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はじめに
気候変動により、交通・輸送セクターにおける、CO2排出量削減
に関する議論が盛り上がりを見せている。政治的なアジェンダとな
り、かつてない速さで電動ドライブトレインの開発が進展している。
内燃エンジン向けドライブトレインの構成部品は、標準的な量産
車の材料費の約3分の1を占めているが、電動ドライブトレインの
モデルにおいては、これらの部品のほとんどが廃止されてしまうと
当社は試算している。結果として、この分野における部品サプライ
ヤーのかなりの割合（概ね40%と予測）が、生き残りに向けて、
トランスフォーメーションの道程をより早く進める（fast-track）必
要がある。
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COVID-19が自動車業界の 
トレンドを加速
電動化とデジタリゼーションが最大の短期的インパクト

COVID-19危機の発生時点で、自動車業界に
おいては構造的なトランスフォーメーションが
既に進んでおり、ドライブトレインの電動化、
デジタリゼーションから車両のコネクティビ
ティ、自動運転とカーシェアリングに至るまで
の重要な新トレンドが生まれていた。パンデ
ミック時の生産停止による混乱は、こうしたト
レンドを加速させると考えられる。

この混乱は、COVID-19危機における自動車
業界における追加的な資金需要により引き起
こされる一方で、全ての主要自動車市場にお
ける、政府による地球温暖化防止の取り組み
によりもたらされているとも言える。



>15% <1%  ~20% >23%
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インフォテインメントとモビリティ
サービスが、OEMが稼得する売
上の最大20%を占める。

予想される展開

2025年までの影響

e-モビリティ／代替パワートレイ
ン
顧客と公的機関が代替パワート
レインへの需要増を後押しする。
バッテリー式電気自動車（BEV） 
以外にも、燃料電池や合成燃料
のようなエミッション・フリー技
術は進化し続けるだろう。

車両販売台数の15%が代替パ
ワートレインになる。

自動運転
研究開発におけるアライアンスと、
不具合や事故発生時の責任の所
在の明確化が重要であり、この条
件下においてのみ、自動運転技
術は、市場に完全に受け入れら
れ、前進する。

2025年までに（電気）自動車の
販売に与える影響は1%未満と
無視できるレベル。

デジタル・ビジネス・モデル
近年、OEMにとってインフォテイ
ンメントおよびモビリティサービス
の重要性が大幅に高まっている。
新しいテクノロジーや、顧客の嗜
好もさらに進展する可能性がある。

シェア・モビリティ
カーシェアリング・サービスの普
及拡大は、新車販売に大きな悪
影響となるだろう – しかしながら、
シェア・モビリティの勢いは、直近、
弱まっている。

シェア・モビリティは将来的に新
車販売を23%以上減少させる可
能性がある。

図1：2025年までの主な新しいトレンドと今後の展開
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COVID-19は数週間から数か月の生産停止、
グローバルなサプライチェーンの混乱、売上
高の減少を招いており、自動車メーカーと部
品サプライヤーはさらなる負債を負うことを
余儀なくされている

OEM各社は与信枠を大幅に拡大した。政府
保証付きの融資を受けている部品サプライ
ヤーや、多くの企業が現在または将来の債務
不履行リスクに直面している。業界は資金繰
りに苦しんでいる。

OEMおよび部品サプライヤーは重大な局面
にある：貸借対照表上の過剰債務をどのよう
に圧縮し、既存事業（existing business 
model）における資金回収を促すのか？業務
効率の改善が、利益と財務レバレッジKPIの
向上に寄与することは明白だ。しかしながら、
速やかに負債を圧縮するためには、事業の一
部の切り売りや、グループ会社株式の売却が
必要となる可能性が高い。

企業グループレベルでの資金回収の改善には、
主要な業務効率性指標（例：費用対効果、製
品廃棄率の低さ、運転資本の改善）が必要と
なるが、一方で、何処に投資するか、どの工場
に重点を置くかを慎重に精査する必要がある。
通常、プロジェクト収益性のばらつきは大きく
（一つの理由は、価格の違い）、ほとんどの自
動車部品サプライヤーは、自社工場の収益性
にも大きなばらつきがあると考えがちである。
しかしながら、新規プロジェクトに関しては、
その業績如何を問わず、全ての工場が投資 -
ひいては現金 -を必要とする。こうなると、
OEMおよび部品サプライヤーは、業績の悪い
工場を売却、リストラあるいは、閉鎖するか否
かについて、極めて厳しい決断を迫られる可
能性が高い。しばしば、売却が最も費用が掛
からない策となる一方で、OEMやTier-1から
の受注をキャンセル出来ないことが多いため、
そもそも閉鎖を選択出来ない場合もある。

自動車業界は 
資金流出に直面
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直近の全社課題

トランスフォーメーションが予想以上の速さで進んでいる。
レバレッジを減らし、新たな未来へ備えることが重要度の
高いアジェンダである

市場環境
これまでの数十年間に渡り、乗用車への需要
は、特に中国市場に牽引される形で着実に伸
びてきた。2019年のデータによると、アジア
（図2参照）における乗用車への需要が既に
減退し始めており、これにパンデミックが拍車
をかけ、主要地域では2012年以降では見ら
れないレベルまで需要が減退してしまった。
2020年第3四半期における販売台数は上向
き傾向となったことから、2021年には販売台
数が増加基調を取り戻すものと期待される。

