高い方が国内
市場でラグジュアリー品を購入する傾向が強く、一般的に収
入・資産に余裕があるベビーブーマー層で最も高くなってい
た。消費者の43%が、国外市場でラグジュアリー品を購入す
る理由の1つは値段の手頃さだと回答しており、それ以外に
は、より幅広い品揃えから購入できること（43%）、国内市
場で手に入らない商品を購入できること（65%）が挙げられ
ている。

図3：過去12ヶ月間において、国内、国外、旅行中の空港それぞれで、ラグジュアリー品購入回
数はどの程度の割合でしたか。
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四捨五入により合計が100%にならない場合がある。
出典：世界のラグジュアリー企業ランキング2017に関するデロイト調査
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図4：物価指数（世界平均＝100%）
既存商品、米ドル換算価格
中国
China

対象： 7 カ国全てで販売さ
れている、 BenchMarque
データベース上の値引き前
価格の商品

日本
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米国
USA

指数値は、その地域の米ド
ル換算価格の中央値を世界
平均との比率で表したもの
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為替レートは2017年3月13
日時点（イングランド銀行
発表）
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出典：BenchMarque－デロイトのラグジュアリー価格分析。BenchMarqueは7つの主要ラグジュアリー市場で主要30ブランド
10万品目以上のオンライン価格を毎週取得、データ分析により主要な市場のトレンドを抽出し、意思決定者によるエビデンスに基
づく柔軟な価格戦略を可能にする。

ラグジュアリー市場は非常にグローバル化が進んでおり、価
格、在庫、品揃えが国や都市によって異なるため、ラグジュ
アリー企業にとって価格戦略の最適化は困難なものとなって
いる。
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デロイトのラグジュアリー価格分析データ（BenchMarque）
によると、ラグジュアリー企業は各国の価格体系を維持する
ために、為替変動への対応を図っている。2016 年 6 月に英
国で EU 離脱の是非を問う国民投票が実施されてから数週間

で、ポンドは対米ドルで 18% 下落した。その際、各ブラン
ドは値上げに踏み切り、2017 年 3 月までに英国内における
既存品の表示価格は 5% 上昇し、加えて、既存品の在庫をよ
り高価格な商品へ入れ替えたことで、さらに 5% の価格上昇
を図った。一方、2016 年にルーブルが上昇した際には、各
企業はロシアにおけるラグジュアリー品価格を 11% 以上引
下げ、競争力の維持を図っている。

しかし、地域によるラグジュアリー品の価格差異は存在して
いる。BenchMarque データによると、グローバル化が進む
一方、同等品の米ドル換算後価格で比較すると、中国はイタ
リア・フランスよりも平均して 50% 以上高い状況であった。
このことは、アジアからの旅行客に対して、ラグジュアリー
企業における自国市場の優位性を維持することに繋がってい
ると考えられる。また、いずれのブランドにおいてもアジア
市場ではプレミアムを上乗せしている一方、各ブランドの価
格戦略は大きく異なっており、中国とフランスの価格差は、
ブランドによって 20% から 70% 以上までとかなりの幅が
ある。プレミアムが最も高い商品カテゴリーは時計とジュエ
リー（平均 55%）であり、最も低いのはバッグ（平均 40%）
であった 2。

このように、ラグジュアリー企業のグローバルでの需要対応
とさらなる成長に向けては、各国市場における品揃え・価格
最適化の検討余地があるため、顧客データの分析・活用が、
今後より重要な役割を果たすと考えられる。
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ラグジュアリー市場におけるトレンド

デロイトによる調査の結果、 2017 年のラグジュアリー市場
において、以下2つの主要なトレンドが特定された。

図5：あなたとラグジュアリー品との関係性について、それぞれどの程度当てはまるか回答してください。

1. 物質的なプロダクトからデジタル体験へ – ラグジュアリー
の本質において重視するものが、物理的なものから体験
的なものやラグジュアリー経験へと変化しつつある。ただ
し、プレミアム品質は必須であり、クラフトマンシップや
ハンドメイドに対する意識は高い。
2. 標準化からパーソナライゼーションへ – グローバル化によ
る拡大の時代は全方位的なアプローチが必要であった。し
かし、ラグジュアリー消費者の購買行動が多様化しつつあ
るなか、よりパーソナライズされた対応が求められている。

物質的なプロダクトからデジタル体験へ

調査対象の全市場において、品質は依然としてラグジュア
リー品購入における重要な要因である。品質を最も重視する
のは中国の富裕層で、 93% がプレミアム品質を理由にラグ
ジュアリー品を購入し、 90% がハンドメイドのラグジュア
リー品を購入したいと考えており、また89%は環境の持続可
能性を重視しないラグジュアリー品は購入したくないと考え
ていた。

もう1つの重要な要因は、ラグジュアリー品が消費者にもた
らす心理的影響である。これは、ラグジュアリー品が持つ無
形品質（intangible quality）と関連している。調査対象の消
費者の半数以上が、所有によって得られるステータスのみ
を理由として、衒示的消費（誇示的消費）を行うとしている
が、ステータスの捉え方が「自分が何を所有するか」から
「自分は何者か」を表現するものとして、より倫理的かつ品
位を伴うものへと変化している。また、消費者はラグジュア
リー市場において将来的にデジタル化が進むものと捉えてお
り、自国のラグジュアリー市場がどのように発展するかとい
う質問に対して、 e コマース・ m コマースがさらに普及する
と考える人がほぼ半数（ 48% ）に上り、さらにラグジュア
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プレミアムな品質の商品のため、
10% 3% ラグジュアリー品を購入する

88%
82%

13% 4%

75%

20%

68%
63%
60%
57%
56%

5%

24%
21%
21%
24%
22%
そう思う

8%
16%

このような状況において、ラグジュアリー企業は受け継がれ
た伝統、素材や製法へのこだわりを残しつつ、デジタルテ
クノロジーを取り込むことが重要な課題となる。現在では、
Pierre HardyのデザインによるHermèsのApple Watch用ス

ハンドメイドのラグジュアリー品を購入したい
最新トレンドの物を買うことは私にとって重要だ
周囲ががまだ知らない物を所有したい
ため、
ラグジュアリー品を購入する

19%

ラグジュアリー品を衝動買いする傾向が強い

20%

ラグジュアリーな商品とアクセサリー
しか身に着けないことが多い

22%

周囲に自慢したいのでラグジュアリー品を購入する

どちらでもない

四捨五入により合計が100%にならない場合がある。
出典：世界のラグジュアリー企業ランキング2017に関するデロイト調査

リー品とテクノロジーとの連携が強まると感じている人も3
分の1を超えていた（37%）。

ラグジュアリー品を買うと幸せな
気分になる、自信が持てる

そう思わない

トラップ3や、SamsungとGrisogonoのコラボレーション4の
ように、テクノロジーの「プレミアム化」や融合といった試
みが見られる。
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反復製造（3D プリンティング）、人工知能、ロボット工学、
拡張現実・仮想現実といったデジタルテクノロジーが広がる
なか、ラグジュアリー市場におけるイノベーションは今後も
継続すると考えられる。デロイトの調査によると、ラグジュ
アリー品購入者の過半数はイノベーションがさらに進むと予
想する一方、どの程度のスピードで進展するかについては意
見が分かれており、22% の人は 6 年以上必要と考えている。

ラグジュアリー企業にとってのもう 1 つの重要な課題は、品
質を維持しつつ、どのようにデジタル主導の流通モデルへと
移行するかということである。

ラグジュアリーリテールにおいても、他の小売市場と同様に、
オムニチャネルが支配的モデルとして台頭することが予想さ
れる。デロイトの調査によると、e コマースが継続的に拡大
を続けるなかで、ラグジュアリー品購入の 63% が依然とし
て実店舗で行われており、成熟市場では、実店舗で購入する
消費者の割合がより高くなっている一方、新興市場ではモバ
イルデバイスで購入する消費者が多い状況である。デジタル
技術の影響を最も受けている消費者層はミレニアル世代で、
PC またはモバイルデバイスによる購入は 42% に上っている
が、これ対してジェネレーション X は 35%、ベビーブーマー
は 28% となっていた。

標準化からパーソナライゼーションへ

現在、複数ブランドのラグジュアリーブランドを扱う店舗が、
オンライン購入の 78% を占める一方、単一ブランド店舗は
従来の実店舗を中心とした展開が主流となっている。これは、
大手ブランドによるオンラインチャネルへの投資がオンライ
ン専門店（Net-A-Porter など）と比較して限定的であり、ま
た過去 10 年において大手ブランドは実店舗網の新規地域・
市場への展開に注力してきたことが背景として挙げられる。

図6：ロボット工学、人工知能、3Dプリントなどの新たなテクノロジーにより、ラグジュアリー業界で創造的破壊（イ
ノベーション）が起きると思いますか。
わから
ない
8%
いいえ
31%

はい、2年以内に

16%

はい、3～5年後に

はい
61%

23%

はい、6～10年後に

14%

はい、10年後以降に

8%

出典：世界のラグジュアリー企業ランキング2017に関するデロイト調査

図7：実店舗、PC経由でのオンラインストア、モバイル経由でのオンラインストア、それぞれでのラグジュアリー品購
入回数はどの程度の割合でしたか。

合計

成熟市場

15%

ミレニアル世代

65%

19%

14%

ジェネレーションX

60%

66%

17%

ベビーブーマー

21%

23%
58%

23%

21%

22%
63%

新興市場

14%

22%
72%

PC経由でのオン
ラインストア

モバイル経由での
オンラインストア
実店舗

6%

四捨五入により合計が100%にならない場合がある。
出典：世界のラグジュアリー企業ランキング2017に関するデロイト調査
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ラグジュアリー業界は依然として拡大期にあり、各企業は流
通網の拡大および新規地域における店舗展開により、成長を
続けてきた。

このような（物理的な）拡大において重視されてきたのは、
共通の店舗によるプレミアムな体験の一貫性と標準化であっ
た。
しかし、ラグジュアリー品の購入体験に対する消費者のニー
ズ・期待は変化しつつある。デロイトの調査によると、現在
のラグジュアリー消費者は、次のようなことを望んでいる

• 購入チャネルの拡大－ 39% の消費者は自宅へのデリバリー
を求めている
• ロイヤルティ特典の拡大－ 44% の消費者はギフトなどのロ
イヤルティ特典を求めている
• パーソナライゼーションの進化－ 45% の消費者はパーソナ
ライズされた商品・サービスを求めている

デジタルチャネルは、大規模かつ高品質なパーソナライズコ
ンテンツへのニーズを生み出しつつある。大量の消費者に対
してカスタマイズされたオンラインコンテンツを提供するこ
とは非常に困難なチャレンジであるが、消費者との対話を通
じたマーケティングプロセスの取り込みを始めたラグジュア
リー企業も現れている。

また、新たなラグジュアリー消費者への対応を進めることで、
価格やステータスといった従来の価値観から、経験や心理的
側面での結びつきをより強化することが可能となる。

ラグジュアリーの世界において「最も影響力のある人」は誰だと思いますか。

Glamour

Rich people

VIPs
Fashion bloggers

Actors

Musicians

Architects

Footballer

Top models

Designers Stylists
Youtubers

Politicians

Athletes

Nobility

Bloggers
出典：世界のラグジュアリー企業ランキング2017に関するデロイト調査
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世界経済の動向
概要

ラグジュアリーブランドを取り巻く経済環境は依然として困
難な状況にあり、主要先進国における景気の低迷、デフレや
低インフレ率、新興市場の高い債務水準、グローバル化に対
する保護主義者からの反発、一部諸国における金融市場の混
乱、そして多くの国での人口動態の変化などが挙げられる。
しかし、経済的な逆風にもかかわらず、ラグジュアリー業界
の対応は早く、特に新興市場の消費者による購買は衰えを見
せていない。

米国はラグジュアリー市場のリーダー的存在であり、中国で
の売上が鈍化するなか、今後数年間はトップであり続けると
予想される。また中国のラグジュアリー消費者は、過去 1 年
間で複数の市場に影響を与えた重要な要因と想定され、米国
の新政権、英国の EU 離脱、ヨーロッパ複数都市でのテロ攻
撃などを背景に、多くの中国人消費者が欧米への旅行を留
まっていると考えられる。
本章では、主なラグジュアリー市場の経済動向と、それが各
ブランドに与える潜在的影響に焦点を当てる。
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ヨーロッパ

ユーロ圏の経済は緩やかに成長している。しかし、欧州中央
銀行による積極的な金融政策にもかかわらず、投資は依然と
して低迷し、失業率も高止まりしている。ヨーロッパのラグ
ジュアリー市場は最も困難な時期は脱したものの、各国経済
の回復状況は様々であり、南欧諸国は引き続き慢性的な失業
と消費マインドの冷え込みに悩まされている。市場の全体的
な成長は緩やかながらも堅調である一方、圏内の購買客も富
裕層の旅行者も支出に慎重になっている。英国（6 月）とド
イツ（9 月）で選挙を控え、ヨーロッパの複数の都市で起き
たテロ攻撃を受けて安全性への懸念が高まるなど、不確実性
が増すなかで、圏外からの買い物客の多くはヨーロッパの主
要先への旅行を控えるようになっているが、今後はヨーロッ
パのラグジュアリー業界は緩やかな成長を続ける可能性が高
い。

ロシア

ロシア経済は不況で、とりわけ経済制裁の影響に今も苦しん
でおり、中所得層の倹約志向の高まりなどの影響も受け、ラ
グジュアリー品売上成長は減速傾向にある。消費者の購買力
の低下に伴い、相当数の消費者が低価格品を求めるように
なっている。今後は、現地通貨が安定化の兆候を見せており、
市場の緩やかな成長が期待される。ただし、政治とビジネス
の環境がさらに悪化すれば、富裕層による消費も悪影響を受
ける恐れがある。
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英国

昨年最大のニュースの 1 つが、国民投票で決定した英国の欧
州連合（EU）離脱である。「Brexit」の決定により、英国へ
の国外投資が低迷し、景気減速が始まるとの予想から、ポン
ドが急落した。これらの懸念には実現しないものもあると想
定されるが、本レポートの執筆時点では、Brexit の交渉内容
や、英国と EU が互いに受け入れ可能な形で脱退に合意でき
るか否かも不透明な状況であり、この状況はしばらく続く見
込みである。

