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ryanair.com, 11/02/2009 

1.  ライアン航空第 2 四半期決算増益 34% 

 

 

（１）第 2 四半期および中間決算 

・ Ryanair の第 2 四半期決算が、+34%増益の 250.5m ユーロとなった。 

・ 収入は、1%減の 992m ユーロであった。 平均運賃は▲17%低下したが、燃油費の

削減▲42 減がこの増益決算に貢献した。 

・ 周辺収入（ancillary revenue）は、上半期で +8%増加して 346.3m ユーロに達し、収

入のほとんど 20%に達した。 期末の流動性は 2.5bn ユーロを確保した。 

・ 第 3 と第 4 四半期のイールドが▲20%低下すると予想されているけれども、Ryanair

は 前回の通期利益見通しである 200m〜300m ユーロを維持する。 
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Note 1 – Excludes exceptional items. Exceptional items in the half year ended September 30, 2009 amounted to 

€13.5m reflecting an impairment of the Aer Lingus shareholding. Exceptional items in the half year ended September 

30, 2008 included a €93.6m impairment of the Aer Lingus shareholding and an accelerated depreciation charge of 

€25.7m on fiscal 2009/2010 aircraft disposals. 

 

 

（２）成長戦略放棄か？ 

Ryanair CEO Michael O’Leary は、第 2 四半期決算発表の場で、今後は成長戦略を見直し

て、航空機購入資金を株主に対する配当原資に回すことを検討すると次のように語って

いる。 

・ ボーイングとの B787-800 型機×200 機（2013 年〜2016 年導入）の購入交渉が上手

く行っていない。 12 月までにボ社から満足行ける値引き価格の獲得ができない場

合は、ボ社のライバルのエアバス A320 を購入することを考える。 しかシェアバス

社は頑固としてハードな値引き交渉を要求する Ryanair の取引を固辞しているので、

過去 24 年間採用して来た成長戦略を放棄するかも知れない。 
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・ そうなれば、2010 年〜2012 年間の B787-800 型機の導

入を延期もしくは取消すことになるだろう。 供給拡

大を控えるので、運賃を値引いて需要を喚起すること

もなくなり、利益捻出を優先させることになるだろう。

（Ryanair は、今年は 6,600 万人、今後 3 年間に 9,000

万人の旅客を摘み取ることを目標としている。） 

・ 航空機発注を中止するとなれば、2012 年のフリートは

300 機となる。 そして、利益を航空機投資に向けて来

たのを改め、今まで実施して来なかった株主に対する

配当を行なうこととしたい。（Ryanair は、9 月 30 日現

在、B787-800 型機×202 機を保有し、110 機を発注中。 

Ryanair は、9/11 直後の航空業界が財務的に疲弊した

2002 年に、発注減少に悩んでいたボ社から大幅の値引

きを引き出して大量の機材を調達した。） 

 

（３）アナリストたちの反応 

業界アナリストや識者たちは、O’Leary が成長路線を放棄するか否かで意見が分かれて

いる。 彼らは、こう言っている。 

・ ボ社やエアバスは多くの発注残を抱えているので、2002年とは状況が異なっている。

（ボ社の B787 型機の発注残機数は 2,118 機に上り、その殆どは Ryanair が購入を欲し

ている B787-800 型機だ。） 

・ Ryanair は、整備コストを引き下げる為に、絶えず機材更新用の新造機が必要となる。 

従って、成長路線維持のためだけでなくコスト削減のために機材発注が必要になるの

で、そんなに買手側有利の強いポジションを維持できる訳ではない。 

・ Ryanair が成長路線を放棄すれば、低運賃の評判は消滅するだろう。 

・ O’Leary は、現在のイールドとコストでは採算性を維持して成長を続けられなくなっ

たので、第三者の助け（ボ社の機材値引き）を必要としている。 Ryanair の事業規

模が大きくなくなって、事業の急成長期から成熟期に入りつつあるというのも事実だ

ろう。 この傾向を、現在の景気低迷が加速させている。 

・ Ryanair の欧州市場シェアは、まだタッタの 10%なのでこれからのシェア拡大の余地

は十分残っている。 今回の発言は、何時もの通りの O’Leary のハッタリだろう。 

・ ライバル LCC easyJet 創立者 Stelios Haji-Ioannou は、「前から O’Learyの成長路線は、

株主利益に反すると言って来た」、「彼は、追加 100 機の座席を埋められない」、「そし

て、カルフォルニアの砂漠を買って航空機博物館を開き、100 機陳列してトイレの有

料に加えた周辺収入を稼いだら良い」と言っている。 
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wsj.com, 11/05/2009 