レバレッジの削減
自動車産業は常に資本集約的なビジネスであ
る。これは、イノベーション推進のための、多
額な研究開発投資と、業界における継続的改
善と最新の生産技術への投資の歴史に起因
する。資本集約的な生産工程を、部品サプラ
イヤーに外注する事は、OEMとサプライヤー
間のパートナーシップの重要な要素である。

資本集約的な生産工程を有する自動車部品
サプライヤーは、資金調達方法として負債を
選択する傾向があり、ゆえに、大多数のサプラ
イヤーがレバレッジを利かせることになる。金
融機関は、サプライヤーのレバレッジ水準（純
有利子負債 /EBITDA）を3.5倍以下に維持す
る傾向がある。多くのケースで、COVID-19の
市場へのインパクトにより、サプライヤーの売
上高が減少した事で、EBITDAは極めて大幅
に減少した。このため、2020年にはレバレッ
ジ水準が急上昇する事となった。2020年第3
四半期における販売台数の上向き傾向により、
一部のOEMおよびサプライヤーの貸借対照
表には余裕が生まれたものの、レバレッジ・レ
シオは依然として上昇しており、多くの場合、
事業上の重点分野に投資することすら制限さ
れる水準に至っている。



20.8

20.7

20.3

16.7

18.3

18.9

19.3

19.6

19.8

6.9

9.9

6.8

6.2

6.5

6.4

6.4

6.4

6.3

28.4

27.5

25.3

23.6

25.0

25.9

26.9

27.8

28.9

20.6

20.6

20.6

16.3

18.0

19.1

19.6

20.1

20.2

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

  ヨーロッパ

  中国

  日本・韓国

  北米

合計 77

合計 79

合計 73

合計 63

合計 68

合計 70

合計 72

合計 74

合計 75

出所 : IHS

09

自動車部品サプライヤーのトランスフォーメーション戦略 | 直近の全社課題

図2：主要地域（ヨーロッパ、中国、日本・韓国、北米）別の年間車両販売台数（百万台） 



図3：欧州における主要自動車部品サプライヤー各社の特定の類似企業群におけるEV/EBITDA倍率推移 － 平均と上下限範囲

出所 : CapitalIQ

類似企業群は、油圧管理システム、金属部品、および、ドライブトレイン部品を扱う、
欧州自動車部品サプライヤー10社（上場）で構成。
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多くの場合、業務効率を改善してもレバレッジ
を十分に低下させるまでに至らないことから、
事業や資産売却による資金創出の検討を余儀
なくされる。図3は、欧州における自動車部品
サプライヤー各社の特定の類似企業群につい
て、EV/EBITDA倍率を示している。自動車部
品サプライヤーの株価は、一定の評価額レンジ
（上下限の範囲）内で推移する傾向があり、
2017年から2019年における水準低下は、投
資家が自動車業界のトランスフォーメーション
をより現実的な課題と捉え始めている証左と
考えられる。2020年におけるEBITDAの急減
により、2020年のバリュエーションが大幅に
変動しており、かつ2017年以降、自動車部品
サプライヤーのバリュエーションは低下してい
るが、トランスフォーメーションにより今後もた
らされるであろう課題にも拘らず、業界として
のバリュエーション水準は、依然として安定的
に推移していると言えるだろう。

業界のトランスフォーメーションにより、ADAS
やバッテリー式電動ドライブトレイン向け製品
など、成長性の高い製品セグメントが生まれ
ている。米国での、これらの自動車関連テクノ
ロジー・セグメントにおけるIPOでは、いわゆ
る伝統的な自動車部品サプライヤーと比べて、
極めて高いバリュエーションがついている。こ
のようなバリュエーション上のギャップが、自
動車セクター関連の資本取引において、テク
ノロジー関連案件へのシフトをもたらしている。

したがって、特にレバレッジの短期的な改善を
目標とする場合、成長性の高いテクノロジー
企業の事業または株式を売却することが各社
の選択肢となっている。



図4：自動車部品サプライヤーの典型的な製品群

自動車部品 
サプライヤーグループ

基幹部品の 
供給

成長分野 内燃機関 
ドライブトレイン
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�衰退�への備え
標準的な量産車の価値あるいはコスト構造を
見ると、内燃機関ドライブトレインの構成品目
が総コストの約3分の1を占める。この数字は、
規制変更が極めて大きな影響を、多数の部品
サプライヤーに与えることを示唆している。
従って、内燃機関ドライブトレインに係るバ
リューチェーンに組み込まれている部品サプラ
イヤーの経営陣にとって、事業ポートフォリオ
管理は、重要かつ長期的な課題となる。

