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古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、「クオリティは、行為

ではなく、習慣に現れる」という言葉を残しています。高い投

下資本利益率を継続的に長期にわたって創出する能力こそ

が、高クオリティ企業の習慣に他ならないと考えます。その

能力は、いずれは株主への利益還元または再投資の源泉と

なる潤沢なフリー・キャッシュフローを創出します。これは、

一度限りの高額配当、あるいは景気循環の山における「最高

の年」といった、行動でもジェスチャーでもありません。むし

ろ景気循環を通して、持続的で反復性があり信頼性のあるも

のでなければなりません。これは、経済的利益を増大させる

習慣的な行為が、長期的に魅力的なリターンを達成するた

めの鍵となることを実証するものです。本レポートでは、こう

して利益を増大できる高クオリティ企業の特徴を取り上げ、

検証していきます。

クオリティの定義は人によって異なるため、投資ファクターの中でも最
もさまざまな要素を含んでいます。グロース、バリュー、そしてモメン
タムの定義はすでに確立されていますが、クオリティの定義は一般
的にまだ確立されていません。これは思いがけない贈り物だといえ 
ます。決められた運用スタイルの定義に当てはめるのではなく、 
むしろ純粋に、投資哲学そのものを論じることになるからです。
図表1は、クオリティについての我々の見解をまとめたものです。
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規模か独占か？
規模と独占とでは意味が大きく異なります。
細分化され、コモディティ化の進んだ産業で
は、規模の経済で競争している企業がほと
んどです。生産量をできるだけ増やして固
定費を吸収することで、単位あたりのコスト
を下げようとするからです。実際、そうした
企業は費用曲線の引き下げに取り組み、実
現しています。しかしながら、コスト優位性
を商品価格の引き下げという形で顧客に還
元しても、費用曲線の引き下げは市場シェア
の優位性につながるだけです。一方で、圧
倒的な市場シェアを有する企業は、価格で
はなくイノベーションや顧客サービスで競争
しています。我々はこれが収入にプラス効
果をもたらす重要な起点だと考えています。

強力な無形資産を重視

無形資産とは、ブランド、ライセンス、ネット
ワーク、特許、販売網、そしてアフターサー
ビスなどのことで、有形資産とは不動産や
設備のことです。多くの有形資産を有する
企業よりも強力な無形資産を有する企業に

投資したいと我々が考える理由はいくつか
あります。概して、有形資産は簡単に積み
上げることができます。銀行のみならず政
府までもが、アイデアから生まれる無形資産
よりも、有形資産を担保にして貸し付けるこ
とを好む傾向があります。これにより、確固
たる無形資産を有する企業が、新規参入
者に対して競争力で勝ることが多いのです。
また、何十年もの歳月をかけて築き上げら
れたブランドは、長期にわたる投資、消費者
から獲得した信頼、消費者と育んだ経験、
消費者との関係を考えれば、そう簡単に追
い落とされるような存在ではないのです。

その一例として、食品や家庭・パーソナルケ
ア用品の老舗ブランドを擁する、オランダとイ
ギリスで上場している生活必需品セクターの
有名企業が挙げられます。1990年以降、
宣伝広告費に1,400億ユーロ（インフレ調整
前）を費やしてきました。こうしたブランドへ
の投資と、またブランドが継続したおかげで、
競争優位性は長年にわたって確立されまし
た。同社は世界規模で事業を展開しており、
現地レベルで顧客と密接に関わることができ

るため、顧客の多様なニーズや優先順位を
しっかりと把握することができるのです。

1975年にニューメキシコ州アルバカーキで
創業した米国のソフトウェア会社もいい例 
です。同社が開発したソフトウェアは、何
百万もの人々や何千もの企業の日常生活
の一部を担っています。同社は世界で最
も認知度の高いブランドを擁しています。さ
らに同社は、ライセンス付与やサブスクリプ
ションのモデル（利用期間に応じて対価を
支払う方式）、顧客ネットワークとグローバ
ルなデジタル配信システムに加え、事実上
複製不可能な優れた無形資産を形成する 
コンビネーションを保持しているのです。 
それは、継続的なイノベーションによって生
じる消費者からの信頼と消費者リスクとの
永続的なコンビネーションであり、それにより
専属的な顧客基盤を維持し、拡大してい 
ます。これが、相互依存という無形資産に
不可欠な要素を生み出しているのです。

