
Newsletter 

ファンダメンタル・グロース
&コア株式

2020年8月*

*当レポートの原本は 
2020年7月発行 

持続可能な成長に
投資する Vol.1—
パンデミックの
向こう側  



Investing in Sustainable Growth — Beyond the Pandemic 2 

目次 03 持続可能な成長に投資する 

04 パンデミックの向こう側 — ブランド消費財銘柄に
長期的な投資機会 



Investing in Sustainable Growth — Beyond the Pandemic 3 

持続可能な成長に投資する 

歴史上前例のない自主的なロックダウン（都市封鎖）が世界各地で解除されつつあるが、回復の確かな道筋
が描けているとは到底言えない。長期投資家としてのステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）
の使命は、「谷の向こう側」まで見渡して、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による混乱を乗り越える、
あるいは、恩恵さえ受ける事業モデルや業種を見極めることだ。景気後退から回復できるかどうかは、消費者がいつ、
どの分野で支出を再開するかに大きく左右されるだろう。一部の企業は恩恵を受けやすい優位なポジションにある
が、他の企業ではそれほどでもない。 

当社は株式ポートフォリオを構築するに当たり、景気サイクルを通じて持続可能な成長を実現できる企業に注目
する。こうした企業は、盤石な事業モデルや市場でのポジション、有能な経営陣、ESG（環境・社会・ガバナンス）
に前向きな姿勢、健全なバランスシートといった共通の特徴を持つことが多い。当社では、独自の銘柄確信度
（Confidence Quotient＝CQ）という枠組みを用いて、これらの特徴を評価している。 

この最新レポートでは、消費者に関連する2つのテーマについて考察する。最初の記事では、景気サイクルを通じて
成長を持続させるブランド力について取り上げる。近日公開予定の2番目の記事では、米国、中国、中南米の3つ
の地域でEコマースがどのように進化・発展してきたのか、そしてCOVID-19が今後の見通しに及ぼす影響につい
て、当社のアナリスト3名に話を聞いた。

https://www.ssga.com/Press%20Releases/20200826global-insight.pdf
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パンデミックの向こう側  —  
ブランド消費財銘柄に長期的
な投資機会 

Michael Solecki, CFA 
Chief Investment Officer 
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Core Equity team 

Jonathan Cook, CFA 
Research Analyst 

Marina Girshin 
Research Analyst 

Jeff Looby 
Research Analyst 

企業の長期的成功の鍵を握るのはブランド価値である。ブランド
価値の高さは、企業に競争優位性をもたらす。競合他社に差を
つけ、市場圧力を乗り切る力となり、顧客に一貫して質の高い商
品やサービスを提供することが可能となる。 

当社のポートフォリオには、優れたブランドの浸透度と確固たるバリュープロポジション（自社が提供できる他社にはな
い優れた価値）を有する企業が組み込まれている。例えば、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン（LVMH）、ナイキ、ネス
レ、アディダスなどだ。これらの銘柄は、当社が企業の質を評価するためのプロセスとして開発した銘柄確信度
（Confidence Quotient＝CQ）の枠組みにおいて、市場ポジションという点で平均を上回るスコアを有する。北
米や欧州では多くの諸国がパンデミックによるロックダウンを解除しつつあるが、まだ閉鎖中の店舗も多く、一部の製
造業では生産停止が続いている。だが、こうした市場の混乱は、一般消費財セクターの勝ち組に投資する機会を生
み出す可能性がある。

今回のCOVID-19危機を踏まえて、当社の消費財担当アナリストは投資先企業の財務予想と長期成長見通し
を再評価した。利益が回復し長期的な利益成長軌道に戻ると特に強く確信できるのは、CQのレーティングが特に
高い企業である。危機の発生当初に市場が調整したことで、持続可能な成長率に比べてかつて割高感のあったい
くつかの銘柄について、当社は再評価する機会を得た。 