図4に示すように、自動車部品サプライヤーは
典型的に、さまざまな製品群を提供している。
業界のトランスフォーメーションの進行ととも
に、これらの製品群の展開が大きく異なってく
る。自動車部品サプライヤーが、まず取り組む
べきは、自社の事業ポートフォリオにおける製
品群毎の戦略を策定することである。そうすれ
ば、更に続いて、例えば時として硬直的になり
がちな単一 ITシステムをモジュールにバラした
り、また月次・四半期決算報告を可能にする
一層機動的な財務報告システムを構築したり、
といった準備を進めることが可能となろう。
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トランスフォーメーション下の戦略的オプション
業界における、来るトランスフォーメーションへ
の対応として、OEMおよび部品サプライヤー
は、多くの戦略的オプションを選択し得る：

分離・売却

トランスフォーメーションを必要とする事業を
分離することは、共通の戦略になりそうだ。こ
れにより、部品サプライヤーは残存するエン
ティティとは異なる方向で事業展開できる。多
くの場合、工場、レポーティング・ラインある
いは管理会計上、製品群を完全に分離するこ
とは難しい。従い、事業を分離するには �カー
ブアウト（切り出し）�の手法を採ることになる。

内燃機関関連の製品群の一部には、これまで
も、これからも極めて収益性が高い製品があ
る。典型例の1つはシーリング部品事業であ
るが、この種の事業を資金創出目的で売却す
ることは、事業の将来見通しに対して投資家
が抱く疑義を考えると、極めて困難な選択肢
となる。上場会社である何社かの部品サプラ
イヤーが採用したアプローチは、既存株主へ
の当該事業の株式分配により、一部事業を分
離・スピンオフする手法である。この手法は
非上場会社では使えないため、以下に例示す
るような観点から、事業分離に関する戦略的
オプションを比較検討する必要がある：当該
事業の�買い手（Investor）�目線でのポジショ
ニングをどうするか？事業発展へ向けた勝ち筋
（Development path）はどうか？現在の市
場環境下での現実的な買収価格は？経営陣の
フォーカスを明確にすることや、事業運営（例：
顧客からの新規受注）には当然に資本が必要
であることを鑑みると、バリュエーションが想
定以下である場合でも、事業売却のメリットは
あるかもしれない。

財務上の魅力 : 
準備の必要性 : 
実現可能性 :

事業分離と再編・再生における外部
パートナーの活用

工場閉鎖のような �厳しい� 再編を断行するこ
とは、労使関係への深刻な影響の可能性を考
えると、自動車部品サプライヤーにとって難し
い選択肢となる - また、当該タスクに求めら
れる経験を持つ管理職がいない可能性もある
だろう。

1つの解決策は、所謂「再生系」PEファンドに
売却し、ファンドの主導権の下、傘下企業とし
てリストラを実行することである。部品サプラ
イヤーは利害関係者として、業務移管の支援
や、再編・再生費用の負担をする見返りに、
再編・再生が成功裏に完了した際の利益分
配を受ける場合もある。

世間はこの種の再編・再生手法に、悪名高い 
「イナゴ（日本ではハゲタカ）」というレッテル
を貼ってきたが、この手法は多くのケースで成
功しており、時として、事業撤退の合理的な選
択肢となっている。自動車セクターにおいて豊
富な実績を持つ再生系ファンドは増えており、
OEMもこれらのファンドが関わる案件に慣れ
ているものの、OEMから門前払いを食らって
いる個別ファンドが数社存在することも、また
事実である。

この手法によって部品サプライヤーを売却する
ためには、事業の分離はもちろんのこと、再
編・再生プロセスに関する - 特に将来的な事
業発展へ向けた勝ち筋（development 
path） - 明確な計画を策定することにより、慎
重な準備が必要である。

財務上の魅力 : 
準備の必要性 : 
実現可能性 :

刈り取り

自動車業界では、高度な専門性を背景に、
個々の製品で強力な市場ポジションを獲得し
ているサプライヤーも存在する。市場が衰退
傾向にあるとは言え、これらのバリューチェー
ンの安定性は、極めて重要な問題である。従
い、一部の内燃機関関連部品は依然として
OEMレベルでの高い収益源であり、OEMと
しては、発注時に、安定した部品サプライヤー
を優先発注先（Leadership position）とし
て優遇する可能性が高い。これにより、強力な
市場ポジションを持つ部品サプライヤーは、
「刈り取り」戦略を追求する機会が得られる（デ
ロイトの自動車バリューチェーン・スタディ・
シリーズをご参照）。部品サプライヤーは、設
備投資（CAPEX）を制限し、可能な限り効率
的に生産を行うことで、特定の製品からの
キャッシュ・リターンを最大化する。

財務上の魅力 : 
準備の必要性 : 
実現可能性 :

統合

市場縮小局面では、競合他社との事業統合に
より、コスト・シナジーの創出を図ることは、
有望な選択肢と思われる。従い、この戦略は
「刈り取り」（2aを参照）をさらに推し進める。
その動機は、コスト・シナジーに加えて、市場
シェア拡大、地理的および顧客カバレッジの
観点からも事業を多角化することにある。
OEMと部品サプライヤーの双方が、特定の部
品が衰退するものと認識している場合、部品
サプライヤーが価格交渉における交渉力を有
することになる。このケースでは、より高い納
入価格、製品サイクルの異常な長期化、そして、
最低限の設備投資の組み合わせにより、部品
サプライヤーは却ってこれまでより高い財務リ
ターンを得る可能性がある。

