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価格上昇の裏に
投資のチャンスあり

ここでは銘柄を選ぶ際のポイント、経済の見方などについて
具体例を挙げながらわかりやすく解説します。
あわせて｢ 経 済 用 語 図 鑑」
などを是非、
ご活用ください。
値上げと値下げが混在する不思議
食品や外食などでの値上げが目につく反面、
スーパー
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値上げを打ち出したものの、
消費者の節約意識は高く、
そ
の板挟みとなったスーパーは集客のために結局、値下げ
をせざるを得なかったというのが実情ではないでしょうか。

では逆に値下げの動きが広がっているようです。金融情

実際、
アンケート調査によると
（明治安田生命による4月調

報会社ナウキャストによると、足元で6割超の品目が1年前

査）
、
昨年に比べて自由に使えるお金に余裕ができたとい

より値下がりし、値下げされた品目の割合は3年9ヵ月ぶり

う人は全体の7.7％に対して、余裕がなくなったと答えた人

の大きさになったとのことです（6/20 日経新聞）。

は26.5％にも達しています。
そのため、
節約を意識している

実際、年明け以降もスーパーの値下げの動きは続いて
います。
イオンは2016年から段階的に値下げを実施してお

人は全体の8割にも上っており、
モノやサービスの価格動
向に敏感になっていることがわかります。

り、
4回目となる今年1月には、
グループのプライベートブラン

また、消費者の節約を後押しするような世の中の構造

ド
（PB）のうち、食品70品目、酒類4品目、
日用品26品目の

変化もあります。
その１つが、
アマゾンなどのインターネット

計100品目を平均で約10％値下げしました。他のスーパー

通販（E コマース：EC）
の普及です（図表①）。消費者が

の例では、
イズミが5月に飲料や菓子、
冷凍食品・酒など最

インターネットを通じて、
価格などを見比べながら、
より安い

大340品目を1～2割引き下げ、
ヨークベニマルが6月から2ヵ

商品を購入できるようになったことは大きいでしょう。

月間全店で生活必需品など約250品目を5～15％引き下
げています。
人件費や原材料価格の上昇を背景にメーカーなどが

図表①

EC市場規模ランキング
（2016年）
～世界的に急拡大を見せるEC市場～

（注）
世界のＢtoC電子商取引
（旅行、
チケットを除く）
（出所）
経済産業省 ｢平成28年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」

さらには、
リユース市場の成長が挙げられます。
とくに
2013年にサービスを始めたフリーマーケットアプリ
（フリマ
アプリ）最大手のメルカリによって中古品売買の利便性が