価格受容者ではなく価格設定者である 
クオリティ企業

売り上げを伸ばしながら価格を維持する、
または利益を犠牲にすることなく価格を改
善する能力は、クオリティ企業にみられる重
要な特徴の1つです。

商品は、石油、ガス、水、電気、石炭、金
属、さらにはお金に至るまでの直接的なも
のから、自動車、携帯電話、輸送、化学製
品、保険、コンピューターなど供給力の広範
さゆえの間接的なものまで、いずれも価格
圧力にさらされています。

概して、よく似た商品を販売する最も効率
的な方法は、値下げすることです。価格で
しか差別化を図ることができないからです。
本来の単位あたり利益を維持しながら価格
を引き下げるためには、商品の生産コストを
引き下げることによりその値下げを穴埋めす
るか、さもなければ値下げの「報いを受け
る」こととなりますが、いずれにせよ価格が
低下方向に向かうことは避けられません。

その一方で、販売者が是が非でも価格を
維持しようとする場合、需要を呼び起こす

図表1
高クオリティ企業の循環：継続的な収益増加の原動力

株主への分配

市場での優位性
有力な無形資産

価格決定力
高い粗利益率

堅調な利益
低い資本集約度

  （高い投下資本利益率）

潤沢な
フリー・キャッシュフロー

イノベーションの
ための再投資

および宣伝広告
有能な経営陣による
収益の回復力と増加

 



クオリティ企業の特徴

3モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント　|　アクティブ・ファンダメンタル・エクイティ

唯一の方法は、価格以上の特徴を備えた
商品（例えば、カーナビ、追加的な通信サー
ビス、より優れたカメラを搭載した携帯電話
など）を提供することです。そうすることで
消費者の心理や財布には訴えることはでき
ますが、販売者にとってはコストになります。

それでは、利益を犠牲にせずに価格を維
持する、または改善するにはどうすればよ
いのでしょうか。それは、欲求、ニーズ、経
験、信頼の習慣を生み出し、宣伝、包装の
改良、機能性の向上、あるいは自社製品の
市場内での位置づけを見直すことによって
実現することができます。

フリーコノミクス1の本によれば、例えばリステ
リンは19世紀に手術用の強力な消毒液と
して開発されました。その後、薄めて床用
洗剤や淋病の薬として販売されました。し
かし、リステリンが爆発的大ヒットを収めた
のは、1920年代に「慢性口臭」――当時
使われていた口臭を意味する曖昧な医学
用語――対策として売り出されてからのこと
でした。リステリンが当時新たに発表した
宣伝には、打ちひしがれた若い男女が登場
します。結婚しようと思っていたけれど、相
手の口臭に嫌気がさしてしまったというわけ
です。「あれでも彼と幸せになれるかしら」
と若い女性は自問します。それまでは口臭
がそれほど危機的な状況をもたらす問題だ
とは考えられていませんでした。しかし、リス
テリンがその状況を変えてしまったのです。
広告研究者のジェームズB. トウィッチェルは、
「リステリンが作りだしたのは、マウスウォッ
シュではなく口臭である」と述べています。

スニーカーやスポーツウェアを扱う米国の有
名なスポーツメーカーは、特定のスポーツ
に重点的に取り組み、革新的かつ優れた
技術を自社製品で実現しています。また、
トップアスリートを起用した宣伝広告によっ
て自社製品をポジショニングしておきなが
ら、「体ひとつあれば、あなたもアスリートで

図表2
粗利益率が高い方が粗利益率の安定性が高い

粗利益率の高い順に1～10の10分位で表示
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出所：ファクトセット、MSCIワールド・インデックス（金融を除く）過去 10年間の粗利益率の平均、粗利益率の安定性
（1標準偏差の平均）

図表3
コモディティ化が進んだセクターの粗利益率は低くて不安定
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出所：ファクトセット、MSCIワールド・インデックス（金融と食品小売を除く）過去 10年間の粗利益率の平均、粗利益率
の安定性（1標準偏差の平均）1 Freakonomics: A Rogue Economist Explores 

the Hidden Side of Everything（ 『ヤバい経済
学―悪ガキ教授が世の裏側を探検する』）Steven 
D. Levitt, Stephen J. Dubner（William Morrow 
and Company, 2005）
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す」という極めてシンプルなメッセージで幅
広い顧客基盤に訴えかけています。この
宣伝により、アスリートになりたい、あるいは
アスリートのように見られたいことへのあこ
がれが強まるでしょう。