取引手法としては、部品サプライヤーは協業
他社（言い換えれば、戦略1aの売り手）の事
業を買収、あるいは、競合他社と合併するよ
うな形態となろう。合併のシナリオをとしては、
既存株主を維持継続しつつ、買収事業の再編
に対する必要追加資金供給のみを行う仕方が
考えられる。

財務上の魅力 : 
準備の必要性 : 
実現可能性 :

適応

内燃機関関連の企業でも、工場や部品を周辺
分野に投入する機会はあるだろう。部品とい
う意味では、アフターマーケットは有望である
が、既に複数サプライヤーが存在し、参入ス
ペースは限定的である。こういった限定的な
アフターマーケット市場では、ファースト・ムー
バーが明確な優位性を勝ち取ることになる。

部品サプライヤー業界は、これまで、継続的
改善による成功を収めてきたと言えよう。一方
で、イノベーションに実現にむけた、急進的な
手当てをすることが、失敗に繋がるというよう
な示唆もない。もしも、部品サプライヤーが、
事業再編をせずに自社事業をトランスフォーム
したいと望むのであれば、より急進的な手当
てを講じることが不可欠だろう。従業員への
直接的な影響を避けつつ、自社のトランス
フォーメーションを進めるためには、事業ポー
トフォリオを、従前からの �伝統的� 事業から、
CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、
電動化）をテーマとした事業へと徐々にシフト
することが必須となろう。



4
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どの戦略的オプションを選択す
るか次第で、企業にとっての財
務的影響、必要な準備、成功の
可能性が大きく異なる

財務上の魅力 : 
準備の必要性 : 
実現可能性 :

買収

新たな市場セグメントを自力開発・開拓する
ことは、極めて困難かつ、時間を必要とする。
その代替策として、事業を買収するとともに、
衰退事業・部品向け既存生産能力を、当該
新市場セグメントに振り向ける手法が考え得
る。この文脈における、典型的なパターンとし
て、増産を期待して産業機械分野へ横展開し
ようとする買収が挙げられる。しかしながら、
産業機械セクターの企業は、自動車部品サプ
ライヤーに比べて、買収価格が割高傾向であ
ることから、適切な条件で買収できる会社は、
限定的にしか存在しないだろう。

財務上の魅力 : 
準備の必要性 : 
実現可能性 :

撤退

撤退は、最もコストがかかる(expensive)手
法であることから、部品サプライヤーにとって、
財務的には最も魅力の無い選択肢である。も
ちろん、既述の他オプションとは異なり、撤退
自体は、第三者への引継ぎも必要なく、部品
サプライヤーが、自らの主導権の下で、開始か
ら終了まで遂行することができる。

部品サプライヤーは、現状を維持し、徐々に
事業縮小 (Winding down)することで、閉鎖
をある程度遅らせることが出来るかもしれな
いが、そのためには、部品サプライヤーは、財
務的に許容できるレベルの操業度を維持すべ
く、新規プロジェクトへの投資をする必要があ
る。いずれにせよ、事業縮小 (Winding 
down)のプロセスにおいて、遅かれ早かれ、
事業や工場の継続運用コストが高すぎるため
に、部品サプライヤーが操業継続できず、閉鎖
を余儀なくされる時が来るであろう。

財務上の魅力 : 
準備の必要性 : 
実現可能性 :
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必要な準備
事業部門を売却、分離または合併するために
準備する際、克服すべき多くの必要なステップ
と障壁がある。部品サプライヤーは、組織およ
びレポートラインの観点から戦略を策定し、各
利害関係者に関連する障壁を克服する必要が
ある。

従業員
欧州諸国における労働者代表による共同決定
権は、他の地域と比して強力であり、特に、鉄
鋼系労働組合が大きな影響力を有する自動車
業界において、しばしばインパクトがある。既
述の全てのオプション – 事業のトランスフォー
メーション、分離、再編・再生プログラム、事
業分離、合併 -に影響を与える様々な共同決
定権がある。潜在的に将来の不確実性が伴う
ため、事業部門の分離について、労働者代表
は反対する傾向がある。労働者代表は、大抵
の場合、解雇シナリオを暗に含める可能性が
あるような変革の受け入れには消極的である
が、構造改革の実行には労働者代表の賛同が
必須である。シナジー効果の結果としての、
人員削減の恐れがある合併シナリオについて
も、同様のことが言える。加えて、所謂�周辺�
管轄区域であっても、案件成立を効果的に阻
止することができる場合がある。例えば、特定
の管轄区域（jurisdiction）の従業員は、資産
譲渡（asset deal）により売却された事業と共
に移籍する権利を有する一方、移籍する義務
は負っていない場合がある。このことは、将来
的な買い手にとっては、キーとなる従業員が
事業と共に移籍してこないかもしれない、とい
うリスクがあることになる。故に、戦略を定め
るに先立って、従業員に係る施策を事前に綿
密に検討し、考えられる全てのオプションに関
する帰結を理解しておくことが極めて重要とな
る。いわゆる人事関連施策の影響は、新たな
戦略に対して根本的なインパクトを与える可
能性があることから、事業の再編成オプション
を選択する際に最大の問題となる。