2. Target-Marketing Becomes More Communal 

 活気づく ターゲット・マーケティング 

 

振興会社の Blue Kai が、インターネット利用者のサイトのブラウズ記録を集めて、その

データを第三者に競売し始めている。 Blue Kai は、eBay における電子機器購入、クル

ーズ旅行検索、スノーボードの調査などのインターネット利用者のブラウズ記録を集め

てそのデータを販売しているのだ。 自動車サイト Autobytel における Chevrolet の SUV

の調査や、旅行サイトの Expedia における航空便検索のデータも集めている。 

 

集めたこれ等のデータは、消費者のカテゴリー別にグルーピングされて、そして幾つか

のサイトのデータは、消費者調査や広告のパーソナライゼーションのために これ等の

データを欲しがっているマーケターやインターネット企業に競売に出されることにな

る。 サイト利用者のデータを提供した Web 企業は、その販売の収入を獲得し、Blue Kai

は分け前を受け取ることとなる。 

 

このターゲット・マーケティングの考えは随分昔から存在していたが、今まではサイト

利用者のデータを提供する Web 企業が少なく、このビジネスモデルの効率的な運営を

難しくして来た。 しかし、最近では Blue Kai やデータマイニング企業の eXelate-Media

やその他は、市場調査やアドターゲティングに使用する為に、数千の Web 企業から 彼

らのサイト利用者のデータの集積と販売の契約を取ることに成功している。 

データを購入したマーケターは、この情報をオンライン広告スペースのより良い購入の

ために使う。 多くの数のグループの Web サイトの広告スペースを広告主が直接ビッ

ドすることができる新しいオンライン広告取引システムのアドエクスチェンジを通じ

た購入には、このデータが特に役立つことになる。 このようなデータを購入すれば、

例えば ホテルチェーンは、最近 Durham 行き航空券を購入した人に対してノースカロ

ライナのホテルの安売り広告を、旅行サイトに限らず この人がしばしば訪れるサイト

に対しても打つことができるだろう。 

 

幾つかの Web サイトは、競争企業に使われてしまうことを怖れて自身のデータ販売を

躊躇している。 歴史的には、マーケターは広告を掲載する Web サイトとの直接取引

により唯一広告スペースを購入して来た。 今では、そのサイトが掲載するコンテンツ

ではなくて、サイト訪問者のデータに基づいて広告を購入しているので、このターゲッ

ト・マーケティングは、メディア企業のビジネスのやり方を劇的に変化させるだろう。 
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ディジタル広告購入方法の洗練化は、翳り気味のオ

ンライン広告の出稿量を挽回する起爆剤になるかも

しれない。 オンライン・ディスプレー広告（Web

ページと境を接するテキストやピクチャーなどの広

告）は、2008 年の $23bn から 2009 年には $20.8bn

に減少した。 しかし、米国のターゲット広告のオ

ンライン広告支出は 2008年の $775mから $1.1bnに

急増していると推定されている。（eMarketer 調べ） 

 

Blue Kai も eXelate も、Web サイトの契約上データを

何処から購入しているか明らかにできないと言って

いる。 幾つかの Web サイトは、彼らのプライバシ

ー ポリシーに従って、サイト訪問者のデータを第三

者に販売していることを明らかにしているが、何処

に販売しているかは明かししていない。 eBay は、

Blue Kai との契約で、消費者の個人情報については集

めていないと言っている。 Blue Kai は、小売りから

旅行、自動車のサイトに亘って月間 1 億 6,000 万のユ

ニーク・ビジターの匿名データを集めている。 

 

幾人かの議員は、インターネットのプライバシーに懸念を示している。 そして、サイ

ト訪問者の情報収集に関する手法をガラス張りにする法案を準備している。 データ斡

旋業者たちは、業界標準の枠内で行動し個人情報には手をつけていないので、立法化の

必要は無いと主張している。 Blue Kai も eXelate も、サイト画面上にどの消費者のデ

ータを集めているのかを明らかにした上で、消費者にデータ収集のオプトアウトの機会

を与えている。 

 

IAC/InterActive は、競合他社を有利にしてしまう怖れがあるので、e-コマース サイト

Pronto のデータの販売を躊躇している。 しかし、データ販売により数億の収入が得ら

れるのであれば、話は違って来ると言っている。 ■ 
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PhoCusWright Connect, 10/29/2009 

3. エクスペディア 第 3 四半期 増収増益決算 

 