こうしたイノベーションやブランド戦略は、継
続的かつ効果的に研究開発費と広告宣伝
費を支出してきた成果なのです。

重要なのは高い粗利益率
確かな価格決定力を有しているかどうかは、
粗利益率の高さと安定度を見れば分かり 
ます。実際に、価格決定力と粗利益率には
関連性があり、そのことは、研究開発と宣
伝広告がうまく機能していれば、利益率を
維持できることからも分かります。図表2は、
MSCIワールド・インデックス（金融と食品小
売業を除く）に含まれる銘柄の過去10年
間の粗利益率の平均を1～ 10の十分位 
グループで示したものです。第1分位グ 
ループ（利益率が最も高いグループ）は、利
益率が最も安定していることが分かります。
第10分位グループは、最も利益率が低く、
安定性も低いことから、利益率を管理する
能力が相対的に低いことが分かります。

図表から読み取れることが正しいことは直
感的に分かります。粗利益率が低ければ、
研究開発費や宣伝広告費を含む営業費用 
（粗利益と営業利益の間に存在する費用）
を吸収する余地がほとんどなくなってしまう
からです。これは、コモディティ化が進ん
だセクターがクオリティ投資家にとって魅力
に乏しい理由の1つです。多額の研究開
発費や宣伝広告費を支出できるほど粗利
益率が高くないのです。はっきり言ってしま
えば、コモディティ化したセクターは、それ
ほど研究開発費や宣伝広告費を支出する
必要がありません。同セクターでは、イノ
ベーションや差別化はほとんどみられず、
市場の需給という製造者がコントロールでき
ないものによって価格が決定されているの 
です。図表3は、どのセクターの粗利益率
が高いかを示しています。よりコモディティ
化が進んだセクターの方が、粗利益率が低
くなっていることが分かります。

結局のところ、価格決定への影響力を持っ
ているかどうかが、強力な無形資産を持つ
企業と、巨大な有形資産が生み出す利益
に頼っている企業との違いなのです。

かの有名な経営学者ピーター・ドラッカーは、
「企業の目的は顧客を創造し、維持するこ
とである」と述べています。また、「事業の
機能は、マーケティングとイノベーションの 
2つ以外にない」とも言っています。この意
見に異論はありませんが、クオリティ投資に
ついて付け加えるとしたら、企業の目的を実
現するための最大の武器を持った企業を、
つまり宣伝広告と研究開発が原動力となっ
ている企業を特定することが重要なのです。

投下資本利益率の持続性 ―  
エリート企業の条件

市場での優位性、強力な無形資産、そし
て高い粗利益率は、我々が探しているクオ
リティ企業の条件の一部であって、すべて
ではありません。最も重要だと考えられる尺
度として、投下資本利益率の高さと持続性
があります。まず、この尺度の意味するとこ
ろと、重視される理由をご説明します。投
下資本利益率の分子には営業利益を用い

ます。利益が増加すればするほど、投下
資本利益率は高くなります。分母には投下
資本として、企業が保有する有形固定資産
（不動産や設備）と正味運転資本（企業
が抱える在庫に買掛金と売掛金を加味して
算出します）を組み合わせて用います。高
い営業利益を相対的に抑えた投下資本で
割ることで投下資本利益率は高くなり、逆も
また然りです。

それでは、投下資本利益率が重視される
のはなぜでしょうか。高価で、大規模な有
形資産基盤がなくても多くの利益をあげる
ことができれば、大規模な資産は多くの資
本を消耗するので、投下資本利益率はそ
の分改善します。鉄鉱石を扱う会社につい
て考えてみましょう。会社の主な有形資産
は鉱山です。鉱山は、費用を払って購入
し（費用がかかります）、採掘し（必要とな
るすべての設備を考えると、費用がかかり
ます）、常に管理維持をしなくてはなりませ
ん。それぞれの状況で必要になる資金は、
設備投資額（CAPEX）と呼ばれるもので、
通常は営業キャッシュフローから支出しま
すが、投資金額が大きい場合は、バランス 
シート（調達方法によりますが、現金、負債、

図表4
投下資本利益率が高いセクターほど資本集約度は低い傾向
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出所：ファクトセット、MSCIワールド・インデックス（金融と食品小売を除く） 
売上高に対する設備投資額の割合、および投下資本利益率は過去 10年間の平均。投下資本利益率＝EBITA／（有形固
定資産＋運転資金）
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資本のいずれか）から支出します。いずれ
にせよ、財務リソースに影響が及びます。