図5：シンジケート・ローンを利用しているドイツの自動車部品サプライヤー（社数と金額）

借換予定金額 
（EURm）

ドイツの自動車部品 
サプライヤー

2021年

6

1.438

2022年

12

3.111

2023年

11

5.175

2024年

4

1.225

出所 : Deloitte analysis
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トランスフォーメーションを始めるときに不可
欠な2つのステップは、必要な全ての労働組
合・委員会からの早期関与を担保すること、そ
して、共同決定権者および従業員への、プロ
ジェクト・プランに関する透明性あるコミュニ
ケーションを通じて、信頼関係を構築すること
である。共同して取り組むべき課題として将来
のシナリオをオープンに伝え、企業のトランス
フォーメーションの影響を受ける従業員につい
て、その経済的な困難を補償あるいは軽減す
るために、共に取り組むべき解決策を特定出
来るように、交渉の開始時点から努めていくこ
とが求められよう。事前に的を絞った交渉計
画を策定することで、交渉手続の長期化、お
よび、対立の硬直化を回避することが出来る
だろう。交渉の成功要因は、綿密な準備、合
意した期限の遵守、交渉戦略と交渉への入り
方を入念に定めることにある。

資金調達先／銀行
特に欧州における自動車部品サプライヤーは、
主要な資金調達手段として銀行融資に依存す
る傾向がある。シンジケート・ローン契約のよ
うな資金調達ストラクチャにおいては、通常、
財務制限条項および企業グループ構造変更に
係る制限が含まれる。結果として、競合他社
との提携を目的とした、大規模事業部門の分
離には、金融機関の同意が必要となる。

また、企業における事業の大部分が取引対象
に含まれる場合、最早担保価値が失われてし
まうため、融資の完全な借換えが必要となる
場合もある。

2014年から2016年にかけて、非上場の中堅
自動車サプライヤーにおいて、シンジケート・
ローンを組む動きがトレンドとなっていた。こ

れらの貸付の多くは、将来の業界変化を見越
して、2017年と2018年に平均返済期間5年
で修正・延長された

COVID-19関連での追加的資金需要に対して
は、既存の融資契約の延長による対応が多く
みられた。その結果、2022/23年には自動車
部品サプライヤー業界で新たな借り換えの波
が起こることが予想される。

今後の事業戦略は、特に内燃機関関連事業
のシェアが大きい企業にとって、資金調達先と
の交渉における重要な課題となる。特定の事
業を分離することに価値があると思われるの
であれば、分離と借り換えを同時に取り組む
ことは理にかなっている（特に借り換え後の事
業分離を避けるため）。



自動車部品サプライヤーのトランスフォーメーション戦略 | 直近の全社課題

16

組織構造・財務報告体制
自動車部品サプライヤーの大半は、これまで
の時間の経過とともに、自力で、また、外部の
力を借りて（organically and inorganically）、
オペレーション面、法的側面、そして業務機能
面での構造を成長・変化させてきた。通常、こ
れらの構造は、製品群、工場や財務報告単位
等の特定の次元に偏ることなく、事業ポート
フォリオの大部分を管理し、サポートしており、
特に、生産部門や研究開発部門において、こ
の考え方が主流となっている（訳注：�Zebra 
locations� といわれる考え方。例えば、日本
の混流生産をイメージするとわかりやすい）。
これらの工場は、規模の経済効果を活用すべ
く、高度に統合された方法によって、様々な製
品グループを取り扱い、事業単位での財務報
告数値に繋がる形で、それぞれの財務報告お
よび管理会計単位を定義している。多くの場
合、売上総利益以下の費用項目は共通費扱
いされ、特定の製品グループへ、厳密に配賦
出来ない。

事業（つまり、製品群、工場あるいは事業単位）
が分離される場合、当該事業に関わる、いか
なる経済実態をも特定・配分することが必須
となる：分離した事業へ特定の費用を配賦し
たり、資産を共有したりという体制を継続する
ことは出来ないため。これは、人財、資産、契
約、業務プロセス、ITシステムという視点につ
いて、企業の全機能について言えることである。
こういった事業分離は、�カーブアウト�と呼ば
れる。

事業売却実施の観点から、重要となるのは、
事業売却前に、社内でカーブアウトを完全に
完了させておくのか、あるいは、カーブアウト
の考え方のみを定めておいて、当該事業が�
新たな居場所� を見つけた – 言い換えれば、
最終的に買い手が明確になった際に、絶対に
必要とされるもののみをカーブアウトするか、
ということである。それぞれのアプローチには
賛否両論がある。完全に分離され、単独で機
能・運営出来る事業を引き受けることを好む
買い手もいるだろうし、あるいは、カーブアウ