図表② 日本のリユース市場は拡大余地大きい

（出所）
経済産業省
「平成28年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」

各段に向上し、
マーケット拡大に弾みがついているようで

るが、
その企業の製品やサービスでないといやだと消費者

す。今まで個々人の家で眠っていた中古品が換金可能

がこだわるだけのブランド力がある状況が挙げられます。

な資産として市場に出回るわけですから、
その供給余力

値上げの可否という観点からトイレットペーパーと宅配

はかなり大きいと考えられます。経済産業省では過去1年

便の例をみてみましょう。
まずは、
トイレットペーパーです。

間に使われなくなった製品の価値が7.6兆円にも上ると試

王子ネピアや大王製紙など主要メーカーは5月以降、
取引

算しており、
その潜在市場規模の大きさがうかがわれます

先の小売りに10％以上の値上げ方針を表明しましたが、

（図表②）
。

値上げ浸透は進んでいないようです。
トイレットペーパーは

加えて、様々な分野でのシェアサービスの普及も、価格

メーカー数も多く、
ブランド力を発揮しにくいことから、値上

を意識する消費者にとっては大きな味方です。
これにより、

げすると価格の安いメーカー品に需要
（消費者）
が流れて

消費者は服やバックから自動車にいたる幅広い分野にお

しまいがちです。
また、
トイレットペーパーの需要は景気動

いて、
自分で所有せずとも利用料を支払うことで、必要な

向に左右されないという意味では底堅いものの、
基本的に

時に必要なモノやサービスを借りて利用することができる

は人口に比例することから、少子高齢化が進む日本国内

ようになりました。例えば、
日産自動車は１月からEVなど電

で今後の成長は難しいでしょう。2017年にも一部大手製

動車のみを貸し出すシェアリングサービス｢ｅ−シェアモビ」

紙メーカーが10％以上の値上げを目指しましたが、小売り

を開始しました。横浜・みなとみらい地区のオフィスビル街

の抵抗でほとんど実現しないで終わりました。今年も需要

にあるビルの駐車場をシェア拠点とし、近隣で働く人の手

と供給の強さにそれほど変化がないとみられるだけに、
値

軽な移動手段として使われています。深夜には ｢タクシー

上げは厳しい状況が想定されます。

より安い」
と車を借りて帰り、翌朝に返すといった活用もさ
れているとのことです。

これに対して、宅配便の値上げは順調に進み、2018
年度はヤマト運輸、佐川急便、
日本郵便の宅配便単価が

ネット通販、
リユース、各種シェアサービスにみられる消

揃って上昇するとみられます。
ヤマト運輸を例に見てみま

費者の高い節約意識にマッチした市場の拡大によって、

しょう
（図表③）。宅配便単価は長らく下落が続いていまし

消費者の価格に対する目線は一段と厳しくなり、
スーパー

たが、2017年度に基本運賃を引き上げ、通販大手アマゾ

のように値下げで対応するところが出てきていると考えら

ンジャパンをはじめとする法人顧客との料金交渉を進めま

れます。

した。単価は2017年度に上昇に転じましたが、
法人顧客と

消費者の抵抗が強い中での
値上げの意味するところ
消費者の抵抗が強いと予想される中、
そもそも企業が

の交渉は順次進めていることから、
2018年度の平均単価
は値上げ効果の本格化でさらに1割上昇すると見込まれ
ます。宅配便の価格の見直しの背景には、
ネット通販の普
及による荷物の取り扱いの増加があります。
このネット通販

値上げを打ち出してきている背景はなんでしょうか。多く

荷物の急増は当初、
個人宅の不在に伴う再配達の増加、

は、
原燃料価格の高騰、
人件費の上昇やそれに伴う物流

配達員不足に伴う人件費の増加などをもたらしました。
し

費の上昇などに背中を押され、
そのコストアップ分を製品・

かし、需要が急激に伸びていることから、最終的にユー

サービス価格に転嫁しようとしているようです。

ザーは値上げを受け入れざるを得なかったと考えられま

しかし、
企業側がコストアップを理由に値上げを打ち出し

す。仮に、
値上げを拒否して、
他社に配達を依頼しようとし

ても、
必ずしもその価格で売れるわけではありません。
値上

ても、安い価格で注文を受ける企業がないほど需要が強

げが引き金となり、
消費者が当該製品やサービスを買わず

いということが、
値上げ浸透を可能にしたとみられます。

に、
他の製品やサービスで代替してしまったら、
値上げを撤
回せざるを得ないでしょう。
あるいは、
ライバル企業が値上
げをしなかったら、
シェアをとられてしまうため、
値上げは厳

企業の強さや成長性を
｢値上げ力」で判断

しくなるでしょう。
したがって、
値上げ実現のカギは、
消費者

値上げを表明しただけでなく、
値上げを実現させている

が価格上昇を受け入れてでも購入しようという製品やサー

企業をみていくと、需要増の追い風を受けている企業、
ブ

ビスを提供しているかどうかにあるといえます。

ランド力のある企業が浮かび上がってきます。
そこで、｢値

消費者が価格上昇を受け入れるケースの１つとして、
そ
の製品やサービスをほしいという人がたくさんいるため、
価

上げ力」に着目して、企業の強さや成長性に着目してみる
のも面白いかもしれません。

格が高くても買おうという状況、
すなわち供給に対して需

株式投資をする場合、｢良い銘柄を探す」
ことが基本で

要が強いといった状況が挙げられます。
2つ目のケースとし

す。
中長期的な観点から｢良い」、すなわち｢株価が上昇

て、
似たような製品やサービスは他の企業でも提供してい

する」
と期待できる銘柄とは、業績拡大の期待できる企業

です。業績が中長期的にも拡大すると見込まれる企業と

2月に革製品の値上げを実施しました。同社は多数の高

は、成長分野に属する企業、技術などにおいて競争力の

級ブランドを抱える世界最大のブランドコングロマリットであ

ある企業、他社がまねできないブランド力のある企業など

り、値上げはブランド力の証といえるでしょう。同社製品を

でしょう。

買う消費者は、価格が安ければ他社の製品を買うという

前述の宅配業界は、
ネット通販の拡大という構造変化
に伴って、
今後も宅配需要が拡大すると見込まれるという
意味では、
成長分野に属していると評価できるでしょう。
海外企業をみると、
価格上昇という点でもその強さが一
段と顕著に表れています（図表④）。