Brexit 決定後の数ヶ月間、ラグジュアリー品の価格はポンド
10 ～ 15% も上昇した。また、英国のラグジュアリー
安に伴い、
企業は、Brexit による影響を鑑み、他の地域におけるビジネ
スモデルの見直し（特に調達、サプライチェーン、人材）に
ついて検討を続けている。英国ラグジュアリー市場の需要は、
中東、中国、米国、ロシアからの富裕層の旅行客が多くの割
合を占めているため、各国の政治経済情勢のリスクに晒され
ている。ただし、買物先としては英国が世界で最も価格の手
頃なラグジュアリー市場となったことから、インバウンド旅
行客数と、旅行客によるラグジュアリー品の支出額は、（特
に中国からの旅行客により）通常より堅調となっている。
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中国・香港

中国本土および香港では、ラグジュアリー品への支出低迷が
続いており、経済の不透明性が消費マインドの低下に繋がっ
ている。香港市場は依然として中国本土と緊張関係にあるた
め、富裕層の中国人旅行客の多くは香港を避け、アジアの他
の都市を買物先として選んでいる。
中国本土では、景気減速とともに、企業間の高額な贈答を中
央政府が厳しく規制したことが影響し、ラグジュアリー品へ
の支出が鈍化している。しかし、拡大を続ける中国の中所得
層において可処分所得が増加しており、高品質の商品を購入
することで社会的ステータスを誇示しようとする傾向が続い
ているため、中所得層による需要は堅調である。さらに、他
の新興市場と同様、中国でもラグジュアリー品の価格が引き
下げられ、グローバル市場の水準に調整されつつある。これ
により、国内市場でラグジュアリーブランドを購入する中国
人消費者は増加傾向にある。

その他アジア諸国

2016 年にインド政府が実施した、高額紙幣廃止、金やダイヤモ
ンドのジュエリーに対する国内消費税、「ブラックマネー」抑制
のためのラグジュアリー品への課税といった厳しい施策は、イ
ンドのラグジュアリー品売上に対して相当な影響を与えている。
しかし、インド経済は依然としてアジアおよび BRICs 諸国のな
かでは好調であり、ラグジュアリー品の需要は今後も堅調に推
移すると予想される。長期的な景気先行きと人口動態は非常に
良好であり、急成長が進む都市部の中所得層がラグジュアリー
市場を牽引すると予想される。インドがラグジュアリーブラン
ドの主要市場となるには、外資規制などの克服すべき課題が多
く残っているものの、新ブランドの市場参入促進によって市場
成長が加速することで、各ブランドが直面している課題は軽減
されると考えられる。

日本は厳しい経済環境ではあるものの、支出を続ける富裕層が
安定的に増加し、また 2020 年の東京五輪を前に増加する旅行
客からの後押しもあり、2016 年のラグジュアリー業界は緩や
かに成長している。経済課題の 1 つは人口動態であり、異例の
金融緩和政策から数年経過した今も、経済はほとんど成長して
いない状況にある。実際、労働者 1 人当たりで見ると、日本は
米国と同じペースで成長しているが、労働者数自体が減少して
いるために低成長となっている。また、円高と中国の景気減速
が輸出の大きな制約となっていることも一因として挙げられる。
しかし、消費マインドは上向きで、ラグジュアリー市場は現在
の緩やかなペースで成長を続ける可能性が高い。
世界のラグジュアリー企業ランキング2017

韓国では、世界経済の低迷と国内政治の不安定さに影響を受
けた業界もあったが、ラグジュアリー品は好調で、消費者の
嗜好はさらに洗練されつつあると考えられる。また、市場が
成熟度を増すに従い、今後も堅調な成長が見込まれる。中国
人旅行者はジュエリーや時計など高価な商品を好んで購入す
るようになっており、韓国は中国からの旅行者による恩恵を
受け続けている。隣国である中国と日本のラグジュアリー市
場が政治的圧力を受けるなか、韓国はアジアで最も人気のラ
グジュアリーショッピングの場として存在し続けている。

中東

中東市場はラグジュアリーブランドにとって引き続き重要な
成長機会として捉えられる。アブダビとドバイのラグジュア
リーモールは魅力的なショッピングエリアとして認知度を高
めており、有名ブランドの中東における売上高は好調で、ド
バイでは主に観光客が売上を牽引している。しかし、2016
年は市場成長が大幅に減速した。要因となったのは、原油価
格の下落、金価格の上昇、生活費の増大である。もう 1 つ
の要因は為替相場で、ディルハムは米ドルに固定されてお
り、自国通貨が対米ドルで低下したヨーロッパからの旅行者
にとって、ラグジュアリー品が事実上値上がりした状態と
なっている。さらに、相対価格が高い状況にあり、現地消費
者にとっては、ヨーロッパに旅行してラグジュアリー品を購
入する方が魅力的な状況となっている。中東はグローバル経
済の不透明さだけでなく、政治混乱の影響も受ける可能性が
高いが、ドバイとアブダビは依然として魅力的なエリアで
あり続けると考えられるため、さらなる成長が予想される。
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米国

2016 年、世界最大のラグジュアリー市場の成長は減速に転
じた。これは、米ドル高と、中国人を中心とした外国人旅行
客の支出減少によるものである。ただし、米ドル高は国内
市場にとっては輸入品価格を抑える効果があり、そのため消
費者の購買力が押し上げられている。しかしながら、労働市
場の改善と賃金の上昇が国内消費を下支えしたものの、政府
の政策動向が不透明なため、米国の消費者は衣料やアクセサ
リーへの支出を抑制し始めている。今後、市場は成長を続け
る可能性が高いが、ドルが上昇し続ければ成長率に悪影響を
与える恐れがある。最後に、保護主義的施策が輸入価格を押
し上げるリスクがあり、これが顕在化すればラグジュアリー
品への支出はさらに抑制されることが予想される。

ジュアリー品の見通しは楽観的と予想される。それを牽引す
るのは、高品質な商品を適正価格で購入するメキシコの中間
所得層の急成長と、差別化のために益々ラグジュアリーなラ
イフスタイルを追求している上位の中間所得層である。

ブラジルでは、不景気と政府の汚職蔓延という悲惨な状況が
ラグジュアリー市場に影を落としており、消費者は買い物に
対して保守的になりつつある。ブラジルのラグジュアリー市
場にとって重要なギフト市場では、プレゼントを購入する消
費者が「アフォーダブルラグジュアリー品」にグレードを下
げつつある。これは、消費者の購買力低下に加え、景気と社
会問題が増大する状況において派手な印象を避けようとする
消費者心理の結果である。ブラジルの消費者の多くは、かつ
て国外でラグジュアリー品を購入していたが、現在は国外旅
行者数が減少しており、国内での購入が増加している。また、
ブラジルのラグジュアリー品の価格はグローバル水準に調整
され始め、国外での購入に対する価格面での魅力も低下して
いる。ただし、ブラジルは高額所得者が多く、また成熟途上
のため、ラグジュアリー業界にとって重要な市場であり、今
後の成長の余地も依然として大きい。

中南米

中南米最大のラグジュアリー市場はメキシコであり、ブラジ
ルが続いている。ここ数年は、国内市場のラグジュアリー品
価格が国外で購入するより低価格であったためその恩恵を享
受してきたが、現在は、対米ドルで史上最安値を記録したメ
キシコペソ安の脅威に晒されている。かつてラグジュアリー
ブランドは為替相場の差を吸収する方策を取っていたが、こ
れを長期的に持続することは不可能であり、多くの企業は値
上げによってその差を消費者に転嫁しなければならなくな
る。2017 年は、企業マインドの悪化と厳しさを増す財政状
況が消費支出に影響を与え、経済成長が鈍化すると予想され
る。さらに、移民と北米自由貿易協定（NAFTA）に対する米
国新政府の対応がメキシコ経済に深刻な問題を突きつける恐
れがある。こうした経済と政治の不確実性のなかでも、ラグ
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上位100社ハイライト
為替相場の好影響がラグジュアリー品売上の成長を推進：利益率は安定
世界のラグジュアリー企業上位 100 社（以下「上位 100 社」）
の売上高成長率は、主に為替相場の好影響により、2015 年
度は 3 ポイント以上の急上昇を示した。

また、為替調整済み売上高成長率で見ると 6.8% に上ってお
り、これは 2014 年度の成長率 3.7% から大幅な上昇であった。
上位 100 社のうち、2014 年度と 2015 年度のラグジュアリー
品の総売上高を公表した 99 社のうち、2015 年度に増加し
たのは 67%、また上位 100 社のうち 49 社は 2014 年度より
2015 年度の方が売上高の成長率が高かった。なお、2015 年
度に売上高が 2 桁下落したのは 6 社のみであり、その半数は
需要の乱高下が続いたジュエリー企業であった。

2015 年度は、M&A によるラグジュアリー企業上位 100 社
への大きな影響は見られず、主な M&A 活動はいずれも 2015
年度以降に行われている。

• Coty：ヘアスタイリングブランド数社に加え、Procter &
Gamble のグローバル高級香水事業、サロンプロフェッショ
ナル事業、化粧品事業、個人向けヘアカラー事業を買収、
2016 年 10 月完了
• Revlon が Elizabeth Arden を買収、2016 年 9 月完了

• Luxottica が 2017 年 1 月 に フ ラ ン ス の レ ン ズ メ ー カ ー
Essilor との合併に合意、2017 年下期に契約締結の見込み
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• スイスの高級時計メーカー Frédérique Constant を 2016
年 5 月にシチズン時計株式会社が買収

2015 年度のラグジュアリー企業の利益率（総収益と当期純
利益の合計から算出）は低下した。最終利益を開示したラグ
ジュアリー企業 80 社全体の純利益率は 1.7 ポイント低下し
9.7% となった。ただし、前年の上位 100 社全体の純利益率は、
LVMH が Hermès 株割当により 26 億ユーロの例外的な利益
を上げたことで押し上げられたものであるため、この影響を
除いた 2015 年度の純利益率は 2014 年度とほぼ同水準であっ
た。

2015 年度のラグジュアリー企業上位 100 社によるラグジュ
アリー品売上高は総額 2,120 億米ドルで、1 社当たりの平均
売上高は 21 億米ドルであった。ラグジュアリー品売上高が
10 億米ドルを超えた企業は 40 社で、前年度より 5 社少なかっ
た。2015 年度に上位 100 社にランクインするために必要な
売上高の水準は 1 億 8,000 万米ドルで、これも前年度より低
く、米ドル高によるところが大きい。

約 4 分の 1 の企業が前年比で純利益率を改善させた。損失を
計上したのはわずか 9 社で、前年度と同数であった。

今年全ての項目で好業績を上げた企業の数は減少した。ラグ
ジュアリー品売上高の 2 桁成長率と 2 桁の純利益率の両方
を達成したのは前年度には 15 社であったが、2015 年度は 8
社となった。

純利益を公表した 80 社の資産回転率（平均総資産に対する
純売上高の比率）は 0.8 倍で安定していた。全体の総資産利
益率 9.7% は 2014 年度より低いが、これも同年の LVMH の
例外的な利益によるものである。
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上位 10 社ハイライト
ラグジュアリー企業上位 10 社：為替変動により、勝者と敗者が分かれる
2015 年度の世界のラグジュアリー企業上位 10 社は 2014 年
度と同じで、大手企業による M&A 活動はほとんど行われな
かった。大型 M&A 案件である、イタリアの Luxottica とフ
ランスの Essilor による 500 億ユーロ規模の合併も、発表さ
れ た の は 2017 年 1 月 で あ る。LVMH、Richemont、Estée
Lauder の上位 3 社は、そのポジションを維持している。

上位 10 社の売上高成長率は 7.6 ポイント上昇し 9.6% となっ
たが、そのほとんどは為替変動によるものである。為替変動
は、使用している報告通貨、事業展開地域により、上位 10
社に対して実に様々な影響を与えた（図 8）。ユーロで報告し
た 企 業（LVMH、Richemont、Luxottica、Kering、L'Oréal
Luxe）は、為替の影響を除いた場合と比較して、売上高成
長率が 7 ～ 11 ポイント高くなっている。その他の企業にお
いては為替変動が裏目に出ており、米国の Estée Lauder、
Ralph Lauren、PVH では、国外販売が米ドル高の影響を受
け、国内市場では小売市場および旅行者による売上の減少に
2015 年 1 月のスイスフランとユー
苦しんでいる。Swatch は、
ロのペッグ解除の打撃を受け、「スイスフランが大幅に割高
になった」と述べている。同社はスイスフラン建て売上高が
3% 減少したが、ユーロで報告すれば 10.3% の成長となって
いた。香港の Chow Tai Fook は売上高の減少が続いているが、
これも為替変動で悪化している。

図 8：上位 10 社の成長率に対する為替相場の影響
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為替変動の影響を除いた売上総額

出典：デロイトによる分析、2017 年
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為替変動の恩恵を受け、上位 100 社のなかで L'Oréal Luxe
と LVMH の 2 社が、ラグジュアリー品売上高の 2 桁成長と 2
桁の利益率を実現したわずか 8 社の「成績優秀者」に加わった。
LVMH 、 Richemont 、 Estée Lauder 、 Luxottica 、 Kering 、
L'Oréal Luxe の売上高成長率はいずれも 2014 年度より高く、
特に最大手ラグジュアリー企業 LVMH は、上位 100 社全体
のラグジュアリー品売上高の 10% 以上を占めるが、2015 年
度は記録的な収益と営業利益を達成した。為替相場の変動の
影響を除いた同社のラグジュアリー品売上高は 6% 上昇し、
純利益率は前年度と同様であった（2014 年に Hermès 株の
強制割当で得た例外的利益 26 億ユーロを除く）。

Richemont は、スイスを本拠地とする高級時計会社の国外販
売がスイスフラン高の影響を受け、為替変動の影響を除いた
売上高はわずかに減少した。しかし、純利益率は上位 10 社
で最も高く、その一因として、Net-A-Porter Group と Yoox
Group の合併による 2015 年 10 月の評価差益が挙げられる。

Estée Lauder は「Strategic Modernization Initiative」 戦 略
が実を結び始め、純利益率を維持したまま、売上高を成長
基調に戻している。為替変動の影響を除いた同社の成長率は
7% で、上位 10 社で最も高かった。同社のポートフォリオに
おけるラグジュアリー分野への投資として、2016 年 2 月の
有名香水ブランド「By Kilian」の買収などがあるが、これが
化粧品・高級香水事業の堅調な成長の牽引役となった。また、
同社と小売業者のオンライン売上高は e コマースと m コマー
10 億米ドルの大台に乗った。
スの両プラットフォーム合計で、