トの実施方法について、ある程度の柔軟性を
求める場合もあるだろう。後者の場合、売り手
は最初にシナリオ分析を実施し、カーブアウト
に関する様々な意思決定が、残置するグルー
プおよびサプライチェーン全体へどのような影
響を及ぼすか、見定めたい意向もあろう。

コスト、タイミング、そしてOEMの同意という
点からは、極めて極端な方法は採り得ないた
め、部品サプライヤーは、交渉上の優位性は
確保出来るだろう。部品サプライヤーは、損害
の大きいミスを避けるために、起こりうる全て
の影響を考慮に入れておくことが望ましい。
カーブアウト事業の想定業務モデルを設計す
る際、�Deloitte.Engine� のようなツールを利
用したシナリオ分析を行うことにより、
design-to-costアプローチを考慮した最適な
カーブアウト・パラメータを検証することがで
きる。

税金
グループレベルでの再編や事業分離が及ぼす
税務インパクトは、特定の状況下においては、
案件実行を不可能にするかもしれない。再編
は、将来的なキャッシュフローを創出する恩恵
をもたらす可能性がある一方で、税金の負担
はボトムライン（税引後利益）へのマイナスイ
ンパクトに直結する。その結果として、策定し
た戦略に関する、潜在的な税務インパクトを
評価することが、再編・再生における主要論
点のひとつとなる。ここでは、シナリオ毎に、
想定される税務インパクト、および、回避出来
ない可能性がある税務リスクについて評価す
ることになる。何かしらの軽減策を実施するこ
とによって、税務リスクを、ある程度回避出来
る可能性はある。

顧客
OEMはサプライチェーン上の変更に対応する
ことに長けており、社内のリスク管理部門／
チームを通じて、部品サプライヤーの動向を
把握している。そこでは、OEMが好ましくない
と考える、自動車部品サプライヤーの株主・
投資家の存在も確認されている。
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業界再編に向けた
将来展望
部品サプライヤーにとって魅力的な選択肢は限られるため、
�競合他社� の動向が、業界再編に関する意思決定に大き
な影響を与えることになる

各市場の構造
自動車部品サプライヤー業界は、製品群別に
分類できる。その多くが (重要 )保安部品であり、
技術革新が必要、かつ、要求水準が高い製品
を、資本集約的な方法で開発・生産し、大規
模かつグローバル・レベルで展開することに
よって、高度に専門化し、コスト競争力がある
多国籍企業が生み出されてきた。このような
状況下では、特定の製品群おいては、限られ
た部品サプライヤーのみが競争力を保持でき
る。

次図は、欧州における、主要な内燃機関関連
製品群の市場構造を示している。これらの市
場構造から3つの重要な示唆が得られる：競
争環境におかれている企業群の売上高水準は
それ程変わらない。部品サプライヤー数は限
られるものの、OEMにとっては十分な選択肢
がある。これらの企業は、市場規模が数十億
ドル規模の業界で事業を展開しているが、全
て中堅企業として分類される。
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図6：自動車用シーリング製品の市場構造と売上高（十億ユーロ）*

図8：自動車用内燃機関向けアルミ鋳物製品の市場構造と売上高（十億ユーロ）*

A 2.7

B 2.5

C 2.4

D 1.4

E 0.5

F 0.3

図7：自動車用油圧マネジメント・システムの市場構造と売上高（十億ユーロ）*

G 3.5

H 1.8

I 1.1

J 1.0

K 0.6

L 0.5

M 0.4

N 3.7

O 2.7

P 1.8

Q 1.2

R 0.9

S 0.9

T 0.8

U 0.6

V 0.5

W 0.4

X 0.3

Y 0.3

Z 0.3

出所 : Deloitte analysis
* 各製品グループの売上上位企業をA～Zの匿名で記載

11% 2.3x

平均EBITDA 
マージン（2019）

平均純有利子負債 /
EBITDA倍率（2019）

8% >3.0x

平均EBITDA 
マージン（2019）

平均純有利子負債 /
EBITDA倍率（2019）

8% 2.5x

平均EBITDA 
マージン（2019）

平均純有利子負債 /
EBITDA倍率（2019）
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業界再編の展望
自動車部品サプライヤー業界では、M&A活動
と再編の 「波」 が常に存在している。多くの場
合、OEMによって ニーズがある� Hot� と見な
された製品セグメントが関係しており、例えば、
自動車向け電気・電子部品、電動化関連補助
部品、最近では、ADAS関連部品等である。
M&A活動についての、1つの戦略的な根拠は
多くの場合、部品サプライヤーが、これらのい
わゆる� Hot� な製品セグメントに参入し、そ
こでの潜在成長力を享受すると共に、これら
の� Hot� な製品セグメントを利用し、逆に
OEMとの交渉における交渉力の源とすること
にあった。