以下では、CQの高い企業を支える要因と、それらが現在の環境でどのような反応を示しているのかを検討する。 
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CQのプロセス  当社は独自の銘柄確信度（CQ）という枠組みを用いて企業の質を評価している。この枠組みは本質的に、当社
のセクター別および地域ごとのアナリストが、企業の事業モデル、経営陣、財務状況、その他の要因を分析するため
に使用するスコアカードである。事業モデルの周囲に高い防護壁がある企業のCQスコアは高くなる傾向がある。 

新たな株式投資アイデアを評価する場合、ファンダメンタル・グロース&コア株式（FGC）チームはまず、当該企業
の事業モデルとCQスコアのレビューを実施し、そこから投資に関する議論を開始する。アナリストとポートフォリオ・マネ
ージャーは企業のCQを競合他社、業種内や地域内の企業と比較する。また、企業の長期成長見通しとバリュエー
ションも分析する。ポートフォリオ・マネージャーは、質と成長の両面において魅力的で、バリュエーションが妥当な水準
にある株式への投資を重視している。

当社はCQスコアの高い企業は、市場サイクルを通じて低スコア企業を一貫してアウトパフォームすると考える。 

市場ポジション 経営陣 財務状況 透明性 ファンダメンタルズ
持続可能な

i bl
指導力に対する 財務モデルの強さ 事業の見通し

i ibili  f 
のモメンタム

競争優位性 確信 上向きの事業
ト ド トレンド

ネスレ

成長のためのイノベーション 

強固な市場ポジションを構築し、それを維持できる企業には高いCQレーティングが付与される。生活必需品セクター
では、構造的成長が見込まれる分野でトップまたはそれに次ぐブランドを有し、販売数量と商品構成の改善の両面
を通じて成長中で、規模のメリットを活用できるプラットフォームを有する企業の発掘を目指す。 

世界最大の食品・飲料企業であるネスレは、最強の商品ポートフォリオを保有する。ネスプレッソ、ペリエ、ピュリナ、ミ
ロなど34のブランドで構成され、年間売上高はそれぞれ10億ドルを超える。当社分析の目的は、これらのブラ
ンドが提供する競争優位性を同社が維持できるか否かを判断することであり、維持するためには現在進行中
のイノベーションや研究・開発（R&D）への大規模投資が不可欠だと当社は考えている

イノベーションという点では、同社の2019年売上高の30％は、過去3年間に新たに開発・改良された商品によるも
のだ。例えば、粉末麦芽飲料のミロは、よりヘルシーな新製品や持ち歩き可能なパッケージの製品を新たにラインナッ
プに加えた。クリーマーのコーヒーメイトは、天然成分の配合を増やしたほか、植物由来の製品やプレミアムラインを開
発した。

銘柄確信度（CQ） 
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ネスレは商品化を迅速に進めるために、新分野に既存の技術を活用している。例えば、Starbucks at Homeの
24の新商品は6カ月で発売され、Garden Gourmet Incredible Burgerは開発から発売まで1年以内だった。

ネスレは2019年に、25カ所のR&Dセンターに合計17億ドル5,000万ドルを投資した。これにより、大規模なサイエ
ンス・技術プラットフォームのメリットを社内のあらゆる事業に適用することに成功したと当社はみている。それはコーヒ
ー・ロースティング・プラットフォームのブランド（ネスカフェ、ネスプレッソ、スターバックス、ブルーボトル・コーヒー、カメレオ
ン・コールドブリュー）を見ると明らかだろう。同じことは、コーヒーカプセル、飲料、コーヒークリーマー、アイスクリームなどの
乳製品代替品の分野にも言える。

ネスレのR&Dセンターの組織改善に向けた継続的な取り組みにより、過去2年間でプロジェクトのリードタイムは20～
30％短縮し、2018年以降、40件のファストトラック（短期集中）プロジェクトが追加実施された。同社はまた、既
存の生産施設を使用し、機動的なモジュール式生産ラインを設計することにより、低水準の資本投資で新規市場に
参入することを目指している。

こうした取り組みのおかげで、ネスレの各ブランドは競争力を維持し、消費者から注目され人気を集めている。最終的に、
それが事業の成長持続につながり、ネスレは当社ファンドに引き続き魅力的な投資機会を提供すると考える。 