Luxottica は全ての地域と流通チャネルにおいて成長を果た
し、純利益率をわずかながら上昇させた。Kering ラグジュア
リー部門におけるバランスの取れたブランドポートフォリオ
に加え、為替相場の好影響が、上位 10 社のなかで最も高い
成長率の要因となっている。直営店ネットワークや、西ヨー
ロッパと日本の旅行者数の多さに加え、2014 年度に買収し
た Ulysse Nardin を通年連結対象としたことも下支えとなり、
ラグジュアリー品売上高は 12 ポイント近く増加した。純利
益率も上昇したが、その裏で既存事業からの連結当期純利益
世界のラグジュアリー企業ランキング2017

は大幅に減少した。また Kering は 2015 年度最後の Redcats
グループおよび高級靴メーカー Sergio Rossi の売却を完了し
た。

Swatch は、スイスフラン切り上げの影響を受けて、グロー
バルでの価格体系が歪な形となった一方で、短期的収益より
防御的価格調整方針を重視するという長期戦略を継続した。
同社の純利益率は上位 100 社のうち第 8 位の高さで、13.2%
と 3 ポイントの低下に留まった。

L'Oréal Luxe は上位 10 社で最高の業績を上げた。競合の
Estée Lauder と同じく、e コマースに加えて化粧品・香水事
業が順調に成長した。また、推定で 2 桁の純利益率を実現し、
2014 年度と同水準となった。

米国が本拠地の Ralph Lauren と PVH は、いずれも売上高
が 2 ～ 3% 減少した。ただし、両社にとって最大の市場であ
る米国でアパレル需要が鈍化し、海外旅行客が減少したにも
かかわらず、為替変動の影響を除いた売上高では 2014 年度
を上回った。PVH は 2015 年に Izod の小売事業から撤退し、
2016 年 4 月には TH Asia Ltd の 55% の持分取得を完了した。
TH Asia Ltd は、PVH が当時まだ所有していなかった中国の
Tommy Hilfiger の合弁事業であり、これによって PVH は最
も成長率の高いアジア市場において直接事業展開が可能と
なった。なお、Ralph Lauren の純利益率は 4 ポイント近く
低下したが、PVH の利益率は上昇を続けた。これは、2013
年の Warnaco 買収による企業統合費用と年金費用が共に減
少したことによる。

れは上位 100 社全体の CAGR（5.2%）より高い値となって
いる。また上位 10 社全体の純利益率は 1.8 ポイント下がっ
て 11.4% と な っ た が、 こ れ は LVMH に よ る 2014 年 度 の
Hermès 株割当で生じた例外的利益の影響である。この影響
を除外すると、10 社全体の純利益率はわずかに上昇しており、
利益総額では上位 100 社全体の 3 分の 2 近くを占めた。な
お上位 10 社は全て黒字であり、その半数は 2 桁の純利益率
を上げている。
上位 10 社のうち、3 社はラグジュアリー市場の複
数セグメントで事業展開するコングロマリット、2
社は化粧品・香水企業、2 社はジュエリー・時計企
業、2 社はファッション企業で、唯一のアクセサリー
企業が眼鏡類のグローバルリーダー Luxottica であ
る。米国を本拠地とする企業は 3 社、フランスが
3 社、スイスが 2 社、イタリアと香港がそれぞれ 1
社である。

アジアのジュエリー企業 Chow Tai Fook の売上高は減少を続
け、2012 年の水準に戻った。米ドル高、香港・マカオを訪
れる観光客の減少（中国本土の「个人游」（個人旅行）制度
への転換が一因）が、主要地域における売上減少の要因となっ
ている。

上位 10 社を 1 つのグループとして見ると、2013 ～ 2015 年
度における 10 社全体のラグジュアリー品売上高の年平均成
長率（CAGR）は 1.7 ポイント上昇して 6.8% となった。こ
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ラグジュアリー企業、売上高上位10社
2015 年 度 2014 年度
のラグジュ のラグジュ
アリー品売 アリー品売
上高順位
上高順位

企業名

本社
所在国

対象ラグジュアリーブランド

1

1

LVMH Moët HennessyLouis Vuitton SE

Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio
フランス
Pucci, Acqua di Parma, Donna Karan, Loewe,
Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics

2

2

Compagnie Financière
Richemont SA

Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, JaegerLeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Piaget,
Chloé, Officine Panerai

3

3

The Estée Lauder
Companies Inc.

4

4

5

2015年度
のラグジュ
アリー品売
上高（100
万米ドル）

2015年度
の総収益
（100万米
ドル）

2015年度
のラグジ
ュアリー
品売上高
成長率*

2015年度
の純利益
率**

2015年
度の総
資産利
益率*

2013～2015
年度のラグジュ
アリー品売上
高のCAGR*^

22,431

39,615

15.2%

11.2%

6.9%

11.0%

スイス

12,232

12,232

6.4%

20.1%

11.1%

5.1%

Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda,
Jo Malone; Licensed fragrance brands

米国

11,262

11,262

4.5%

10.0%

12.2%

1.3%

Luxottica Group SpA

Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver
Peoples; Licensed eyewear brands

イタリア

9,815

9,815

15.5%

9.1%

8.4%

9.9%

6

Kering SA

Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Sergio Rossi, Pomellato, GirardPerregaux, Ulysse Nardin

フランス

8,737

12,867

16.4%

6.2%

3.0%

10.3%

6

5

The Swatch Group Ltd.

Omega, Longines, Breguet, Harry Winston,
Rado, Blancpain; Licensed watch brands

スイス

8,508

8,795

-3.0%

13.2%

8.4%

0.0%

7

8

L'Oréal Luxe

Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Urban
Decay, Kiehl's; Licensed brands

フランス

8,031e

8,031e

16.7%

15.2%e

21.0%

11.0%

8

9

Ralph Lauren Corporation

Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Purple Label,
米国
Double RL, Club Monaco

7,405

7,405

-2.8%

5.3%

6.4%

-0.3%

9

7

Chow Tai Fook Jewellery
Group Limited
周大福珠宝集团有限公司

Chow Tai Fook, Hearts on Fire

香港

7,295

7,295

-11.9%

5.3%

5.4%

-14.5%

10

10

PVH Corp.

Calvin Klein, Tommy Hilfiger

米国

6,292

8,020

-2.3%

7.1%

5.4%

0.7%

102,009

125,339

9.6%

11.4%

7.9%

6.8%

212,029

238,739

6.8%

9.7%

7.9%

5.2%

48.1%

52.5%

上位10社

上位100社

上位100社のラグジュアリー品売上高のうち上位10社が占める割合
* 為替調整後の売上高加重平均
** 売上高加重平均
^ 年平均成長率
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e = 企業発表データから推計
出典：各企業が公表したデータと業界予測
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急成長ラグジュアリー企業20社
MarcolinとValentinoが、Kate SpadeとMichael Korsに迫る

2 年間のラグジュアリー品売上高の年平均成長率（CAGR）を
「Fastest
もとに、急成長ラグジュアリー企業 20 社（以下、
20」）を抽出した。Fastest 20 全体の 2013 ～ 2015 年度のラ
グジュアリー品売上高の CAGR は 22.2% であり、これは上
位 100 社全体 CAGR の 4 倍以上であるが、昨年からは 1.9 ポ
イントの減少となった。また、この Fastest 20 のうち 11 社
の 2015 年度売上高前年比は 2014 年度よりも高く、そのため
Fastest 20 のラグジュアリー品売上高前年比は 6.8 ポイント上
昇して 24% となった。Fastest 20 のうち 9 社は高い成長率を
維持しており、2014 年度の Fastest 20 にもランクインしてい
。
る（Fastest 20 リストでは太字で表示）

Kate Spade と Michael Kors は過去 3 年間このリストのトッ
プ 2 を独占してきたが、2015 年度の成長率は急激に低下し、
過去に達成していた前年比 30 ～ 60% から 8 ～ 10% となっ
「近年のア
た。Michael Kors はアニュアルレポートのなかで、
クセシブルラグジュアリーの小売・卸売業界は、消費者の減少、
デジタルチャネルにより変化したプロモーション環境、観光
旅行客の減少、消費支出の抑制などの課題に直面している」
と述べている。両社とも売上高の 70% 以上を米国市場であげ
ており、他国市場における流通構造の再編などを行っている。
こうした逆風にもかかわらず、両社は依然として急成長ラグ
ジュアリー企業 20 社の第 6 位と第 14 位にランクインした。
第 1 位となったのは Marcolin で、CAGR は 43.1% であった。
その主な要因は、米国の Viva International（米州で第 2 位、
を 2013 年 12 月に買収したことである。
世界第 9 位の眼鏡企業）
2015 年度の成長率は 20.1% で、それを支えたのは為替相場
、ヨー
の好影響と、新しいライセンスブランド（Zegna、Pucci）
ロッパ市場と米国市場での好調な業績である。
第 2 位に入ったのは Valentino Fashion Group である。2013
～ 2015 年度の CAGR は 37.8% で、年間売上高は計画より 2
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年早く 10 億米ドルの大台に達した。2015 年度に成長率が急
上昇した要因は、為替相場の好影響（同社最大の市場は米国）
、
ブランド力と好調な小売で、1m2 当たり売上高が 20% 増加し、
2015 年度には新たに 30 店舗を開店した。

デンマークの垂直統合型「アフォーダブルラグジュアリー」
ジュエリー企業の Pandora は、過去 3 年連続で成長率 30%
以上と、最も長期間に渡って成長を続けている。同社は順位
を 1 つ上げて 3 番目に急成長している企業となり、CAGR は
36.3% であった。その原動力は Pandora ブランド店舗の急
拡大で、ドイツでコンセプトストア 77 店舗以上の借地権を
BiBa から引き継ぎ、米国、オーストラリア、デンマーク、香港、
スウェーデンでオンラインショップを開設した。また、2015
年 7 月には中国での共同販売を開始した。Pandora の売上高
は全地域で拡大し、それを為替相場の好影響が下支えした。
上位 100 社で最も高い 22% の純利益率を記録するなど、ラグ
ジュアリー企業としては最高の総合業績を達成したと言って
も過言ではない。
他の 3 社は、2015 年度に 40% 以上の売上高成長率を達成し
ている。ブラジルのファッション企業 Restoque は 55.2% 成
長したが、これは 2014 年 11 月に買収した競合の Dudalina
を通年連結対象とした影響が大きい。その他の急成長企業は
いずれもジュエリー企業で、この商品カテゴリーにおいては、
近年業績が乱高下している。これは、特にアジア経済の不確
実性のほか、原材料価格と為替の急変によるものである。中
国のジュエリー企業 Eastern Gold Jade は、翡翠（ヒスイ）の
卸売事業の復調と、金地金（ゴールドバー）への投資需要の
拡大により、90% 以上成長した。インドの Gitanjali Gems は、
店舗やショップ・イン・ショップを継続的に急拡大させ、イ
ンドの Modern Retail での市場シェアが 58% から 72% に上
昇したほか、米国の Samuels など国外チェーンを拡大し続け
たことから、ジュエリーの売上高が 43% 増加した。

Fastest 20 にランクしている企業は、上位 100 社の他の企業
と比較して規模が小さく、Fastest 20 の 2015 年度におけるラ
グジュアリー品の平均売上高は、上位 100 社全体の平均が 21
億 2,000 万米ドルだったのに対し、
12 億 4,400 万米ドルであっ
た。20 社のうち 12 社はラグジュアリー品売上高が 10 億米ド
ルを下回り、50 億米ドルを超えたのは Hermès International
だけであった。上位 20 社全体の純利益率は前年より 2 ポイ
ント上昇して 12.3% となり、上位 100 社全体の利益率 11.4%
を上回った。Fastest 20 にランクインする企業が最も多かっ
た所在国はイタリアで、20 社のうち 6 社がイタリア企業で
あったが、2014 年度の 8 社からは減少した。英国は 4 社のう
ち 2 社が新たにランクインした企業（Charles Tyrwhitt と Ted
Baker）であり、1 社は本社を香港からロンドンに移して英国
企業となった Michael Kors である。過去 3 年間で Fastest 20
にランクインした米国の「アフォーダブルラグジュアリー」企
業 5 社のうち、2015 年度にランクインしたのは Kate Spade
のみであった。為替相場の逆風はスイス企業にも影響を及ぼし
ており、スイス企業でランクインしたのは Richard Mille のみ
であった。Fastest 20 の残り 8 社のうち、フランスとインド
その他はブラジル、
中国、
デンマーク、
スウェー
がそれぞれ 2 社、
デンの企業であった。急成長ラグジュアリー企業 20 社で最も
好調な商品カテゴリーはアパレル・靴（10 社）とジュエリー・
時計（5 社）であり、バッグ・アクセサリー企業は 3 社、複合
ラグジュアリー企業は 2 社であった。また今年度は、Fastest
20 に、化粧品・香水商品カテゴリー企業が初めてランクイン
しなかった。
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急成長ラグジュアリー企業 20 社（Fastest 20）、2013 ～ 2015 年度 CAGR¹
CAGR順位

上位100社
順位

企業名

1

64

Marcolin Group

2

43

Valentino Fashion Group SpA

3

24

Pandora A/S

4

30

Gitanjali Gems Ltd.

5

74

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.

6

41

Kate Spade & Company

7

99

Acne Studios Holding AB

8

51

SMCP SAS

9

46

Moncler SpA

10

72

Furla SpA

11

36

Eastern Gold Jade Co., Ltd

12

94

Vicini SpA

13

86

Charles Tyrwhitt LLP

14

14

Michael Kors Holdings Limited

15

54

Ted Baker plc

16

97

Richard Mille SA

17

44

PC Jeweller Ltd.