業界再編における部品サプライヤーの主な動
機は、ある特定の魅力的な製品セグメントに
おける市場シェア拡大、主要地域市場におけ
る積極的なプレゼンスの確立、顧客ベースの
多様化、そして、各製品における先進的なテク
ノロジー・ソリューション・ミックスをOEMに
提案できる可能性を追い求めることにある。
戦略的な合併シナリオを評価する際、地域と
顧客の分担、そしてテクノロジーが、多くの場
合に重要な基準となる。もう1つの戦略的な
根拠はシナジーの実現であり、典型的には、
生産拠点の最適化が考えられる。自動車部品
サプライヤーは、妥当な価格プレミアムを得ら
れる技術的に極めて優れた製品を通じてでは
なく、高効率な工場を通じて、利益を創出する
傾向が見て取れる。したがって、競争力のない
コスト構造および／または経験の浅いスタッ
フを有する工場のテコ入れは、収益性改善の
ための重要なドライバーとなる。競合との事
業統合により、かかるテコ入れに戦略的意義
が織り込まれることから、部品サプライヤーに
とって必須であるが不人気な措置を講じるこ
とが可能となる。

パートナーを選ぶ基準を考えると、魅力的な
統合相手となり得る候補先企業が少ないこと
がすぐに明らかになる。それら候補先の中に
は、すでにこの限られた状況で貴社と競合し
ているかもしれないし、（対象地域も対象顧客
セグメントも似ているため）想定される最良の
合併オプションは貴社のものと同じ内容かも
しれない。

第1段階

最も有効な戦略の組み合わせは、ファースト・
ウェーブで起こる傾向がある。これは、多くの
場合、事業を業界再編の相手先（買い手）に
売却する際に最も魅力的な（バリュエーショ
ン）条件になる。

第2段階

第1段階における業界再編は、a) 企業結合の
観点からイノベーションとみなされるため、ま
た、b) 他社も取り残されないように行動する
必要性を感じるため、さらなる業界再編を引
き起こす可能性がある。

第3段階

最後のフェーズでは、戦略面や財務面から業
界再編の合理的根拠を示すことが難しくなる
ケースが、ままある。図9にあるように、企業
IIIは、実現可能かつ魅力的な再編オプション
が見いだせず、再編のウェーブから取り残され
る結果となっている。



図9：業界再編のWave
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主な投資家（買い手）グループが考える戦略
は、自動車部品サプライヤー業界のトラン
スフォーメーションにおいて重要な役割を
果たすだろう

誰が変化を推進するか？
再編の優先順位付けは、基本的には投資意
思決定により定まる。トランスフォーメンション
の過程にある企業を買収・バリューアップする
ことにより期待される財務リターンは、資本投
下を正当化出来るレベルとなるべきである。
そこで主要な投資家 (買い手 )グループによっ
て議論・検討されている戦略のいくつかが、部
品サプライヤー業界のトランスフォーメーショ
ンにおいて、重要な役割を果たす可能性があ
る。

自動車部品サプライヤー: 
「ラスト・マン・スタンディング」戦略
市場集中度の高い製品セグメントで活動して
いるサプライヤーは、「ラスト・マン・スタンディ
ング」戦略を受け入れる。衰退傾向にある製
品セグメントにおいては、最小限のサプライ
ヤーしか必要とならないことは自明である。市
場シェア拡大への投資から得られる見返りは、
価格競争力の向上にある。内燃機関は、今後
の何年間かは、乗用車はもとより、商用車さら
には、産業機械市場においては中心的な製品
であり続けるだろう。従い、当該セグメントで
市場をリードする製品を保有することにより、
依然として多額の現金を創出することは出来
るだろう。

業界再編を主導する以外の代替案としては、
ジョイントベンチャーとして事業統合する方法
が考え得る。ここ数年、OEMはいわゆる典型
的な買収よりも、ジョイントベンチャー投資に
関与する傾向が強い。ジョイントベンチャーの
利点が、潜在的なシナジーを実現するために
必要な投資を共有できることにある一方で、
コーポレート・ガバナンスの側面での難しさは
ある。自動車用メタルフレームのような資本集
約的でありながら安定した製品群では、ジョイ
ントベンチャー構造の活用は期待できるだろう。

プライベート・エクイティ: 
「ロールアップ」戦略
プライベート・エクイティは、近年、自動車セ
グメントへの関与が非常に限定的であった。
部品サプライヤーは新規受注に際して先行投
資が必須とされていたことが、その主な理由
の1つである。これは、キャッシュ・コンバージョ
ン・レートを悪化させることから、買収資金を
借入により融通するような組み立てが想定さ
れる。

いわゆる、レバレッジド・バイアウト投資家以
外にも、再生系ファンド（Special situation 
funds） -レバレッジへの依存度が低く、買収
先の経営に積極関与する-が増加傾向にある。
これらの再生系ファンドは、ある特定の製品セ

グメントのトランスフォーメーションと業界再
編において重要な役割を果たす可能性が非常
に高い。プライベート・エクイティ・ファンドの
戦略的関心事項は、強力な市場シェア、最適
化されたコスト構造、そして、今後の発展可能
性を有する、より大きな企業グループを確立す
ることにある。

 金融投資家が、売上高が減少している事業を
経営するようなWind-downシナリオは稀で
あろう。ドイツでは、労働組合の支援の下で、
「ベスト・オーナー・グループ」というファンドが、
この目的のために設立されている。