LVMH 

幅広いが厳選された品揃え 

世界経済がCOVID-19の打撃を受け、消費者が高級品の購入を躊躇するだろうとの見方が広がっている。ボストン コ
ンサルティング グループによると、個人向け高級品の市場規模は2020年に約1,050億ユーロ減少して2011年の水準
まで縮小し、パンデミック前の目標値まで回復するのは2021～2022年になる見込みだ。消費者は厳選された最高品
質の商品に殺到し、結局、トップ・ブランドとその他との二極化が進むと当社はみている。

LVMHが競争上の優位なポジションにあるのは、同社がブランド価値の中核として優れた職人技、いわゆる「クラフトマン
シップ」を重視しているからだ。顧客が高級品に「投資する」際にプレミアムを払いたいと考える根底には、厳選された他に
はない最高品質の商品を手に入れるという特別感がある。生産数の制限と価格支配力は、顧客からの人気を維持し
高めるためにLVMHが採用する長期戦略の重要な柱の1つである。その成果は2020年第1四半期決算で実証されて
おり、ファッション＆レザーグッズ部門の一部ブランドの4月最初の2週間の売上高は50％増と、業界の回復ペースを上回
った。

LVMHグループは高級ブランド業界で最も成功したコングロマリットの1社で、最高品質の商品を生産する75の「ハ
ウス（メゾン）」で構成される。5つの主要高級品セクター（ワイン＆スピリッツ、ファッション&レザーグッズ、パフューム
&コスメティクス、ウォッチ&ジュエリー、セレクティブ･リテーリング）すべてにおいて商品を展開する。加えて、世界各地
の店舗ネットワークにより地域分散が高いため、その規模のメリットと景気循環性の低さも相まって、高級品セクター
で最もディフェンシブな銘柄となっている。

LVMHは160年に及ぶ伝統的な職人技と間断のないイノベーションをうまく融合している。ファッション＆レザー
グッズ事業では、ハンドバッグやファッション衣料など、最も高額で生産量が限定されている商品は現地の職人によるハン
ドメイドだ。「メイド・イン・フランス」は依然としてブランド・イメージや高品質というレピュテーションを支える重要な要素であ
る。同社のバリュープロポジションはこの職人技によって高められており、さらにサプライチェーンに対する大きな統制力によっ
て強化されている。 
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顧客の変化に
合わせる 

力強いパフォーマンス 

スポーツ用品

1. アディダス

中国での経験 

同社の川上事業の統合は、持続可能性、環境、社会問題に対する顧客の関心の高まりに対応したものだ。サプラ
イチェーンを厳格に管理することで高品質が維持され、それを持続可能な調達やその他のESG課題に敏感な顧客
に対するマーケティングに利用することができる。このことは、LVMHがCOVID-19関連の課題に対処する際に有利
に働くと当社は考えている。また、LVMHグループはパンデミックが発生すると自社工場を手指用消毒液の生産
用に切り替え、数百万枚のマスクや呼吸器を寄付するなど迅速に対応した。

強いブランド力、厳格な供給管理、高度な川上部門の統合により、LVMHのファッション＆レザーグッズ事業はセクタ
ーを一貫して上回る成果を達成している。例えば、営業利益率は競合他社の3倍の水準だった（COVID-19
前）。成長率は常にセクター平均を大きく上回り、1株当たり利益（EPS）の年間成長率は2019年までの10年
間に約14％を維持した。同社の株式は規模と事業の多角化により、高級ブランド・セクターの指標とみなされている。
同社はその規模に支えられ、市場が下落する局面でも底堅く推移し、また上昇局面ではアウトパフォームし、市場シェ
アをさらに拡大して、高い利益率を実現することが可能であると考える。

高級品セクターは観光業の影響を受けやすく、Eコマースの浸透度が比較的低いため、コロナ禍後の回復は
緩やかになる可能性があるが、スポーツ用品セクターはそれとは対照的に力強い回復を見せるかもしれない。
ただし短期的には、アスレジャー（「アスレチック」と「レジャー」を組み合わせた造語）およびスポーツ用品企業
は、小売店の閉鎖、スポーツ・イベントの中止、積み上がった在庫を一掃するための大幅値下げや償却など
厳しい問題に対処しなければならない。オンライン需要は依然として旺盛だが、従来の販売チャネルで失われ
た売上を補うには不十分だ。しかし、COVID-19終息後、消費者のライフスタイルがより健康志向になることで、
スポーツ用品は恩恵を受けると思われる。当社はこの分野では、アディダスとナイキが特に有望だと考える。