18

53

Gianni Versace SpA

19

12

Hermès International SCA

20

69

Kurt Geiger Limited

急成長ラグジュアリー企業20社（Fastest 20）* **

本社所在国

イタリア

2015年度のラグ 2013～2015年度
ジュアリー品売上高
のラグジュアリー
（100万米ドル） 品売上高CAGR1

2015年度のラグ
ジュアリー品売上
高成長率

2015年度の
純利益率

イタリア

483

43.1%

1,163

37.8%

44.1%

7.0%

インド

2,492

36.3%

40.2%

22.0%

1,724

30.6%

43.1%

1.0%

363

29.1%

55.2%

-1.4%

1,219

28.1%

10.3%

1.4%

フランス

181

27.6%

23.7%

12.9%

750

26.5%

32.8%

1.2%

イタリア

978

23.1%

26.8%

19.1%

中国

382

22.9%

27.2%

6.8%

1,426

22.3%

95.1%

3.4%

英国

203

22.1%

10.7%

12.0%

271

19.9%

19.6%

10.7%

4,712

19.3%

7.8%

17.8%

695

19.1%

17.7%

9.7%

デンマーク

ブラジル
米国

スウェーデン
イタリア

イタリア
英国

英国

スイス

20.1%

-0.6%

インド

193

18.4%

21.7%

n/a

1,123

17.3%

15.2%

5.4%

フランス

722

16.5%

17.6%

2.6%

5,377

13.7%

17.5%

20.2%

431

13.6%

11.9%

7.2%

24,889

22.2%

24.0%

12.3%

212,029

5.2%

6.8%

11.5%

イタリア
英国

上位100社* **

太字の企業は 2012 ～ 2014 年度 CAGR に基づく 2014 年度の急成長ラグジュアリー企業 20 社（Fastest 20）にもランクインしている。

¹ 年平均成長率
e = 企業発表データから推計
出典：各企業が公表したデータと業界予測
* 為替調整後の売上高加重平均
** 売上高加重平均
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商品カテゴリー別の動向
本レポート『世界のラグジュアリー企業ランキング』で
は、地域別のほか、ラグジュアリー商品カテゴリー別の業
績についても分析を行った。カテゴリー別分析の対象は以
下の5つである。

商品カテゴリーのプロフィール
企業数

平均ラグジュアリー
品売上高
（100万米ドル）

アパレル・靴

41

$1,007

4.4%

19.5%

バッグ・アクセサリー

10

$1,569

13.4%

7.4%

化粧品・香水

10

$2,939

6.5%

13.9%

ジュエリー・時計

28

$2,023

2.0%

26.7%

複合ラグジュアリー

11

$6,274

10.8%

32.5%

100

$2,120

6.8%

100.0%

・アパレル・靴

・バッグ・アクセサリー
・化粧品・香水

・ジュエリー・時計

・複合ラグジュアリー

ラグジュアリー品売上高の大部分を特定の商品カテゴリー
で占める場合、その商品カテゴリーに対して当該企業を分
類している。また、売上高の相当割合を複数の商品カテゴ
リーで構成する企業は、複合ラグジュアリー企業に分類し
ている。
なお当分析は、本調査における上位 100 社を対象としてい
る。

上位100社

2015年度
ラグジュアリー
品売上高成長率

上位100社の
ラグジュアリー
品売上高に占める割合

出典：各企業が公表したデータに基づくデロイト分析と業界予測
世界のラグジュアリー企業ランキング2017
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2%
0%
-2%

上位100社

アパレル・
靴

2015年度のラグジュアリー品売上高成長率*

バッグ・
アクセサリー

2015年度の純利益率**

化粧品・
香水

2015年度の総資産利益率**

8.0%

12.5%
8.2%

8.2%
0.8%

4%

2.0%

3.2%

6.5%

6.2%

6.6%

5.7%

6.2%

5.8%

6%

4.4%

5.2%

7.9%

8.1%

9.7%
6.8%

10%
8%

9.7%

12%

10.8%

11.3%

14%

10.8%

13.4%

商品カテゴリー別業績

ジュエリー・
時計

複合
ラグジュアリー

2013～2015年度のラグジュアリー品売上高CAGR*^

* 為替調整後の売上高加重平均
** 売上高加重平均
^ 年平均成長率

出典：各企業が公表したデータに基づくデロイト分析と業界予測
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複合ラグジュアリー企業が、売上高成長率を倍増させ、収益性を牽引：バッグ・アクセサリーが引き続き最も成長率
の高いカテゴリー

2015 年度のラグジュアリーアパレル・靴カテゴ
リーに属する企業の売上高は、前年度と比較して
成長が鈍化した一方、2013 ～ 2015 年度 CAGR
は 5.7% で、上位 100 社の平均を上回った。この
カテゴリーに属する企業数は前年度から 3 社増えて 41 社と
なり、上位 100 社のなかで突出して多数を占めた。一方、平
均売上規模（ラグジュアリー品の年間売上高で計測）は、上
位 100 社の半分以下であり、ラグジュアリー品売上高の総額
に占める割合はわずか 19.5% であった。また、上位 3 社の
Ralph Lauren、PVH Corp.、Hugo Boss が、このカテゴリー
における 2015 年度ラグジュアリー品売上総額の 40.7% を占
めた。所在国では、アパレル・靴企業の約 40% がイタリア
を本拠とし、残りは他 10 カ国に点在している。ファッショ
ン業界で最も多いのは引き続きヨーロッパ企業であり、他の
国を拠点とする企業は 7 社に留まり、その多くが米国を拠点
としている。
比較的小規模なアパレル・靴企業の多くで、非常に好調な業
績となった。これらの企業は Fastest 20 と好業績企業リス
トにおいても半数を占め、売上高成長率と純利益率が 2 桁
を記録した。なお、2 桁の売上高成長率を達成した企業数
は 12 社であった。2015 年度に成長率が最も高かったアパ
レル・靴企業は、ブラジルのファッション企業 Restoque で
55.2% であったが、これは 2014 年 11 月に買収した競合の
Dudalina を通年連結対象とした影響が大きい。Valentino
Fashion Group は急速な成長を続け、年間売上高が計画よ
り 2 年早く 10 億米ドルの大台に到達し、2015 年度には売
上高成長率が 44.1% に上昇した。その要因は、為替相場の
好影響（同社の最大の市場は米国）、ブランド力と好調な小
売で、1m2 当たり売上高が 20% 増加し、30 店舗を新たに
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開店した。同社は過去 3 年間連続で 25% 以上の年間成長
率を達成した唯一のファッション企業である。それ以外に
も、Moncler、Gianni Versace、Brunello Cucinelli という急
成長中のイタリア企業 3 社が、2015 年度に売上高成長率を
改善させた。Moncler はアパレル・靴カテゴリーで 3 年連続
して最も業績の良い企業の 1 つであり、2 桁の売上高成長率
（26.8%）と利益率（19.1%）を達成した。Vicini も成功を続
けており、売上高成長率は 10.7%、利益率は 12.0% であった。
アパレル・靴カテゴリーで新たにランクインした企業 7 社
の う ち、4 社 は 2015 年 度 に 売 上 高 を 17 ～ 33% 増 加 さ せ
た。その 4 社は、SMCP（ファッションブランドの Sandro、
maje、Claudie Pierlot を所有するフランス企業で、2016 年
に中国の繊維メーカー山東如意により買収された）、スウェー
デンの Acne Studios、英国のファッション企業 Ted Baker
と Charles Tyrwhitt である。

その一方で、ラグジュアリーファッション企業の 3 分の 1 以
上で、売上高が減少している（売上高減少の企業数も前年度
より増加）。これには、米国に拠点を置く上位 2 社の Ralph
Lauren と PVH Corp. が含まれている。為替変動の影響を除
いた売上高成長率はそれぞれ 0.8% と 4.1% であったが、米
ドル高によって売上高が減少した。また香港の Trinity（ラ
グジュアリーブランド Cerruti、Kent & Curwen、Gieves &
Hawkes を所有）は、主にアジア各国市場で消費支出が鈍化
したために売上高が激減（27%）したのを受け、コスト削減
に向けた組織再編を実施した。

このカテゴリー 36 社全体の平均純利益率は全カテゴリーで
最も低い 6.2% で、前年度からわずかに低下した。またこれ
らの企業の 60% 以上で、利益率が 2014 年度より低下した。

純 利 益 率 で は Moncler が 最 も 高 く 19.1% で あ り、 こ れ は
上位 100 社で第 4 位であった。また純利益率が上位 100 社
の ト ッ プ 10 に 入 っ た 他 の ア パ レ ル・ 靴 企 業 は、Roberto
Cavalli と Acne Studios であった。ラグジュアリーアパレル・
靴企業の利益率は、概ね前年度と同様であり、2015 年度に
2 桁 の 利 益 率 を あ げ た 企 業 は、Vicini（12%）、Hugo Boss
（11.4%）、Charles Tyrwhitt（10.7%）など合計 6 社である。
一方、このカテゴリー企業の過半数（24 社）は利益率が 1 桁％
で、6 社は赤字を計上した。

上位 100 社にランクインしたバッグ・アクセサ
リー（眼鏡類を含む）企業は、2015 年度も引き
続き業績が回復傾向にあり、全体の売上高成長
率は 13.4% に急上昇した。これは全ラグジュア
リーのカテゴリーにおいて最も高い成長率である。このカテ
ゴリーの 10 社のうち、眼鏡企業の Luxottica Group、Safilo
Group、Kate Spade がビッグ 3 となっており、この 3 社で
同カテゴリーの 2015 年度ラグジュアリー品売上高の 79.4%
を占め、特に Luxottica だけで全体の 62.6% を占めた。一方、
他の 7 社はいずれも売上高が 6 億 5,000 万米ドルを下回った。
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Luxottica は 2015 年度、各通貨の対ユーロ相場が上昇した恩
恵を受け、堅調に業績を上げた。同社の売上高成長率 15.5%
は、為替変動の影響を除いた成長率（4.3%）の 3 倍を超えて
おり、全ての地域、チャネルで成長を遂げた。純利益率もわ
ずかに上昇して 9.1% となり、このカテゴリーにおいて 2 番
目に高い値となっている。
バッグ・アクセサリー企業は、地理的に集中しており、イタ
リアに 5 社、米国に 2 社、フランスと韓国と英国にそれぞれ
1 社となっている。

イタリアのグローバル眼鏡企業 Marcolin は、2013 ～ 2015
年度の CAGR が最も高く、Fastest 20 における 1 位の座を
Kate Spade から奪い、売上高は前年比で 20.1% 成長となっ
た（為替変動の影響を除いた成長率は 11%）。2013 年買収
の Viva、2014 年度買収のフランスとブラジルの Viva 販売
店の統合および組織再編を完了しており、本年度の成長の主
な原動力は、新しいラグジュアリー・ライセンスブランド
（Zegna、Pucci）の販売、ヨーロッパおよび同社最大の市場
である米国（売上高の 40% 以上を占める）での売上増加が
挙げられる。ただし、組織などの合理化に伴う経常外費用に
より、2015 年度に小規模の損失を計上している。

Compatriot Furla は、2015 年度における成長率がこのセグ
メントで最も高い 27.2% となっており、全ての地域、チャ
ネルにおいて、アクセシブルラグジュアリーブランドとして
の成長を達成した。同族経営の Furla では近年、中核事業の
女性用ハンドバッグから、レディース靴、メンズバッグ、De
Rigo との眼鏡類ライセンス契約へと事業を拡大している。ま
た、ラグジュアリー品の販売チャネルとして急成長している
空港でのトラベルリテールにも注力している。Fastest 20 の
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第 10 位にもランクインしており、純利益率も 6.8% に上昇
した。なお、CEO の Eraldo Poletto 氏は、2016 年に Furla
から Salvatore Ferragamo に移籍している。

Furla の競合である米国の Kate Spade は、為替の悪影響と
組織再編のため、2015 年度の売上成長率が、同カテゴリー
最大の急落を記録した。2015 年度のラグジュアリー品売上
高成長率は 10.3% であり、2014 年度の目覚ましい成長率か
ら 38.4 ポイント下落した。現在は、e コマースが同社の売上
高の 20% を超え、e コマース売上高は 2 桁の堅調な成長を
続けている一方、ブランドポートフォリオの再構成、単体事
業の Kate Spade Saturday の廃止、Jack Spade の流通モデ
ル変更などの対応を図っている。また、為替変動調整後の売
上高は 20.6% 上昇しているが、2015 年度の組織再編および
事業整理関連費用、さらに 2014 年度の納税引当金取り崩し
により、同社の純利益率は 1.4% に急落した。

2 桁の売上高成長率を達成したもう 1 社は、アクセシブルラ
グジュアリーバッグ企業の Longchamp である。アジアの新
店舗とヨーロッパでの堅調な需要を背景に、売上高が 13.2%
増加した。現在、同社で売上高規模が大きい市場は、1 位フ
ランス、2 位中国となっている。Safilo、De Rigo、Mulberry、
Tumi は、いずれも 1 桁成長であった。MCM ブランドを所有
する韓国企業の Sungjoo D&D は売上高が減少した唯一の企
業で、成長率は 30.1 ポイント減少してマイナス 2.3% となっ
た。これは為替の悪影響によるもので、為替変動の影響を除
いた売上高成長率は 14 ～ 15% である。

2015 年度のバッグ・アクセサリー企業 9 社全体の純利益率
は 6.6% で、上位 100 社の平均（9.7%）を下回り、過去 2
年と同様の結果であった。Tumi の利益率が最も高く 11.5%
であった一方、他の企業は、眼鏡企業の Marcolin と Safilo
を除き、純利益率が 1 桁台であった。

Safilo にとって、2015 年度は業績回復戦略 5 カ年計画の初
年度であり、同社は売上高の 75% をライセンスブランドか
ら稼ぎ出した。Kering のブランド Gucci と、それより小規模
の 3 ブランドは、2015 年度に同社のポートフォリオから除
外された（Kering が独自の眼鏡事業を開始するためにライセ
ンスを停止したため）が、Givenchy や Swatch など他ブラン
ドのライセンスを取得している。なお同社は 4.1% の損失を
計上したが、その主な要因は組織再編とのれんの減損という
経常外費用である。

化粧品・香水企業は、上位 100 社のなかでも比
較的規模が大きく、2015 年度のラグジュアリー
品の年間売上高は平均 29 億 3,900 万米ドルで
あった。このカテゴリー 10 社のうち 6 社はラグ
ジュアリー品売上高が 10 億米ドルを超えており、特に上位
3 社の Estée Lauder、L'Oréal Luxe、Coty はいずれもラグジュ
アリー品売上高が 40 億米ドルを超えており、合計するとこ
のカテゴリーに属する全企業のラグジュアリー品売上高の 4
分の 3 近くを占めた。10 社のうち米国を本拠地とするのは 4
社、フランスが 3 社、ルクセンブルクとイタリアとスペイン
がそれぞれ 1 社である。

日本の資生堂とフランスの Laboratoire Nuxe は昨年度のレ
ポート対象であったが、ラグジュアリー品売上高の信頼でき
る推定値が得られなかったため、今年度のレポートからは除
外した。
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2015 年度における化粧品・香水企業の過去 2 年間の CAGR
は 6.5% に回復し、上位 100 社全体の平均値をわずかに下回っ
た。しかし、各企業の業績には大きな格差が存在する。