消費行動にはならないことが、
同社最大の武器と考えられ
ます。
これ以外にも、
図表④で取り上げたフェイスブック
（米）
、
アップル
（米）
、
マイクロソフト
（米）
、
ウォルト・ディズニー
（米）
は値上げという形ではないものの、他には代えがたい製

例えば、
アマゾン・ドット・コム
（米）
の有料会員は全世界

品やサービス力を発揮し、
単価が上昇しています。ASML

で1億人を超えているといわれます。買い物から宅配、映

ホールディング
（オランダ）
にいたっては、次世代の半導体

画や音楽といったエンターテインメントまで幅広いサービス

露光装置で他の追随を許さない存在であることから、次

を提供しており、
その利便性の高さから、顧客離れが起き

に控えている改良型はそれまでの2倍以上の極めて高単

にくく、値上げが実現したと考えられます。値上げを原資

価な製品であっても受注を獲得できている点にその強さ

にさらにサービスを向上させ、
その強さを増していることが

の片鱗がみえているといえるでしょう。

価格の動きからもうかがえます。

日本国内の例を見るまでもなく、
企業が価格を上昇させ

ネットフリックス
（米）
も同様です。動画をネット経由で有

ることの難しさは明らかです。
にもかかわらず、
図表④で取

料配信するサービスで圧倒的なシェアを握っており、
その

り上げた企業はその困難を乗り越えるだけの強さを持っ

強さを背景に値上げを実現させています。
そして、
その値

ている、
投資対象として魅力的な企業群といえるのではな

上げを原資として、
コンテンツ強化を図り、一段と利用者を

いでしょうか。

惹きつけ、
成長を図るといった戦略と考えられます。
アドビ システムズ
（米）はイラストレーターなどのソフト
ウェアの大手企業ですが、
自社ソフトを定額課金制で提

節約に加えて資産の保全のためにも
株式投資を選択肢の１つに

供するサービスの需要拡大を追い風に北米で月額プラン

冒頭でご紹介したアンケート調査（明治安田生命によ

の値上げを実施しています。会社側は言及していません

る4月調査）
を再度見てみましょう。節約意識を持っている

が、
他の地域でも値上げが進むといった期待もあります。

人が多い中、節約方法として上位に挙がっているのは、

LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン
（フランス）
は今年

図表③ 宅配便単価～値上げ浸透が順調に進んでいる～

（出所）
会社資料

｢電気をこまめに消す」
（76.1％）
でトップ、
続いて｢冷暖房の

温度を調整する」
（53.1％）
となっています。
日常生活の身近

必要でしょう。
その際、株式投資は有効な選択肢の１つと

なところからの節約は確かに大切です。
ただ、
その一方で

考えられます。値段が上がっているモノやサービスがあっ

資産を保全し、
増やすということも必要ではないでしょうか。

たら、高くて困ったなと思うのではなく、値段が高くても、

天候不順や異常気象によって穀物などの食料品価格

あるいは値段が上がってもほしいモノやサービスを提供

が上昇するリスク、
国際情勢の緊迫化によって原油などエ

してくれている企業はどこだろうと考えると、
そこに投資の

ネルギー価格が上昇するリスク、産業構造の変化や少子

チャンスが隠れているかもしれません。

高齢化による人手不足による人件費の高騰、
及びそれが
もたらす様々なモノやサービス価格の上昇リスクなどは、
容易に想像しうるリスクです。上記のこまめな対応だけで
は限界があり、
こうした値上がりに備えた資産保全対策も

図表④ 価格上昇に象徴される強い企業の代表格

（出所）
新聞報道、会社資料等より大和証券作成

（花岡 幸子）

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店
担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、
最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国
取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内取次手数料（税込）に加
え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を
含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあ
たっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがありま
す。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保
証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことが
できることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その
対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水
準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、
金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およ
びそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用
管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には
価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示
が行われていないものもあります。
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