アディダスの戦略の重要な柱は革新的なアプローチだ。例えば、4Dイニシアティブはカーボン印刷技術を活用して部
品の大量生産を可能にする。これにより、従来のように試作や模型製作の必要がないため、カスタマイズを可能とし
ながら生産サイクル全体の短縮を実現できる。また、アディダスはアップサイクル（付加価値の高い物に再生）したプ
ラスチック廃棄物を使った環境に優しい素材を開発し、商品化している。新商品の発売はアディダスのブランド維持
に寄与し、2019年のブランド売上高に占める割合は77％と、2018年の74％から上昇した。

パンデミックの発生源である中国の需要は回復している。世界経済の回復がウイルスの感染拡大と同じ道筋を辿る
とすれば、欧州経済は近く回復し、北米も間もなく続くだろう。ナイキに次ぐ世界第2位のスポーツ・ブランドであるアデ
ィダスの地域構成は相対的にアジアに集中しており、競合他社より回復ペースは速いとみられる。中国がアディダスの
売上高に占める割合は30％台半ば前後と、ナイキやプーマ（同20％台半ば）よりも高い。中国の顧客層は相対
的に年齢が若くデジタル機器に精通しており、諸外国より回復ペースは速いと目され、アディダスに有利に働くはずだ。 

アディダスは、Eコマースを長期的な事業の牽引役と捉え、長年にわたり開発を進めてきた。Eコマース・チャネルは利
益率向上をもたらし、中国では既に3月に大幅に加速していた増収率（55％増）が4月には3桁台に達した。
2020年のグローバルのオンライン売上高目標は40億ユーロだ。パンデミックの直撃を受けて、アディダスはオンライン
でのプレゼンスを利用して注目度の高い商品の発売をネット上で実施し、独自のアプリを通じてオンラインで直接つな
がることで、顧客のロイヤルティを高める計画にある。
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2. ナイキ  ナイキは米国で最も耐久力のある消費財ブランドと言ってよいだろう。テクニカル・ランニングシューズの設計からスタ
ートし、商品の範囲や事業地域を拡大することで成長してきた。市場シェアの拡大に伴い利益率は上昇し、収益
は増加している。

コンシューマー・ダイ
レクト戦略

COVID-19の影響 

コロナ禍後の見通し

ナイキの経営陣はここ数年間で同社の戦略を進化させた。2017年後半に導入された「コンシューマー・ダイ
レクト・オフェンス」戦略は、デジタル主導の戦略であり、「2x Innovation、2x Speed、2x Direct（今ま
での２倍のイノベーションを起こし、2倍のスピードで事業を進め、直販を2倍にする）」と銘打った「トリプルダ
ブル」計画を通じて、ブランドの成長と強化を目指すものだ。この戦略の目的は、シューズ1足当たりの平均
販売価格と営業利益を押し上げつつ、顧客エンゲージメントを改善することにある。

ナイキはZoom、Flyknit、Reactなどのプラットフォームで新商品の導入ペースを加速させ、顧客との接続性
向上のために新たにナイキプラス・メンバーシップ・プログラムを開始した。また、提携する小売業者への依存度
を減らし、オンライン売上高の割合を2倍の30％にするため、スニーカー専門のSNKRアプリやナイキ公式アプ
リなどのデジタル・プラットフォームへの投資を拡大させている。最後に、同社は差別化されていない卸売業者
を削減し、注文を事実上受けないようにした。

コンシューマー・ダイレクト戦略のおかげで、ナイキはコロナ禍に十分備えることができた。この点から、十分に管
理されたブランドは景気サイクルの下降局面でも自社を守り、下支えし、成長できることがよく分かる。