L'Oréal Luxe は、このカテゴリーにおいて突出した業績を上
げており、2015 年度のラグジュアリー品売上高が前年から
16.7% 増加した。競合の Estée Lauder と同様、既に売上高
の 8% 以上を占める e コマースのほか、化粧品・香水でも堅
調な成長を見せた。同社の Yves Saint Laurent ブランドは前
年比 18.4% 増加し、全地域、特に西ヨーロッパで市場シェ
アを拡大した。また、2015 年度における為替変動は、Estée
Lauder と L'Oréal Luxe に対して異なる影響を与えた。米国
の Estée Lauder は為替変動の影響を除いた成長率（7%）が
L'Oréal Luxe（6.1%）より高かったが、売上高成長率は米ド
ル高のために 4.5% に低下となった。ただし、両社とも好調
な純利益率については、ほとんど変動がなかった。

ヨーロッパの他の化粧品・香水企業の売上高成長率は 1 桁
台であったが、Inter Parfums のみ為替相場の悪影響を受
け、為替変動の影響を除いた同社のラグジュアリー品売上
高 成 長 率 は 1.5% だ っ た が、 純 売 上 高 は 6.2% 減 少 と な っ
た。 同 社 は ラ イ セ ン ス ブ ラ ン ド で あ る Burberry の 売 上
高 減 少 を 穴 埋 め す る た め の 戦 略 と し て、 同 社 最 大 の 化 粧
品ブランド Montblanc のラインセンス契約を延長しつつ、
Rochas を Procter & Gamble から買収し、Coach と French
Connection のライセンスを新たに同社のブランドポート
フォリオに追加した。

Puig と L'Occitane は 化 粧 品・ 香 水 企 業 の ラ ン キ ン グ 2 位
と 3 位となっており、売上高成長率は約 9% であった。特
に Puig は、2015 年度に化粧品企業の Penhaligon's London
と L'Artisan Parfumeur Paris を 買 収 し た こ と が 寄 与 し た。
2016 年には同社の収益の約 10% を占めると予想される Jean
Paul Gaultier ブランドを統合したが、これは 3 位の化粧品
企業を目指すという同社の目標達成に向けて大きな後押しと
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なると考えられる。また、L'Occitane の成長を牽引したのは
オムニチャネル戦略（e コマースが売上高の 10% 程度を占め
る）と中国の堅調な成長であり、同社の新興ブランドである
Melvita と L'Occitane au Brésil が寄与した。

残り 2 社は米国美容企業の Coty と Elizabeth Arden で、い
ずれも売上高が減少した。なお、両社ともに 2015 年度以
降、大規模な企業買収を実施した。Coty は、複数のヘアス
タイリングブランドのほか、グローバル高級化粧品事業、サ
ロンプロフェッショナル事業、化粧品・個人向けヘアカラー
事業を持つ Procter & Gamble のスペシャルティビューティ
事業を 116 億米ドルで買収したことで世界 3 位の美容事
業となり、収益は約 90 億米ドルと予測される。その後も、
Hypermercas の美容・パーソナルケア事業、GHD のプレミ
アムヘアストレートナー・器具事業、オンライン化粧品小売
業者 Younique など、比較的小規模な買収を複数実施している。

業 績 が 悪 化 し た Elizabeth Arden は 2016 年、Revlon に 買
収された。これは、両企業の人気回復戦略の下に実施され、
Elizabeth Arden のプレミアムポートフォリオを活用するこ
とで、Revlon によるラグジュアリーセグメントへの参入を加
速すると共に、ラグジュアリー美容品における最大流通チャ
ネルの 1 つであるトラベルリテールチャネルへのアクセスを
加速することが期待されている。
化粧品・香水企業 8 社全体の純利益率は全商品カテゴリー
で 2 番目に高く、前年から約 1 ポイント改善して 9.7% とな
り、上位 100 社全体と同程度となった。Elizabeth Arden を
除く当カテゴリーの全企業が黒字となっており、利益率が最
も高かったのは L'Oréal Luxe で 15.2% を達成しており、上
位 100 社のなかで 2015 年度の売上高成長率と純利益率（推
定値）が共に 2 桁であった 8 社中の 1 社となった。また、化
粧品・香水企業は、全商品カテゴリーで最も総資産利益率が
高く、10.8% であった。

ジュエリー・時計企業の 2015 年度ラグジュア
リー品売上高成長率は全カテゴリーのなかで最
低となったが、2% という数字は全体の売上高が
0.4% 減少した 2014 年度からは改善した。なお、
2015 年度は以下の経済および為替変動の影響を特に強く受
けた。
・スイスフラン高がスイスの高級時計メーカーの輸出に与え
た影響

・アジア、特に中国と香港・マカオの経済と市場の減速が、
売上の大半を当該地域で上げる企業に与えた影響

ジュエリー・時計企業 28 社の 2015 年度の年間ラグジュア
リー品売上高は平均 20 億 2,300 万米ドルで、上位 100 社
のラグジュアリー品売上高総額に占める割合は 2 番目とな
る 26.7% であった。上位 3 社の Swatch Group、Chow Tai
Fook、Rolex は、ラグジュアリー品売上高が 50 億米ドルを
超え、当カテゴリーの総額の 38% を占めた一方、半数弱（13
社）はラグジュアリー品売上高が 10 億米ドルを下回った。

高級ジュエリー・時計専門企業は、以下の 3 つに分類される。
・象徴的なグローバルブランドを持つ、スイスの高級時計
メーカー 9 社
・中国・香港やインドを本拠地とし、広範な小売ネットワー
クをもつ、垂直統合型の高級ジュエリーグループ 9 社

24

・スペシャリストの地位にある（「高級ジュエリーの頂点」
を自負する）Graff Diamonds やグローバル真珠ブランド
のミキモト、デンマークの Pandora やスペインの Tous と
いった「アフォーダブルラグジュアリー」企業など、有力
ジュエリー企業 10 社

ジュエリー・時計企業のうち 8 社は、2015 年度にラグジュ
ア リ ー 品 売 上 高 の 2 桁 成 長 率 を 達 成 し た。 業 績 上 位 3 社
は全て垂直統合型のジュエリー企業で、トップの Eastern
Gold Jade は成長率が 95.1% と、上位 100 社で最も高かっ
た。その要因は、翡翠（ヒスイ）の卸売事業の回復と、金地
金（ゴールドバー）に対する投資需要の成長である。インド
の Gitanjali Gems とデンマークの Pandora は、いずれも前
年度の堅調な成長率がさらに上昇して 2015 年度に 40% を
超える成長を記録し、Fastest 20 の第 3 位と第 4 位にランク
インしている。Gitanjali Gems は、店舗とショップ・イン・
ショップを継続的に急拡大し、インドの Modern Retail にお
ける市場シェアを 58% から 72% へと増加するとともに、米
国の Samuels など国外チェーンの拡大などを進めた。なお、
インドはコストが低く、また高いスキルの労働力を活用でき
るため、グローバル高級ジュエリー市場のハブと認識されて
いる。

「アフォーダブルラグジュアリー」ジュエリー企業である
Pandora は、Pandora ブランド店舗の急拡大を原動力に、
為替の後押しを受けて全地域で成長した。上位 100 社で純利
益率が最も高く、ラグジュアリー企業のなかで最も高い総合
業績を達成したと言える。また、2015 年度にラグジュアリー
品売上高成長率 2 桁を達成した他のジュエリー企業は、イン
ドの PC Jeweller、スペインの Festina Lotus、オーストリア
の Swarovski Crystal である。
スイスの時計企業で 2015 年度にラグジュアリー品売上高成
長率 2 桁を達成したのは 2 社のみとなっており、競合他社と
比較して、両社ともアジア市場の混乱の影響を大きく受けな

25

かったと考えられる。Richard Mille は成長率 21.7% で第 97
位となり上位 100 社に返り咲き、またハイエンド時計メー
カー Audemars Piguet は売上高が 14.3% 増加した。Rolex
の売上高も下降局面から強靭な回復力を見せ、売上高は約
8% 増加した。その他ほぼ全ての高級時計専門企業が、厳し
い環境にもかかわらず 1 桁台の成長率を達成した（財務情
報を一切公表しないスイスの非上場時計企業 8 社のデータ
は、いずれもプレスインタビューと業界予測を用いた推定値
を利用）。なお、アクセシブルラグジュアリー時計メーカー
の Frédérique Constant は、2016 年 5 月に日本のシチズン
時計株式会社に買収されている。

デロイトの 2016 年スイス時計業界調査によると、業界の見
通しに悲観的なシニアエグゼクティブの数は 2015 年度から
倍増して 82% となった。最も重大なリスクは国外需要の鈍
化であり、特に最も重要な輸出市場である香港の需要減が懸
念されている。この懸念はスイスフラン高に対する懸念を上
回っており、2015 年度のスイス時計の輸出は、主にアジア
での売上急落によって減少した。

他のジュエリー・時計企業 9 社は、ラグジュアリー品売上
高が前年度から減少した。このグループには、2 大企業の
Swatch と Chow Tai Fook が含まれている。Swatch は、ス
イスフランとユーロのペッグ解除決定の影響を受けており、
Swatch によると、その結果「スイスフランが急激に割高に
なった」という。スイスフラン建ての売上高は 3% 減少した
が、ユーロで計上すれば 10.3% の成長となったと推定され
る。香港の Chow Tai Fook は売上高が減少し続けているが
（2015 年度は 11.9%）、これも為替の影響を受けている。そ
の他の 7 社は、ほぼ全て高級ジュエリー企業であり、他の商
品カテゴリーより売上高の変動が激しい傾向が見受けられる。
「超高級」ジュエリー企業の Graff Diamonds International
は、2014 年度に売上高が 48.1% 増加したが、その後 28.7%
減少した。

厳しいビジネス環境にもかかわらず、純利益率を公表した
ジュエリー・時計 17 社全体の純利益率は、今回も全商品カ
テゴリーで 2 位の 8.1% であったが、前年度からは 2 ポイン
ト低下した。また全企業とも黒字で、前年度より 4 社少ない
3 社が 2 桁台の純利益率を達成した。Pandora は純利益率が
22% と最も高く、Swatch Group は前年度から 3.1 ポイン
ト下がって 13.2% となり、Tiffany は 11.3% で安定していた。
全体の総資本利益率も全商品カテゴリーで 2 番目に高い 8.2%
であった。
複合ラグジュアリー企業 11 社の平均規模は、上
位 100 社の他の企業を大きく引き離しており、
2015 年度の年間ラグジュアリー品売上高は平均
63 億米ドルで、合計すると上位 100 社の売上総
額の 32.5% を占めた。当グループは純利益率が最も高く、売
上高成長率と CAGR も 2 番目に高かった。

当グループには、上位 10 社にランクされた LVMH、Richemont、
Kering の 3 社が含まれており、その合計売上高 430 億米ド
ルは、当グループの全 11 社合計、および全 100 社中の上
位 8 社合計において、62.9% を占めた。これは、様々なラ
グジュアリー品カテゴリーに参入することで規模拡大を追求
してきた結果である。また、当グループのほとんどはヨー
ロッパ多国籍企業であり、3 社がフランス（LVMH、Kering、
Hermès）、3 社がイタリア（Prada、Salvatore Ferragamo、
Tod� s）、2 社が英国（Burberry、Michael Kors）、2 社が米
国（Coach、Cole Haan）、1 社がスイス（Richemont）に本
拠を置いている。ほぼ全ての複合ラグジュアリー企業が上場
しているため、投資資金を活用した成長を推進している（例
外は当グループで最も小さい Cole Haan で、PE グループの
Apax Partners の子会社）。
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複合ラグジュアリー企業の 2015 年度売上高成長率は、前年
Michael Kors は、為替変動の影響を除いた成長率が最も高
度からほぼ倍増の 10.8% となったが、そのほとんどの要因
かった。現在の本社はロンドンにあるが、米ドル建てで計
が為替変動の影響である。為替変動は、使用している報告
上しており、売上高の 70% を米国市場で上げている。2015
年 度 の 成 長 率 は 24.2 ポ イ ン ト 低 下 し た が、Hermès と 共
通貨と事業展開地域よって様々な影響を与えた。報告通貨が
に Fastest 20 に 残 っ て い る。 成 長 の 主 な 要 因 は リ テ ー ル
ユーロである 7 社（LVMH、Richemont、Kering、Hermès、
Prada、Ferragamo、TOD's） は、 為 替 変 動 の 影 響 を 除 い
の継続的な拡大で、2015 年度に韓国とパナマで買収した
た場合と比べて、売上高成長率が 5 ～ 11 ポイント高かっ
店舗を含め、店舗売上が 27% 増加した。また Coach では、
た。その他 3 社は、2015 年度の米ドル高と英ポンド高のため、 「Transformation Plan」戦略によって Coach ブランドの変
為替変動で 1 ～ 4 ポイントの悪影響を受けた。
革および活性化を進めており、売上高成長率が前年から 20
ポイント上昇し、戦略の初年度である 2015 年度の成長率が
Hermès International は、2015 年 度 に お い て 当 グ ル ー プ
7.2% となったが、これは同社が買収した高級靴企業 Stuart
のなかで最高の業績を上げており、最も高い売上高成長率
Weitzman を連結対象としたことが要因と考えられる。
（17.5%）と純利益率（20.2%）であった。ほぼ全てのセグメ
Prada と Burberry は、アジア太平洋地域での売上高が最も
ントと地域で成長を果たしており、革製品と馬具類の持続的
高い割合を占めており、香港市場とマカオ市場の低迷の影響
な需要と生産能力向上に牽引され、為替変動の影響を除いた
を受け、他の地域では成長が見られたものの、全体としての
成長率が 13% に達した。また Hermès は上位 100 社全ての
なかで純利益率が 2 番目に高く、過去 5 年間連続で 20% を
売上高は減少した。
超える純利益率を記録した。
複合ラグジュアリー企業全体の純利益率は、今回も全カテゴ
Kering、LVMH も、2015 年度に 2 桁台の堅調な売上高成長
リーで最高の 12.5% となった。これは 2014 年度よりわず
率を計上した。LVMH の成長要因としては、Louis Vuitton
かに高い値となっている（同年に LVMH が Hermès 株から
の象徴的商品と新商品の双方で成功したこと、ファッショ
上げた大きな例外的利益を除く）。また、業績を公表した 10
社全てが黒字となり、7 社は 2 桁の純利益率を達成した。利
ン ブ ラ ン ド の Fendi、Céline、Givenchy、Kenzo の 成 長、
Christian Dior のグローバルでのシェア拡大、Bulgari の好業
益率が最も高かったのは Hermès International（20.2%）と
Richemont（20.1%）であった。Richemont の利益を押し上
績などが挙げられる。一方、Kering のラグジュアリー品売
上高は 12% 近く成長した。これは、直営店ネットワークと、
げた要因は、2015 年 10 月に Net-A-Porter Group と Yoox
西ヨーロッパおよび日本からの大量の旅行客に支えられたほ
Group の 合 併 で 獲 得 し た 特 別 利 益 で あ る。Michael Kors、
Burberry、Salvatore Ferragamo、LVMH、Coach も 2 桁 の
か、2014 年度に買収した Ulysse Nardin を通年連結対象と
したことなどが要因として挙げられる。
純利益率を達成した。好調な当グループの総資産利益率は上
位 100 社全体の平均を上回る 8.2% であった。
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地域別の動向
ヨーロッパ、アメリカ、中国・香港に本社を置くラグジュ
アリー企業の割合が圧倒的に高いことから、この地理的
分析では、個別の国に焦点を当て、各企業を本社のある
国ごとに分類する。そのため、ラグジュアリー品売上高
の多くを占める国とは必ずしも一致しない。