Expedia の第 3 四半期決算が、増収 +2%（$852.4m）、増益 +23%（$117.0m）となった。 

一般的なオンライン旅行会社（OTA）の不景気に対する反周期的動*きと、3 月中頃か

ら始めた航空便予約手数料の廃止と 4 月からのホテル予約手数料の値引きが、この好決

算に貢献している。 

（*不景気になると消費者がますます格安運賃を求めて OTA 利用を促進させる。） 

グロス販売額は $5.9bn に +9%増加したが、収入は手数料カットなどのために +2%増

の $852.4m にとどまった。 トランザクション量は +26%増加した。 

 

 

 

決算のハイライトは、次の通りである。 

・ 全世界のグロス販売額は +9%増加した。 米国内のグロス販売額は +8%増（第 2

四半期は▲4%減）、海外は +11%増（但し為替要因を叙供すると +16%増となる。） 地

域別では、米国内が▲2%減、海外は +10%増であった。 米国内の▲2%減は、第 2

四半期の▲6%減より減少幅が少なくなっている。 景気の回復の兆しを表している

のかも知れない。 

・ 航空便予約トランザクションは +27% 増、収入は▲8%減となった。 第 2 四半期

の トランザクション +13%よりも増加した。 運賃は▲18%低下した。 

・ ホテルのトランザクションは +27%増、ADR は▲14%低下して収入は+3%増加した。 

・ 広告収入は、+5%増加して $85m となった。 総収入に占める割合は 10%。 

 

Expedia は通期の利益見通しを発表していないが、当初の予想  $145m を上回る 
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$149~$163m の利益を計上するだろう。 第 4 四半期のグロス販売額は、$4.14bn~$4.54bn

となるだろう。 ■ 

 

 

.  
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【関連ニュース】 

エクスペディア、電話予約手数料 廃止 

Expedia が航空便の電話予約手数料 $20 を廃止した。 $5〜 $35 をチャージしている競

争会社や航空会社の一歩先を歩むこととなった。（Travelocity と Orbitz は $25 を取って

いる。） 旅行コンサルタント大手の PhoCusWright によれば、昨年 米航空旅客の 7%し

か航空会社のエアラインのコールセンターで予約していない。 21%がオンライン旅行

会社経由、29%が航空会社の直販サイト、43%が伝統的旅行会社（殆どが法人取扱旅行

会社）経由の予約となっている。 

Expedia の電話予約がどのくらい存在するかは明らかにされていないが、多分一桁の高

いパーセンテッジなのだろう。 Priceline は、2007 年に航空便予約手数料を廃止した。 

今では OTA 全社が航空便予約手数料を取っていない。 そしてホテル予約の変更と取

消手数料を免除している。 幾つかの旅行会社は、最低価格保証を強化している。 

(USA TODAY, 11/05/2009) 

 

 

 

PhoCusWright Connect, 11/07/2009; orbitz.com, 11/05/2009 

4. オービッツ $100m 増資で負債圧縮 

 

Orbitz Worldwide の主要株主である Blackstone が支配する Travelport と債権者の PAR 

Investment Partners が、合計 $100m の増資に応じることとなった。 PAR Investment 

Partners は、senior term debt $49.68m をこの増資による 816 万株と交換する。 これによ

り Travelport の持株比率は 55%から 54.5%に低下する。 これにより純負債（負債 − 現

金）は、利益比 3.4 倍から 2.8 倍に減少する。 増資により、財務的な余裕が発生する

だろう。 

 

Orbitz は、この増資と同時に第 3 四半期決算を発表した。 この決算の特徴は、以下の

3 点に要約される。 

（１） トランザクション量が継続して増加した。 

（２） マーケティング支出が激減した。 

（３） 手数料カットの増加で売上高利益率（粗利率）が減少した。 
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これ等の傾向は、Expedia と同様の傾向を示しているが、Expedia は より多くのトラン

ザクション量を稼いだために、利益率の減少を最小に止める事が出来ている。 Orbitz

が低い利益率の米国内線航空便販売を多く抱えていることと、海外販売の比重が少ない

（23%）ことも、脆弱な決算結果の原因となっている。 

 

Orbitz の第 3 四半期決算は、昨年の▲$287m の欠損から $7m に利益計上となった。 昨

年第 3 四半期決算には $297m の減損会計が含まれているので、実質的には収支は余り

改善されていないこととなる。（EBIT ベース比較では昨年の $43m から $44m と増益と

なる。） 収入は、▲22%低下して $187m となった。 エアーの収入は、3 月からの予

約手数料の廃止により▲31%、ホテルの収入は予約手数料と料金の値引きで▲25%低下

した。 Orbitz は、粗利の低下をマーケティング費用の大幅減少（$48m へ▲44%減）

で補ってヤット利益を捻出した。 

 