我々が望ましいと考える企業は、強力な無
形資産を持ち、高い利益率を維持する小
資本の企業です。それは、資本の消耗が 
少ないからです。実際、とても潤沢なフ
リー・キャッシュフローを創出する企業があり
ます。フリー・キャッシュフローは、実際に企
業が稼いだ現金で、設備投資額（固定資
産の維持や修繕のために支出する資金）な
どの費用をすべて支払った後に使用するこ
とができる資金です。投下資本利益率が
高ければ高いほど、営業利益をより効率的
にフリー・キャッシュフローに転換することが
できます。余談ではありますが、利益はあく
まで会計上の尺度であって、実際に費やす
ことはできませんし、ただ眺めることしかでき
ません。しかし、フリー・キャッシュフローは
費やすことができます。我々がフリー・キャッ
シュフローを重視するのはそのためです。

セクター毎に投下資本利益率と資本集約
度をグラフ化すると、資本集約度が低けれ
ば低いほど、投下資本利益率が高くなる傾
向が浮かび上がります（図表4）。

企業が投下資本に対して創出したフリー・
キャッシュフローと投下資本利益率とを比
較してみると、営業利益を効率的にフリー・
キャッシュフローに変換していることがよく分
かります（図表5）。

以上のことをまとめて企業レベルで表示す
ると、フリー ･キャッシュフローを創出する効
率性と投下資本利益率、粗利益率、粗利
益率の安定性、そして資本集約度との相
関性は一目瞭然です（図表6）。

企業のクオリティ高ければ高いほど、当然な
がらクオリティが低い企業よりも再投資の機
会が多くなります。理由としては、クオリティ
の高い企業はクオリティの低い企業に比べ、
同じ1ドルの売り上げであってもその中から
再投資に回すことができる資金が多いから
です。さらに、その再投資した資金から得
られる収益率もより高いものとなります（さら
に多くの現金を創出することができます）。

図表5
高リターンセクターがより多くのフリー・キャッシュフローを投下資本から創出
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出所：ファクトセット、MSCIワールド・インデックス（金融と食品小売を除く） 
投下資本利益率、粗利益率、粗利益率の安定性、売上高に対する設備投資の割合、投下資本に対するフリー・キャッシュ
フローの割合を平均パーセンタイル・スコアで表示。

図表6
高クオリティ企業がより多くのフリー・キャッシュフローを売上から創出
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出所：ファクトセット、MSCIワールド・インデックス（金融と食品小売を除く） 
投下資本利益率、粗利益率、粗利益率の安定性、売上高に対する設備投資の割合、売上高に対するフリー・キャッシュフ
ローの割合を平均パーセンタイル・スコアで表示。
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成長しながら現金を費やすのか、あるい
はどちらか一方のみを選択するのか

低リターン企業は、多くの固定資産を抱えて
いることが多く、フリー・キャッシュフローを創出
するか、成長を目指すかを選択しなくてはな
らない場合が多いのです。その原因は、低
リターン企業の資本集約度にあります。売り
上げに最も貢献しているのが固定資産である
というケースが多く、売り上げを増大するため
には固定資産を増やさざるを得ないのです。
固定資産は、キャッシュフローまたはバランス
シートから捻出する設備投資で取得します。
いずれにせよ現金を費やすことになり、それ
ゆえに差が生じるのです。強力な無形資産
を有する小資本の会社は成長しながら現金
を使います。それは、成長を促す固定資産
を必ずしも備える必要はないからです。そう
した企業は研究開発や宣伝広告に費用をか
けて売り上げを伸ばすことができるのです。

さらに、我々の調査によれば、投下資本利
益率が高い企業ほど過去10年間に支払っ
た配当が多いばかりか、投下資本利益率
が低い企業の5倍に相当する再投資を
行っていることが分かっています。2005年
から2015年にかけて、MSCIワールド・イ
ンデックス（金融を除く）の構成銘柄の中で
投下資本利益率の高さが上位4分の1の
企業は、投下資本の35%をフリー・キャッ
シュフローとして創出しています。それに対
し残りの下位4分の3の企業は、投下資本
のわずか7%をフリー・キャッシュフローとし
て創出しました（図表7を参照）。したがっ
て、低リターン企業は、配当が8分の1だっ
たり再投資が5分の1だったりするなど、配
当や再投資をほとんど実施しないのです。

安定的で増加傾向にある配当がトータルリ
ターンにとって重要な役割を担っていること
を考えれば、投下資本利益率が高く、回復
力があることが、高クオリティ企業の重要な
目印だとする意見も驚くには値しないでしょ
う。投下資本利益率と継続的な年率換
算のトータルリターンとの関係はもはや明白 
です。図表8の10分位数で示されている
通り、過去10年間で最も投下資本利益率
の高い企業が、最も魅力的なリターンを達
成しているのです。