多くの企業が本社の所在国以外からも売上を上げている
が、この分析では各企業の売上高の 100% をその企業の
本国の売上と見なす。

国別のプロフィール

企業数

中国・香港
フランス

7

ラグジュアリー品
平均売上高
（100 万米ドル）

$2,682

2015 年度
ラグジュアリー
品売上高成長率

-2.4%

上位 100 社の
ラグジュアリー
品売上高に占める割合

8.9%

10

$5,061

14.9%

23.9%

6

$821

5.6%

2.3%

分析の対象は、以下の 8 カ国

ドイツ

・フランス

イタリア

26

$1,307

9.3%

16.0%

・イタリア

スペイン

4

$701

9.7%

1.3%

・スイス

スイス

10

$3,057

3.6%

14.4%

・米国

英国

10

$1,177

2.4%

5.6%

米国

15

$3,013

-0.3%

21.3%

その他

12

$1,349

16.5%

6.3%

100

$2,120

6.8%

100.0%

・中国・香港
・ドイツ

・スペイン
・英国

この分析は、デロイトの上位 100 社分析の対象企業のみ
に限定している。

上位 100 社

業績は各国に本拠を置く上位 100 社のもの

出典：各企業が公表したデータに基づくデロイト分析と業界予測
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国別業績
その他

14.1%
9.2%

8.4%

7.5%

9.9%
2.4%

7.1%

13.2%

10.1%
3.6%

3.6%

米国

16.5%

英国

15.9%

スイス1

14.5%
9.7%

7.8%

6.2%
8.1%

5.6%

7.3%

10.8%

11.2%

11.0%

14.9%

5%

6.2%

4.7%

5.2%

7.9%

6.8%

10%

9.7%

15%

スペイン

16.6%

20%

イタリア

17.2%

ドイツ

6.2%

フランス

9.3%
7.0%

中国・
香港

5.3%

上位 100 社

-0.1%

-7.7%

-2.4%

-5%

-0.3%

0%

2015 年度ラグジュアリー品売上高成長率*

2015 年度の純利益率**

2015 年度の総資産利益率**

2013 ～ 2015 年度ラグジュアリー品売上高 CAGR*^

業績は各国に本拠を置く上位 100 社のもの
* 為替調整後の売上高加重平均
** 売上高加重平均
^ 年平均成長率
1
純利益率と総資産利益率は 2 社のデータに基づく

出典：各企業が公表したデータに基づくデロイト分析と業界予測
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フランスとイタリアが為替変動に
後押しされヨーロッパのトップ 2 に

2015 年度は、中国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイ
ン、スイス、英国、米国でラグジュアリー企業上位 100 社の
88%、上位 100 社による世界のラグジュアリー品売上高の
94% を占めた。ドイツは上位 100 社で 7 番目に企業数が多
いため、本年から当分析の対象に追加した。

ヨーロッパの多くの国でラグジュアリー企業の売上高が成長
したが、米国と中国・香港では減少した。その主な要因は為
替変動であり、それぞれ好影響と悪影響を与えている。「そ
の他」の企業は成長率が 16.5% と最も高く、上位 100 社全
体の平均成長率の 2 倍以上となった。

業績の面ではフランス企業が最も良く、ラグジュアリー品の
売上高成長率は 14.9% であったが、企業数ではイタリアが
再びトップとなり、上位 100 社のうち 26 社が所在している。
また、フランスに続いてスペインとイタリア企業の売上高成
長率が 9% 強となっている。その他のヨーロッパ諸国（ドイ
ツ、スイス、英国）の企業では、いずれも成長率が上位 100
社全体の平均よりも低い値となった。2014 年度に成長率の
低かった（0.1%）米国企業は、2015 年度にマイナス 0.3%
の減少に転じている。中国・香港企業は、Michael Kors が本
社のロンドン移転を受けて英国企業に再分類されたこともあ
り、2015 年度もマイナス成長となった。
全 体 的 に 見 る と、 上 位 100 社 の 国 別 構 成 比 は 2014 年 度
か ら ほ と ん ど 変 化 が な い も の の、Dama、Stefano Ricci、
Damiani が上位 100 社から脱落したため、イタリア企業が 3
社減少した一方、英国企業が 3 社増加した。
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中国・香港

中国・香港企業は、2015 年度もラグジュアリー品売上高が
減少し、8 カ国で最も業績が悪い状況となった。売上高は 2.4%
減少し、2013 ～ 2015 年度の CAGR はマイナス 7.7% であった。

米ドル高、中国の景気減速、小売環境の継続的低迷、香港・
マカオへの旅行客数と支出の減少、さらに金価格の下落が相
まって、当グループの高級ジュエリー企業 6 社のうち 4 社と
ファッション企業 Trinity において売上高が減少となった。ま
た、中国・香港に拠点を置く企業全体の純利益率も 4.7% に
低下した。ただし、厳しい環境のなかで、ジュエリー企業は
全て黒字を維持した。なお、全体の売上高成長率と利益につ
いても、最も業績が良かった Michael Kors がこの地域から
除外されたため、低下した。

中国・香港のラグジュアリー企業 7 社のうち、ラグジュアリー
ジュエリー企業の上位 3 社の業績が他企業を圧倒しており、
2015 年度は上位 100 社のラグジュアリー品売上高の 8.9%
を占めた。このうち最大の企業である Chow Tai Fook は順
位を 2 つ下げて 9 位となったが、Lao Feng Xiang と Chow
Sang Sang はいずれもトップ 25 を維持した。
当グループで突出しているのは、中国のジュエリー企業Eastern
Gold Jadeである。ラグジュアリー品売上高成長率が95%、
CAGR（2013～2015年度）が22.3%で、上位100社で成長率
が最も高く、17位上昇して36位となった。成長を牽引した
のは、翡翠（ヒスイ）の卸売事業の復調と、金地金（ゴール
ドバー）への投資需要の拡大である。

フランス

フランス企業は 2015 年度、ラグジュアリー品売上高成長率
と CAGR が最も高かった。フランス企業のラグジュアリー品
売上高成長率は 2 年連続で 2 倍以上の 14.9% となり、CAGR
は 10.8% に上昇した。これは、上位 3 社の多国籍企業であ
る LVMH、Kering、L'Oreal Luxe が為替相場の好影響を受け
たことが要因と考えられる。上位 10 社にもランクされるこ
の 3 社は、フランス企業のラグジュアリー品売上高の 4 分の
3 以上を占め、残り 7 社は 4 分の 1 を下回っている。フラン
ス企業は、ラグジュアリー品の平均売上高が 50 億米ドルを
超え、上位 100 社の他企業を大きく引き離しており、上位
100 社のラグジュアリー品売上高で最も大きな割合を占めて
いる（23.9%）。

フ ラ ン ス の 3 大 多 国 籍 企 業 で あ る LVMH、L'Oreal Luxe、
Hermès は、
「成績優秀者」に含まれており、ラグジュアリー
品売上高成長率と純利益率で 2 桁台を達成した。これらの
企業の売上高成長率は、為替相場の好影響によって 10 ポイ
ントほど押し上げられているが、実質成長も堅調であった。
Hermès は Fastest 20 にランクされた唯一のフランス企業で、
2013 ～ 2015 年度の CAGR は 13.7% であった。世界最大手
のラグジュアリー企業 LVMH は、2015 年度にラグジュアリー
品売上高が 15.2% 成長しており、Hermès や L'Oreal Luxe
と同様、ほぼ全ての商品カテゴリーと地域で成長を遂げ、世
界最大のラグジュアリーブランド Louis Vuitton を含む個々
のブランドにおいて堅調な業績を上げた。なお、LVMH の
純利益率は 11.2% と昨年度からやや低下した（2014 年度の
Hermès 株の割当による例外的利益の影響を除く）。
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Kering、新ランクイン企業の SMCP、Longchamp も、それ
ぞ れ 16.4%、32.8%、13.2% と、2 桁 台 の 売 上 高 成 長 率 を
達成した。
「ラグジュアリーおよびスポーツ・ライフスタイ
ル」の新ビジネスに注力する Kering は、直販店とオンライ
ンの売上高が 7% 以上成長し、2015 年度における同社のラ
グジュアリー品売上高の 70% 以上を占めた。2015 年 6 月に
は同社初の Kering Eyewear コレクションを立ち上げ、新た
にラグジュアリー部門として Couture & Leather Goods と
Watches & Jewellery を設立した。
SMCP は 2015 年度、フランス企業のなかで最も高いラグ
ジュアリー品売上高成長率を誇り、フランス国外に 139 店の
新店舗を展開した成果が出た。売上高が 3 年連続で減少した
Jeanne Lanvin を除き、他のフランス企業は 1 桁台の成長率
となった。Jeannne Linvin については、新クリエイティブディ
レクターの Bouchra Jarrar 氏が業績を回復させられるかは未
知数である。

2015 年度の純利益を公表したフランス企業 7 社全体の純
利益率は 11.2% で、前年度の 12.1% からわずかに低下し
た（LVMH の Hermès 株による例外的利益を除く）が、上位
100 社全体の平均より高い状況にある。7 社全体の総資産利
益率は 7.3% で、上位 100 社の平均をわずかに下回った。
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広げている。

イタリア

イタリアはラグジュアリー企業数でトップに返り咲き、上位
100 社のうち 26 社が所在している。また、2015 年度の売上
高成長率は第 3 位の 9.3% で、前年度の 6.7% から上昇した。
イタリア企業全体の業績は、2015 年度のイタリア企業のラ
グジュアリー品売上高の約半分を占める Luxottica、Prada、
Giorgio Armani の上位 3 社の影響を強く受けた。
同族経営が中心となっているイタリアのラグジュアリー企
業は、上位 100 社の他の企業よりも規模が小さく、平均売
上高は 13 億米ドルで、上位 10 社に入ったイタリア企業は
Luxottica Group だけであった。Luxottica はフランスのレン
ズ企業 Essilor と 2017 年に合併する可能性があるが、本社
がミラノに残るか、パリに移動するかは現時点では不明であ
る。Luxottica のグローバル眼鏡事業の成長率は、主に各通
貨が対ユーロで値上がりしたため、2014 年を上回る 15.3%
となり、為替変動の影響を除いた成長率は 4.3% であった。

イタリアの数多くの作品を生みだすデザイン力と、その伝統、
遺産、品質に対する名声により、「Made in Italy」の刻印は
世界中でラグジュアリー品の強力なブランディングツールと
なっている。このブランドの名声はファッション界において
圧倒的であり、上位 100 社にランクされるイタリア企業の 3
分の 2 がアパレル・靴カテゴリーという事実がこれを裏付け
ている。さらに、上位 100 社に入るバッグ・アクセサリー企
業の半数がイタリア企業であった。このブランド価値の維持・
向上には、同族経営によるブランド価値の厚い保護が影響し
ており、26 社のうち 20 社は創業者一族が株式の過半数の保
有者または経営者であり、一族の名前がブランド名となって
いることが多い。Prada や Giorgio Armani（イタリア企業の
なかで第 2 位と第 3 位）といった象徴的なファッションブラ
ンドは、上位 100 社の他のラグジュアリー企業にライセンス
が供与され、香水、眼鏡類、時計にまでそのブランドの幅を

イタリアのラグジュアリー企業全体の売上高成長率、および
2013 ～ 2015 年度の CAGR（8.1%）は、為替の好影響に支
えられて上位 100 社全体の平均を上回った。

イ タ リ ア 企 業 は 2015 年 度 の 上 位 100 社 に お い て、 最 も
高い業績を上げるグループとなった。イタリア企業 6 社が
Fastest 20 に入り、そのうち 5 社は昨年度もランクインし
ている。眼鏡企業である Marcolin は、CAGR が上位 100 社
で最も高い 43.1% を達成した。これは主に、米国に拠点を
置く Viva International（米州で第 2 位、世界第 9 位の眼鏡
企業）を 2013 年 12 月に買収したことに加え、2015 年度
の成長率が 20% に達したことによる。第 2 位もイタリア企
業で、Valentino Fashion Group は新店舗の開店とブランド
力を武器に、2015 年度は 44.1% という驚くべき売上高成長
率を記録した。Furla は Fastest 20 に新たに加わった唯一の
イタリア企業で、Fastest 20 の常連である Moncler、Vicini、
Gianni Versace と肩を並べる存在となった。また Moncler
と Vicini も、2 桁の売上高成長率と純利益率で、全体の「成
績優秀者」に名を連ねている。
イ タ リ ア 企 業 の 最 終 利 益 は わ ず か に 低 下 し、 純 利 益 率 は
2014 年度の 7.8% から 2015 年度には 7% となった。またイ
タリアのラグジュアリー企業 9 社が 2 年連続で 2 桁の純利益
率を達成したが、5 社が純損失を計上し、前年度より 1 社多
かった。

イタリア企業の総資産利益率は 6.2% で、上位 100 社の平均
を下回った。
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ては、いずれもプレスインタビュー記事と業界予測から推定
したデータである）

ドイツ

ドイツは 2015 年度から地域別動向の分析対象となっている。
プレミアムファッション企業の Marc O'Polo と Marc Cain
が新たにランクインし、高級時計・ジュエリー企業である
Gerhard D. Wempe が再ランクインしたことで、上位 100
社のドイツ企業は 6 社となった。この分析で対象とする他の
地域の企業群と比較すると、ドイツ企業は 2 番目に規模が小
さく、ラグジュアリー品の年平均売上高は 8 億 2,100 万米
ドルであった。Wempe を除く全企業がファッション企業で、
スキー・スポーツウェア専門の Bogner や、ソックス・ストッ
キング専門の Falke などがある。