グローバル企業であるナイキではCOVID-19感染者が最初に急増した際、発生源のある大中華圏の事業
が直撃にさらされた。約7,000の店舗の大半が閉鎖されたため、同社は在庫をデジタル・チャネル経由で消
費者に販売することにした。経済活動は著しく低下したが、ナイキの中国のオンライン受注高は30％伸びた。
さらに、トレーニングアプリのナイキ・トレーニング・クラブのワークアウト数は80％増加し、ブランドとの顧客エンゲ
ージメントは一層強まった。ナイキ公式アプリが中国で導入されたのは2019年下半期で、景気後退局面で
のブランドの成功に不可欠な役目を果たした資産が導入されたのはごく最近のことだった。 

大中華圏の売上高（為替調整後）は前四半期の23％増に対して4％減となったが、ナイキは市場が危
機前の水準に回復すると予想している。同社は値引きを抑制するために、在庫水準の管理を重視している。
在庫の増加は、デジタル売上高の伸びや客足のペースと足並みを揃えつつある。 

ナイキやアディダスのように、息の長いブランドに加え将来を見据えて舵取りをする経営陣を擁する企業は、
今回の景気後退局面でも市場シェアを拡大する力を十分に備えており、世界経済の回復に伴ってさらに大
きく成長するとみられる。

COVID危機は経済や社会に壊滅的な打撃を与えている。経済および金融への影響はおそらく一時的なも
のに終わるだろうが、社会全体に及ぼす影響が消えるまでには何年もかかるだろう。当社FGC株式チームは、
持続可能な成長率が予想され、バリュエーションが妥当な質の高い企業に投資する。当社は投資哲学に基
づき、長期的な視点から ―― 特に経済に悪影響を及ぼす状況にある時には ―― 構造的に強い市場ポ
ジションと持続可能な競争優位性を備えた質の高い投資機会を特定する。効果的なブランド管理を行うこ
とで構造的成長が促され、長期のパフォーマンスにつながると考える。 

ここに示す情報を特定の証券への投資や提示する証券の売買の推奨と捉えてはなりません。示された証
券が将来利益を生む保証はありません。 



ステート・ストリート・
グローバル・アドバイザーズ
について

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去40年にわたり、各国政府
や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供していま
す。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮
型アプローチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優
れたソリューションを提案いたします。そしてスチュワード（受託者）として、社会、
環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深めていただく
よう努めています。インデックス運用とETF、ESG投資の先駆者として、投資における新
しい世界を常に切り拓き、約2.69兆ドル*を運用する世界第3位の資産運用会社へと成長
しました。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コー
ポレーションの資産運用部門です。

*運用資産残高には、約500.1億ドル(2020年3月末時点）のステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー（以下「SSGA FD」）が取り扱っているSPDR
の残高を含みます。SSGA FDは SSGAの関連会社です。
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本資料は有価証券の売買の勧誘を目的として作成されたものではありません。勧誘は目論見書等の資料によってのみなされます。 本
稿はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（当社）が作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が
和訳、ならびに抜粋したものです。内容については原文が優先されることをご了承下さい。

投資にはリスクがあり、元本を失うことがあります。本稿に記載されている見解は2020年6月30日の原本作成時点のものであり、市場お
よびその他の条件によって変更される場合があります。本稿には将来の見通しに関する記述とみなされうる可能性のある一定の情報が
含まれています。本稿に含まれる過去の事実以外の全ての記載は、当社が将来発生する可能性があると予測する、信頼する、または
起こると見込まれる可能性のある活動やイベント、展開が含まれています。これらの見解は、当社が過去の傾向や現在の状況、予測さ
れる将来の展開および状況において適切であると考えるその他の要因の経験と認識に照らし、当社が行った特定の仮定と分析に基づい
ています。それらは多くの仮定やリスク、不確実性が含まれており、その多くは当社の制御が及ばないものです。将来の運用成果を保証す
るものではなく、実際の結果や展開はそうした予想とは大きく異なる可能性があることにご注意ください。

本稿に記載の各インデックスの著作権・知的所有権その他一切の権利は各インデックスを算出・公表している機関・会社に帰属します。

本稿の二次使用、複写、転載、転送等を禁じます。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第345号
加入協会︓一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会
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