新規参入者 : 
「バリュー・プレイ」戦略
今後の成長可能性は限られているものの、
キャッシュの創出能力は十分にあり、バリュ
エーションが低い企業に関しては、いわゆるバ
リュー投資家が、売り手の生産ノウハウ、ブラ
ンド力、および依然として強い市場ポジション
を獲得すべく、買い手として関心を示すだろう。
これらの「バリュー・プレイ」投資は、トランス
フォーメーションの影響が想定されるよりも小
さい、ニッチ分野に焦点を当てるだろう。

バリュー・プレイ投資家は投資期間が長い傾
向があり、欧州では、中堅の非上場企業の事
業持株会社が、その例となる。
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業界再編のタイミング
一部の部品サプライヤーが直面する状況は、子供向けパー
ティーゲームの「椅子取りゲーム」によく似ている

「椅子取りゲーム」では、音楽が止まり、皆が
空いている椅子を探さなければならなくなる
まで、椅子の周りで踊り続ける。このゲームの
ポイントは、椅子よりもプレイヤーが常に1人
多く、誰かが椅子に座れないことである。この
状況は自動車部品サプライヤーが、自社の事
業を新たな市場環境へとトランスフォームする
良い機会となるが、その機会は、時間を経る
につれて少なくなっていく - 貴社が気付く前に、
「椅子」は既に取られてしまっているかもしれ
ない。

その好例が、内燃機関と密接な関係にある製
品分野である。既存のOEMメーカーにとって
アフターマーケット分野でのビジネスチャンス
は大きいとはいえ、アフターマーケットと
OEM市場の規模の違いを考えると、これらの
機会は限られており、部品サプライヤーは早
期にポジションを確立する必要がある。事業
価値を高めるような事業再編の機会について
も同様である。
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まとめ
自動車業界が迎える不可避なトランスフォーメーションを、
自動車部品サプライヤーが積極的な対応によって、成功裏
に乗り越える機会は十分にある

しかしながら、全ての部品サプライヤーと製品
セグメントが、トランスフォーメーションの過程
でその価値を保ち続けられる訳では無い。そ
のため、実際に行動する機会のある企業や、ト
ランスフォーメーションの途上にある事業に関
する新しい戦略を、積極的に展開していくこと
が重要であろう。

まさに、電動ドライブトレイン方式への移行が
加速しており、「椅子取りゲーム」の椅子の数

と同じように、取引量が徐々に減少するため、
部品サプライヤーは、将来的に事業の価値が
維持されるような道筋を、必ずしも期待出来
ない。実際に、今後3～5年のうちに、最も魅
力的な機会への扉が、ひとつひとつ閉ざされ
ていくだろう。テクノロジー業界で見て来たよ
うに、戦略的オプションへの扉が閉ざされ始
めている今、ファースト・ムーバーが圧倒的な
戦略的優位性を掴み取ることになるだろう。



専門家チーム

図10：デロイトの自動車サプライヤーの取り組み

ツールキット 使用可能なアセット 加速するためのイネーブラ

+ 経験豊富な 
シニアコンサルタント
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当社のオファリング
業界のトランスフォーメーションは、特に自動車部品サプラ
イヤーにとって重要な課題である。企業の今後の発展に影
響する、重要な意思決定を実施するタイミングは、まさに
今であろう
これらの決定には、市場の可能性、財務上の
影響、各戦略シナリオの実現可能性について
の詳細な分析が必要となる。

デロイトは世界的なプロフェッショナルサービ
ス・ファームとして、製品および地域レベルで
の市場動向について、より深い洞察を提供す
る。当社の多国籍で経験豊富なチームは、ビ
ジネス・トランスフォーメーションを成功させる
ための意思決定に必要な全てのサービスを提
供できる。

当社は最高水準の倫理と守秘義務を保持し、
自動車業界に貢献することを約束する。貴社
のトランスフォーメーションの伴走者となり、
成功へと導くことが出来ると確信している。

 • プロセス・製品・ビジネスモデ
ルのデジタル化

 • ITと金融のモジュール化：モ
ジュール化マルチ・ビジネス・
アプローチ

 • グローバル・デロイト e-モビリ
ティ予測

 • AVC（自動車バリューチェーン）
トランスフォーメーションに関す
る研究シリーズ

 • 乗用車のCO2排出量削減の視
点

 • 2020年グローバル自動車消費
者調査

 • カーブアウト：デロイト・エンジ
ン

 • フィナンシャル・アナリスティッ
クス・PII・スイート

 • 業界有数のM&Aアドバイザー
 • グローバル・デロイト・ネット
ワーク

ゲッツ・グルンドマン
 • ファイナンシャル・アドバイザ
リー・オートモーティブ・リード・
ドイツ

 • M&Aおよびファイナンシャル・
アドバイザリー業務における
20年以上の経験

ヨッヘン・フンク
 • オートモーティブ・コンサルティ
ング・リード・フランス

 • 自動車業界およびコンサルティ
ング業界における25年以上の
経験

ハラルド・プロフ
 • グローバル・オートモーティブ・
リード

 • 業界およびプライベート・エク
イティにおける25年以上のコ
ンサルティング経験
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