ドイツの業績のうち圧倒的に大きな割合を占めるのが、当グ
ループで唯一の上場企業である Hugo Boss で、全売上高の
3 分の 2 近くを占めた。Hugo Boss はドイツ企業で突出し
て業績が良く、売上高成長率は 9.2% であった。その主な要
因は直営店の売上増加で、為替変動の恩恵も受けた。ただし、
特に中国と米国において、下期の業績は厳しい状況となった。
Marc Cain は 2 番目に業績が良く、売上高成長率が 4.3% で
あったが、他のドイツ企業は成長率が低いか、または成長し
ていない状況であった。Falke と Wempe の売上高成長率は
1 ～ 2% で、Marc O �Polo の売上高はここ数年で初めて伸びず、
Bogner の売上高は 11.3% 減少した。Bogner にとってロシ
アは重要な市場であるが、経済危機とルーブル暴落が 2015
年度の売上高の低迷につながった。

Hugo Boss の純利益率は 11.4% で前年度をわずかに下回っ
たが、他に黒字を計上した唯一の企業である Marc Cain（純
利益率 7%）より高い値であった。また全体的に見ると、ド
イ ツ 企 業 の CAGR は 上 位 100 社 の 平 均 を わ ず か に 下 回 る
5.6% であった。
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スペイン

スペインは、同族経営のラグジュアリー企業 4 社が上位 100
社にランクインしている。スペイン企業は、この地域的動向
の対象となる他の企業と比べて平均売上規模が最も小さく、
ラグジュアリー品の年平均売上高は 7 億 100 万米ドルであっ
た。

Puig、Textil Lonia、Festina Lotus はいずれも 2015 年度の
成長率が前年度を上回り、Festina Lotus は売上高成長率が
2 桁の 14.5% となった。Puig はスペインのラグジュアリー
企業のなかで突出して規模が大きく、売上高は 4 社合計の
65% を占めており、また為替変動の恩恵を受けたこともあ
り、同社の売上高成長率は 9.1% となった。為替変動の影響
を除いた売上高は前年比 2% の増加で、これには 2015 年
度 の Penhaligon's London と L'Artisan Parfumeur Paris の
買収が含まれている。また資生堂が保有していた Jean Paul
Gaultier の香水におけるライセンスが終了したのを受けて、
2016 年初めに同ブランドを完全に統合した。

スペイン企業は全企業で黒字であったが、2015 年度に純利益
率を増加させたのは Festina Lotus のみという状況であった。

スイス

今回上位 100 社に入ったスイス企業は、2014 年度より 1 社
少ない 10 社であった。当グループに再ランクインしたのは、
Raymond Weil（ラ
急成長している Richard Mille のみであり、
ンク入りの基準値に満たなかった）と Bally International（売
上高のデータなし）の 2 社が上位 100 社の対象外となった。
（財務情報を一切公表しないスイスの非上場企業 8 社につい

ス イ ス の ラ グ ジ ュ ア リ ー 品 売 上 高 に お い て、Richemont、
Swatch、Rolex の 上 位 3 社 の 規 模 が 圧 倒 的 に 大 き く、 そ
の 合 計 は 上 位 100 社 に ラ ン ク イ ン す る ス イ ス 企 業 10 社
の 2015 年度ラグジュアリー品売上高の 87% を占めている。
Richemont は上位 100 社において第 2 位を維持し、Swatch
は Kering に抜かれて第 6 位に低下したが、Rolex は第 11 位
に留まっている。上位 3 社はいずれも売上高が 50 億米ドル
を上回り、それに続くスイス企業の Patek Philippe は 10 億
米ドル強であった。2015 年度のラグジュアリー品の売上高
成長率は 3.6% で 2014 年度と同程度であったが、上位 100
社全体の平均値は下回っており、また CAGR（2013 ～ 2015
年度）は 3.6% に低下した。なお、2015 年に 2 桁の売上高
成長率を達成したスイス企業は、時計メーカーの Audemars
Piguet と Richard Mille の 2 社であった。

2015 年 1 月にスイスフランが 15% 上昇し、国外の消費者に
とって各ブランドがより高価になったことを考えれば、この
売上高成長率は快挙として捉えられる。こうした対応力につ
いて Richard Mille は、同社が自らを現代の高級時計のオー
ルラウンダーと位置付けていること、販売を地域間で画一的
に展開する戦略を採用していることを要因としてコメントし
ている。5

デロイトの 2016 年スイス時計業界調査によると、業界の見
通しに悲観的なシニアエグゼクティブは、2015 年度から倍
増して 82% となった。最も重大なリスクは国外需要の鈍化
と認識されており、特にスイス時計の最重要輸出先である香
港の需要鈍化が懸念されている。またこの懸念は、スイスフ
ラン高に対する懸念を上回っており、2015 年度のスイス時
計の輸出は、主にアジアでの売上高の急落によって減少した。
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イタリアがファッションのグローバルリーダーであるように、
スイスは高級時計生産で他に並ぶ国がなく、時計産業はスイ
ス最大の輸出セクターの 1 つである。上位 100 社に入ったス
イス企業 10 社のうち 9 社は時計メーカーで、拡大を続ける
店舗網だけでなく、世界中のジュエリー店なども高級時計販
売店として存在感を示していることからも、そのブランド力
が窺える。複合ラグジュアリー企業の Richemont も、売上
高の 30% 近くを Piaget など高級時計ブランドのポートフォ
リオから得ている。スイス高級時計メーカーが持つブランド
の伝統、技術とデザインの卓越性は、非常に高い参入障壁と
LVMH と Kering がそれぞれのポートフォ
なっている。これが、
リオにスイスの有名時計ブランドを M&A によって獲得した
ことに繋がっている。またアクセシブルラグジュアリー時計
メーカーの Frédérique Constant は 2016 年 5 月、日本のシ
チズン時計に買収された。これは「スイスブランドの買収で
あり、ブランドポートフォリオを補完するブランド戦略」の
一環だとシチズンは述べている。

当グループで純利益率と資産を公表しているのは、上場企
業 の Richemont と Swatch の 2 社 の み で あ っ た。 こ の 2
社 の純 利益率の平均は、2015 年度に 2.9 ポイント 上 昇 し
て 17.2% と な っ た。 な お 両 社 は、 上 位 100 社 で 収 益 性 が
最も高い企業のうちの 2 社（第 3 位と第 8 位）となってお
り、Richemont の利益を押し上げたのは、2015 年 10 月に
Net-A-Porter Group と Yoox Group の合併で獲得した特別
利益である。両社とも、為替変動の影響を除いた 2015 年度
の売上高が約 1% 減少し、スイスフラン建てで計上された
Swatch の売上高は 3% 減少したが、ユーロ建てで計上され
た Richemont の売上高は 6.4% 増加した。なお 2 社を合わ
せた総資産利益率は 2 ポイント上昇して 10.1% となり、上
位 100 社全体の平均より高い値となった。
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英国

英国のラグジュアリー企業のうち、上位 100 社に入った企業
は 2014 年度から 3 社増え、合計 10 社となった。Michael
Kors は本社を香港からロンドンに移したため、英国に本拠を
置く企業として再分類されたが、2015 年度は売上高の 70%
を北米で上げた。新ランクイン企業は、ファッション企業の
Ted Baker、シャツメーカーの Charles Tyrwhitt、象徴的な
防水ジャケットのブランドを所有する Barbour の 3 社であ
る。なお Russell & Bromley は総売上高が減少したため上位
100 社から脱落した。

英国企業の 2013 ～ 2015 年度 CAGR は 2.4% で、高成長を
達成した 2013 年度と 2014 年度から 8.7 ポイント低下した。
また勝者と敗者が明確に分かれており、Charles Tyrwhitt、
Kurt Geiger、Ted Baker はいずれも 2 年連続で 2 桁の成長
率を達成した。この 3 社とも、Michael Kors と共に Fastest
20 に入った。一方売上高が減少した企業は、Paul Smith、
Barbour、「超高級」ジュエリー企業の Graff Diamonds な
どである。収益の 90% 以上を英国外から得る Graff は、特
に香港と中国でダイヤモンド需要が鈍化したため、売上高が
28.7% 減少した。

2015 年度の平均売上高は 1 社当たり 11 億 700 万米ドルで、
上位 100 社全体の平均を大きく下回っており、英国企業 10
社のうち 8 社はラグジュアリー品売上高が 10 億米ドルを下
回った。また Michael Kors と Burberry の売上規模が圧倒
的であり、英国企業の売上総額の 70% 以上を占めているが、
成長率は両社とも低下した。Burberry は売上高がやや減少し、
Michael Kors の 成 長 率 は 24.2 ポ イ ン ト 下 が っ て 7.8% と
なった。なお残り 2 社の英国企業である Mulberry と Jimmy
Choo は、それぞれ 4.9% と 6.1% の成長率を達成した。

英国企業は、利益と総資産利益率の面では好調であった。2
年間の CAGR は 2.1 ポイント上昇して 13.2% となり、これ
を上回るのはスイス企業のみである。英国企業は全て 2015
年度に黒字を達成し、Michael Kors と Burberry が全体の純
利益の 85% 近くを占め、これらの大手企業に加え、Charles
Tyrwhitt が 2 桁の純利益率を達成した。また、英国企業全体
の総資産利益率は 5 ポイント上昇して 15.9% となり、国別
で第 2 位となった。

米国

2015 年度は上位 100 社に 15 社の米国企業が入り、そのう
ち Estée Lauder、Ralph Lauren、PVH Corp. の 3 社は、上
位 10 社にもランクインした。米国企業は上位 100 社の平
均より規模が大きく、ラグジュアリー品の平均売上高は 30
億米ドル強で、上位 100 社のラグジュアリー品売上総額の
21.3% に当たる。

米国企業の成長率が低い主な要因は為替変動による悪影響
であり、米ドル高がグローバルでの売上高に打撃を与えた。
2015 年 度 の 売 上 高 成 長 率 は マ イ ナ ス 0.3% で、 前 年 よ り
0.4 ポイント低かった。ただし、8 社が売上高を減らすなか、
Kate Spade のみ 2 桁台の成長率を達成した。

米国の上位 3 社である Estée Lauder、Ralph Lauren、PVH
Corp. は、いずれも為替変動の影響を除いたラグジュアリー
品売上高の成長率が 1 桁台となったが、為替相場の悪影響が
この数値を 3 ～ 7 ポイント押し下げたため、Ralph Lauren
と PVH はマイナス成長に転じた。PVH の方が為替の悪影響
を強く受けたが、両社とも最大市場である米国のアパレル需
要の鈍化および海外からの旅行客の減少に直面した。
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最も大きく業績を回復させたのは Estée Lauder と Coach で、
いずれも 2014 年度に売上高が減少していたが、2015 年度
は売上高が増加している。Estée Lauder は、各カテゴリー
や各地域における消費者嗜好の変化を捉え、化粧品・香水に
おける成長を加速させた。また為替変動の影響を除いた売上
高成長率は 7% となった。オンラインチャネル、複数ブラン
ドを扱う専門店チャネル、独立型店舗チャネルも好調で、自
社と小売業者の e コマースと m コマースの両プラットフォー
ムにおいて、オンラインの売上高が 10 億米ドルの大台を突
破した。同社は、
「特にソーシャルメディアでの独創的なア
プローチによるデジタルエンゲージメントがこうした変革を
後押しし、店頭とオンラインでの購入を促進した」と述べて
いる。また Coach の売上高成長率は 7.2% となっており、そ
の主な要因は、2014 年度に買収した高級デザイナー靴ブ
ランド Stuart Weitzman を通年連結対象としたことによる。
Coach の国外での成長、主にヨーロッパとアジアの成長の原
動力となったのは、流通ネットワークの拡大と既存店舗の売
上増加であり、これによって北米と香港・マカオでの売上減
少を相殺した。なお、Estée Lauder および Coach では、米
国企業でトップレベルの約 10% の純利益率を達成した。
米国企業のうち、2015 年度に売上高を公表した他の企業は、
Kate Spade、Tory Burch、Tumi、Movado である。Kate Spade
は 4 年連続で際立った業績を上げたが、同社のラグジュアリー
品売上高成長率 10.3% という数値は、2014 年度の顕著な成
長率と比較すると、38.4 ポイントの低下となった（ただし、
Kate Spade は Fastest 20 に入った唯一の米国企業である）。
同社の北米セグメントにおける成長率は 15.6% を達成してお
り、これはニューヨークにおいて Kate Spade のダイレクト
販売が増加した結果である。一方、香港、マカオ、台湾の各
地域が合弁事業に移行したこと、および為替の悪影響を受け
たことにより、Kate Spade International がマイナス 11.9%
となった。また現在では、e コマースが同社の売上高の 20%
以上を占めており、2 桁台の堅調な成長を続けている。さら
に同社ではブランドポートフォリオを再構成し、単体事業の
Kate Spade Saturday の廃止、Jack Spade の流通ビジネスモ
デル改革を実施した。
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2016 年、 米 国 美 容 業 界 は 2 件 の 大 型 M&A 案 件 に よ っ て
様相が一変した。Coty は Procter & Gamble のスペシャル
ティビューティ事業を 116 億米ドルで買収したが、これに
は、複数のヘアスタイリングブランドのほか、グローバル
高級香水事業、サロンプロフェッショナル事業、化粧品事
業、個人向けヘアカラー事業が含まれている。これに続き、
Hypermercas の美容・パーソナルケア事業、GHD のプレ
ミアムヘアストレートナー・器具事業、オンライン化粧品小
売業者 Younique など、複数の比較的小規模な買収を行った。
また業績が悪化した Elizabeth Arden は 2016 年、Revlon に
買収された。これは、両企業の人気回復戦略において実施さ
れ、Elizabeth Arden のプレミアムポートフォリオを活用す
ることで、Revlon によるラグジュアリーセグメントへの参入
を加速すると共に、ラグジュアリー美容品における最大流通
チャネルの 1 つであるトラベルリテールチャネルへの参入を
加速することが期待されている。