図表7
フリー・キャッシュフローと投下資本の創出
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出所：ファクトセット　MSCI（金融を除く）のデータ（2015年 11月現在）

図表8
投下資本利益率が高い企業は過去10年にわたり、高いリターンを達成
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出所：ファクトセット　10年間の年率リターン（複利）と投下資本利益率についてはMSCIワールド・インデックス（金融
と食品小売を除く）のデータ
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資本の番人である経営陣

経営陣は我々のクオリティモデルの中核 
です。「マネジメントとは正しいことを行うこ
とで、リーダーシップとは物事を正しく行う 
ことだ」という言葉がありますが、我々は
その両方の証拠を探します。効率的な経
営、適切な執行、厳格な経費管理、テクノ
ロジーへの投資、そして研究開発および宣
伝広告は、いずれも経営陣が正しいことを
行っていることを評価するものです。効率
的な資本配分は、リーダーシップが物事を
正しく行っていることを示す良い兆候です。

資本に関する選択は比較的シンプルです。
投下資本利益率が同等以上の企業に投
資すれば、配当という形で株主に利益還元
されるか、自社株買い、企業買収、あるい
は債務の返済に充てられるでしょう。

安定的で増加傾向にある配当は、企業の健
全性のバロメーターです。配当の受け取りに
対する期待が高いため、配当に関する経営
方針は精査します。配当を失敗すれば、市
場や株主はネガティブな反応を示しますが、
それには正当な理由があります。それは、
何かが機能していないということだからです。

フリー・キャッシュフローを自社株買いの資金
に配分することには、いろいろな意見があ
るでしょう。一貫して自社株買いを実施す
る企業の姿勢は警戒しています。経営陣
が本質的価値を下回る水準で自社株買い

を実施し、またその時点でそれ以上に合理
的な現金の使い道が見つからない、あるい
は、同等以上の投下資本利益率で再投資
することができない場合は、自社株買いが
現金を還元する望ましい手法だといえます。
収益率の低い企業を過剰に高い買取価格
で買収するよりも合理的です。

過去のリサーチを見れば、株主資本を
M&Aに配分しても、優れたトラックレコード 
を残せるとは限らないことが分かります。
2000年代初め、米国の有名な事業会社
が、大手金融サービス会社を買収しました。
事業サービスと製造業だけでなく、金融事
業も同社の中核事業になることを見越した
うえでの判断でした。ところが、その後の
10年間で、同社の投下資本利益率と株
価収益率（同社の利益に対して市場が支
払う価格）は半分以下まで低下しました。 
つい最近のことですが、同社の経営陣は、
長い期間を通じて多くを学び、金融事業
の売却を決断し、自らの事業会社としての
ルーツに回帰しました。市場はこの経営陣
の判断を好意的に受け止めました。

正しいことを行うということには、自らの優
位性を維持するための決断も含まれます。 
そうした判断を下すには、自らにとっての
機会と脅威とは何か、またそれに対応す
るための戦略に精通している必要がありま
す。世界的規模の携帯電話会社が、それ

も世界で最も認知されていたブランドの1つ
がフィンランドに存在していたのは、ほんの 
10年前のことです。ところが、タッチスクリー
ンの誕生に対応できず、「アプリケーション」
の先駆者でありながら、携帯電話の複雑な自
社運営システムに固執するあまり、開発者た
ちのコミュニティを取り込むことができなかった
のです。同社の携帯エコシステムは失敗に
終わり、かつて世界大手の携帯電話機メー
カーだった同社の業界での存在感はもはやあ
りません。投下資本利益率の維持に重点的
に取り組むことで、経営陣は、物事を正しく実
行するリーダーシップと、正しいことを実行す
るマネジメントの両方を発揮することができる
単純な道具を手にいれることができるのです。

クオリティ投資の採用

我々のポートフォリオは、本書で説明してき
たクオリティ企業の特徴、すなわち強力な
無形資産、価格決定力、イノベーション、高
いと同時に回復力がある投下資本利益率、
潤沢なフリー・キャッシュフロー、そして効果
的にリーダーシップを発揮し、マネジメントを
行うスキルを持つ経営陣といった特徴をあ
わせ持つ企業を納得できる価格で組み入
れることを目指しています。クオリティ投資
はもはや我々の習慣です。アリストテレスが
かつて言わんとしたのは、まさにこういうこと
だったのではないでしょうか。
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