その他

その他の国の企業は、上位 100 社のうち 12 社である。2014
年度に最も売上高が大きかったのは日本の化粧品・香水企業
である資生堂だが、同社は今年の上位 100 社の対象外となっ
ている。これは、事業セグメントの再編成により、ラグジュ
アリー品売上高の推計が困難となったためである。また新た
に加わったのは、急成長するスウェーデンのファッション企
業 Acne Studios である。
インドのジュエリー企業 3 社が当グループに入り、オースト
リアと日本からはそれぞれ 2 社、ブラジル、デンマーク、ル
クセンブルク、韓国、スウェーデンからは 1 社ずつが上位
100 社に入っている。10 億米ドル以上の売上高を達成した
の は、 ジ ュ エ リ ー 企 業 の Swarovski、Pandora、Gitanjali
Gems、Titan、PC Jeweller、 化 粧 品・ 香 水 企 業 L'Occitane
International の 6 社であった。

2015 年度の純利益を公表した当グループの米国上場企業 12
この 12 社には、業績が極めて好調な企業も含まれており、
社の利益率は、厳しい環境のなかで踏み止まっている状況で
グループとして見ると、直近 1 年間（16.6%）および 2 年間
ある。全体の純利益率は 7.5% で、前年度の 8.3% からわず
（CAGR14.1%）でも、ラグジュアリー品売上高成長率は上位
かに低下し、上位 100 社全体の平均である 9.7% を下回った。 100 社で最も高い値となった。そのうち 9 社は、2015 年度
Elizabeth Arden を 除 く 全 企 業 が 黒 字 で、Coach、Tiffany、
にラグジュアリー品売上高が増加しており、6 社は 2 桁成長
Tumi はいずれも 2 桁となった。一方、Kate Spade は、主に
となった。ブラジルのファッション企業 Restoque は、2014
2015 年度（組織再編と事業廃止の費用）と 2014 年度（納
年 11 月に買収した競合の Dudalina を通年連結対象としたこ
税引当金の取り崩しによる利益）の影響により、急落して
とで 55.2% 成長した。またインド最大手のジュエリー企業
1.4% となった。
Gitanjali Gems は、店舗やショップ・イン・ショップが急拡
大を続け、インドの Modern Retail での市場シェアが 58%
総資産利益率も他の指標と同様の動きを示しており、米国の
から 72% に上昇したほか、米国の Samuels など国外チェー
ラグジュアリー企業は上位 100 社の平均である 7.9% をや
ンを拡大し続けたことから、ジュエリーの売上高が 43% 増
や下回る 7.1% であった。これは利益率の低下によるもので、
加した。インドはコストが低く、また高いスキルの労働力を
米国企業全体の資本回転率 0.9 倍は上位 100 社の平均を上
活用できるため、グローバルジュエリー市場のハブと認識さ
回った。
れている。
本レポートは、米国企業のなかに Michael Kors Holdings を
含めていないが、これは同社の本社がロンドンに所在する
ためである。ただし、Michael Kors は 2015 年度売上高の
70% を北米で上げており、北米での収益を 2.6% 増加させて
いる。
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デンマークの「アフォーダブルラグジュアリー」ジュエリー
企業の Pandora は、3 年連続で目覚しい業績を上げている。
全地域においてブランド店舗網を堅調に拡大し、為替の好影
響も受けた結果、ラグジュアリー品売上高が 40.1% 増加した。
純利益率が 22% と上位 100 社で最も高く、ラグジュアリー
企業のなかで全体的な業績が最も良かったと言える。また同
社は上位 100 社のなかで 3 番目に成長率の高い企業であった
（2013 ～ 2015 年度の売上高 CAGR で計測）。Fastest 20 に
ランクインした他の企業は、Gitanjali Gems、Restoque、お
よび新たにランクインした Acne Studios であった。Acne は、
ラグジュアリー売上高成長率（23.7%）と純利益率（12.9%）
が共に 2 桁台を達成し、同じスカンジナビアの Pandora と
並んで上位 100 社の第 99 位にランクインした。
多種多様な企業が存在する当グループ全体の純利益率は、上
位 100 社の平均を下回る 8.4% であった。また財務実績を
公表した 10 社のうち 8 社が黒字となっており、ブラジルの
Restoque とオーストリアの Wolford のみ赤字を計上してい
る。

世界のラグジュアリー企業ランキング2017
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新ランクイン企業
2015 年度、上位 100 社に新たにランクインしたのは 10 社
となっており、いずれも非上場企業である。アパレル・靴企
業が 7 社、ジュエリー・時計企業が 2 社、複合ラグジュアリー
企業が 1 社であった。

また再ランクインは 3 社で、2 年前に世界のラグジュアリー
企業ランキング上位 100 社にランクインしていた企業であ
る。スイスの高級時計メーカー Richard Mille は堅調に成長
し、97 位に再ランクインした。ドイツの腕時計・ジュエリー
企業 Gerhard D. Wempe と、米国に拠点を置く複合ラグジュ
アリー企業 Cole Haan は、売上高情報が入手できなかった
ため前年度のランキングから除外されていたが、今回再ラン
クインした。なお、財務情報が公表されず、他の情報源から
もラグジュアリー品売上高を合理的に推定できないという理
由で、ランキングに含めることができない非上場ラグジュア
リー企業が複数社存在している。

スウェーデンのファッションハウス Acne Studios は売上高
成長率が 24% となり、今回初めて 99 位でランクインした。
残りの新ランクイン企業 6 社は、2015 年度にデータ取得範
囲の拡大、またはデータ入手が可能となった結果としてラン
クインした。このうち 3 社は、ラグジュアリー品売上高の成
長率も顕著であった。SMCP（ファッションブランド Sandro、
Maje、Claudie Pierlot を 所 有 す る フ ラ ン ス 企 業 ）、 英 国
フ ァ ッ シ ョ ン 企 業 Ted Baker、Charles Tyrwhitt は、Acne
Studios や Richard Mille と並んで Fastest 20 に入っている。
また SMCP は、2016 年にプライベートエクイティファンド
の KKR から、中国の繊維メーカー山東如意に売却されてい
る。新ランクイン企業の残り 3 社は、ドイツの Marc O'Polo、
Marc Cain、防水ジャケットで有名な英国メーカー Barbour
である。
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上位 100 社の新ランクイン企業
2015 年度
ラグジュアリー
品売上高
順位

企業名

51

SMCP SAS

54

Ted Baker plc

59

Gerhard D. Wempe KG

60

Cole Haan LLC

68

Marc O’Polo AG

83

Marc Cain Holding GmbH

86

Charles Tyrwhitt LLP

92

J Barbour & Sons Ltd

97

Richard Mille SA

99

Acne Studios Holding AB

本社所在国

商品カテゴリー

フランス

アパレル・靴

ドイツ

ジュエリー・時計

英国
米国

ドイツ
ドイツ
英国
英国

スイス

スウェーデン

アパレル・靴

複合ラグジュアリー
アパレル・靴
アパレル・靴
アパレル・靴
アパレル・靴

ジュエリー・時計

アパレル・靴

2015 年度の
ラグジュアリー
品売上高
（100 万米ドル）
750

695
589 e

2015 年度の
ラグジュアリー
品売上高
成長率
32.8%
17.7%
1.9% e

585

n/a

455

-0.1%

282

4.3%

271

19.6%

233

-7.4%

193

21.7%

181

23.7%

太字の企業は、売上高の成長（米ドル）または新会社の設立によって新たにランクインした企業。
その他の企業はデータの改善によって上位 100 社に入った企業。

e = 各企業が公表したデータから推定

出典：各企業が公表したデータと業界予測
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調査の方法論とデータソース
世界のラグジュアリー企業ランキング上位 100 社の対象とな
る企業は、第一に、本レポートで対象とするラグジュアリー
品のカテゴリーの定義に従って、ラグジュアリー品企業とみ
なされる企業を選定している。

世界のラグジュアリー企業ランキング
2017 に関するデロイト調査

本レポートの「新たなラグジュアリー消費者」セクションの
調査・分析のために、デロイトは 2017 年 2 月、11 カ国（中
国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア、スペイン、
スイス、UAE、英国、米国）1,300 人以上の消費者を対象に
オンライン調査を実施し、ラグジュアリー品に対する消費者
意識と購買行動について分析を行った。なお、自己申告ベー
スで、回答者の世帯年収は各国の平均世帯年収を上回ってい
た。アパレル・靴、バッグ・アクセサリー、化粧品・香水、ジュ
エリー・時計の各ラグジュアリー品カテゴリーのうち、1 つ
以上で過去 6 ヶ月間に買い物をしたことのある消費者が調査
対象となっている。

本レポートにおけるラグジュアリー
品とは、個人向けのラグジュアリー
品であり、デザイナーアパレル・靴
（既製品）、高級バッグ・アクセサリー
（眼鏡類を含む）、高級ジュエリー・
時計、プレミアム化粧品・香水を総
称したものである。本レポートの対 上位 100 社ランキングの方法論
象に含まれないラグジュアリー品の 上位 100 社ランキングの対象企業は、伝統的な超高級品から、
カテゴリーは、自動車、旅行・レジャー スーパープレミアムやアスピレーショナルラグジュアリー、
さらにはアフォーダブルラグジュアリーやマスラグジュア
サービス、ボート・ヨット、美術品・ リーといった、中所得層向けの普及価格帯でありながら高級
蒐集品、高級ワイン・蒸留酒である。 店で販売されている比較的新しいラグジュアリー商品カテゴ
リーまでを含み、それらのカテゴリーにおいて消費者向けブ
ラグジュアリーブランドの再販業者 ランドを持つ企業となっている。このラグジュアリーブラン
ドのポジショニングを評価するための尺度は、以下の要素で
についても対象外としている。
構成する。
・価格プレミアム

・原材料の品質や希少性
・職人技の質

・商品の独自性

・サービスとパーソナライゼーション
・販売方法の質と独自性
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各社について、デザイナーズアパレル（既製品）、ハンドバッ
グ・アクセサリー、高級ジュエリー・時計、化粧品・香水と
いう 4 つの大きなカテゴリーにおけるラグジュアリー品から
売上高の半分以上（50% 以上）を獲得しているかによってラ
グジュアリー企業か否かを判断している。またこれらのカテ
ゴリーは、最終消費者向けに生産され、ラグジュアリーブラ
ンドとして販売される商品と定義される。ただし、財務情報
を開示していない企業も存在しており、当該企業はランキン
グの対象外としている。

ラグジュアリー品の販売を本業とする企業について、2015
年度（2016 年 6 月 30 日までの 12 ヶ月以内に終了する会計
年度と定義）のラグジュアリー品の連結売上高に基づき、上
位 100 社のランキングを作成している。
上位 100 社ランキングの作成には、複数のデータソースを
使用した。財務情報の主な情報源は、アニュアルレポートや
SEC 提出書類のほか、プレスリリースに掲載された情報、ファ
クトシート、ウェブサイトなどである。また企業から直接情
報を入手できない場合は、業界誌の予測情報、業界アナリス
トのレポート、各種ビジネス情報データベース、プレスイン
タビューなど、その他の公表情報を使用した。どのデータソー
スからも十分なデータが得られず、ラグジュアリー品売上高
を合理的に推定できない場合は、ランキング対象外としてい
る（例年複数社が該当）。

ランキングの共通基準を設定するために、米国以外の企業の
純売上高を米ドルに換算しているため、ランキングは為替変
動の影響を受ける。為替の情報源としては、OANDA.com を
利用した。各企業の会計年度に該当する 1 年間の為替相場の
平均値を使用し、各社の業績を米ドルに換算している。ただ
し、個々の企業ごとに掲載する成長率と純利益率は、各社の
現地通貨で算出されている。2015 年度の為替相場は、通常
時と比較して変動が非常に大きく、米ドル高とスイスフラン
世界のラグジュアリー企業ランキング2017

高の影響を受けている。また多くの企業で、為替変動の影響
控除前後で、業績は大きく異なっている。

地域別動向と商品カテゴリー別動向では、上位 100 社ランキ
ングの企業のデータのみ使用している。これらは市場におい
て大きな割合を占めるが、100% とはなっていない。

分析グループごとの財務業績

複数の企業を対象とした分析グループの財務実績については、
為替調整後売上高の加重平均を使用している。つまり、大企
業の業績がグループ全体の平均値に大きく影響を与えている。
複数通貨で財務報告を行っているグループは、財務実績を米
ドルに換算している。また CAGR についても、為替変動の影
響を調整している。
各分析グループの合計値と平均値は、データが入手可能な企
業のみを対象に算出しているが、全ての企業の全データは取
得できていない。

当該年度における各企業の財務情報は、公表された数値を使
用している。事業の変更（事業部門の売却など）に伴って前
年度の業績が修正される場合があるが、本調査では業績の修
正は考慮していない。本調査は、ある時点でのラグジュアリー
業界のスナップショットを提供すること、および一定期間の
市場ダイナミクスと業界への影響を反映することを目的とし
ている。そのため、掲載されている個々の企業の成長率は、
他の公表されている業績と一致しない場合がある。

世界のラグジュアリー企業ランキング2017
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注記
1. 世界のラグジュアリー企業ランキング 2017 に関するデロイト調査。2017 年 2 月、11 カ国（中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア、スペイン、
スイス、UAE、英国、米国）1,300 人以上の消費者を対象にオンライン調査を実施し、ラグジュアリー品に対する消費者意識と購買行動について分析を行っ
た。なお、自己申告ベースで、回答者の世帯年収は各国の平均世帯年収を上回っている。アパレル・靴、バッグ・アクセサリー、化粧品・香水、ジュエリー・
時計の各ラグジュアリー品カテゴリーのうち、1 つ以上で過去 6 ヶ月間に買い物をしたことのある消費者が調査対象となっている。
2. 本データは、デロイトのラグジュアリー価格分析データ（BenchMarque）から取得している。BenchMarque は 7 つの主要ラグジュアリー市場で主要 30
ブランド 10 万品目以上のオンライン価格を毎週取得する。インタラクティブにデータをビジュアル化する作業を繰り返して主要な市場トレンドを描き出し、
エビデンスに基づく柔軟な価格戦略を可能にする。
www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-industrial-products/solutions/benchmarque.html
3. Amica「Pierre Hardy による Apple Watch Hermès」、2016 年 9 月 16 日。
www.amica.it/2016/09/16/apple-watch-hermes-by-pierre-hardy/?refresh_ce-cp
4. Samsung「Samsung と de GRISOGONO がラグジュアリースマートウォッチを Baselworld に出品」2016 年 3 月 17 日。
news.samsung.com/global/samsung-and-de-grisogono-make-baselworld-tick-to-luxury-smart-time
5. WorldTempus「Richard Mille 氏インタビュー」2016 年 7 月 14 日。
en.worldtempus.com/article/industry-news/people-and-interviews/richard-mille-interview-with-richard-mille-22081.html
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