 Orbitz Expedia 

グロス販売額 ▲6% ▲9% 

トランザクション量 +7%（2Q +2%） +26% 

レベニュー マージン 

（粗利 利益率） 
7.29% ▲0.148%p 14.41% ▲0.098%p 

エアー／ホテル収入 

Air/Hotel/Ad 収入構成比 

▲ 31%／▲25% 

32%／28%／8% 

▲ 8%／+3% 

12%／64%／10% 

■ 

 

 

travelweekly.com, 10/30/2009 

5. For the burgeoning smart phone market, a bevy travel apps 

 スマートフォーン、盛り沢山の旅行アプリ 

 

iPhone が売れている。 調査会社の Parks Associates は、アップル社の iPhone や Research 

in Motion の BlackBerry や Palm の Pre などのスマートフォーンの北米利用者が、昨年の

6,000 万人から 2013 年には 2 億 4,000 万人に増加すると予測している。 スマートフォ

ーンの圧倒的なシェアを持つ iPhone で利用できる旅行アプリの数は、最近の 2 ヶ月間

だけで +50%増加して 3,000 種類ほどにまで達している。 

多くの人達が、Kayak でエアーやホテルの価格を調べたり、Urbanspoon で最寄りのレス

トランを見つけたり、aa.com で航空便旅程を変更したりしている。 ブレーブスの熱烈

なファンは、MLB.com に、タクシーを予約したい人は Taxi Magic に、最寄りの店やサ
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ービスを探している人は AroundMe にアクセスしている。 この旅行アプリの激増は、

ガイドブックや旅行会社の一部のサービスを隅に押しやってしまっている。 

 

Zagat とアプリ製造業者の Handmark は、昨年 $9.99 で Zagat モバイルアプリを売り出し

た。 これが iPhone で最も販売された旅行アプリとなった。 これは、iPhone が搭載

する全アプリのトップ 50 の中にも選ばれている。 ほとんどの旅行アプリは、iPhone

用に作られている。 BlackBerry の旅行のインベントリー、マッピング、天気予報のア

プリは、iPhone で利用できるアプリの 1/10 しか存在しない。 

先週アップル社が発表した旅行アプリの人気トップ 10 リストには、マッピングの

Google Earth や Sabre の旅程管理の TripCase に混じって、小規模の独立ソフト開発業者

が開発した Trapster speed-trap-alert や Cheap Gas が食い込んでいる。 旅行アプリは、

Choice Hotels や Starwood や Kayak のものばかりではないのだ。 

 

しかし、これ等のほとんどのアプリは無料である上に、予約のためではなくて リファ

レンスのために使われているので、金を生み出すものとなるかは未だ良く分からない。 

アプリ開発業者は、広告収入を稼ぐか Travelocity などの大手企業の付随サービスとして

利用してもらうかの方法をとっている。 PhoCusWright によると、レジャーと非管理

法人旅行のオンライン旅行販売は、旅行総販売額 $291bn のほぼ 1/3 に達しているが、

モバイル経由の予約は $160m にしか達していない。 しかしスマートフォーンを利用

している旅行者の 2/3 が、目的地のアトラクションやサービスをモバイル Web で検索し

ているので、スマートフォーンの利用者が増えれば収入モデルも確立されるだろう。 

 

９月 26 日に終了した四半期で、アップル社は iPhone の販売を前年同期比 +7%増の 740

万台とした。 この台数は、世界の同時期のスマートフォーンの出荷数の 12% に相当

する。（iSuppli 調べ） 今年 米国市民は、モバイルのアプリに $350m を消費するだろ

う。 そしてこの数は 2013 年には $4.2bn に増加すると予想されている。（調査会社

Yankee Group 予測） iPhone は、現在 AT&T ワイアレスを利用しているが、使用可能な

地域が限定されている悩みを抱えている。 AT&T よりも余程多くの北米地域をカバー

している北米最大手のワイアレス・キャリア Verizon は、今年中に Google が開発した携

帯用 OS Android を掲載したスマートフォーンを 2 機種販売開始する。 スマートフォ

ーン市場のシェアが変わるかもしれないが、アップル社も Verizon と契約するという噂

も存在する。 そうなれば iPhone のシェアはますます拡大するだろう。■
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6. その他のニュース 

 

 旅行流通・TD  

 

（１）2009 年オンライン旅行会社予約 初めて減少 

フォーカスライト（PCW）によると、2009 年の米オンライン旅行会社（OTA）のグロ

ス販売額が初めて減少する見込みである。 経済の低迷とオンライン旅行市場の成熟化

の 2 つの要因がこの原因である。 PCW は、2009 年の総旅行市場のグロス販売額およ

そ $230bnに対してOTAのシェアは約 +2%p拡大し 15%になると予測している。 OTA

販売額は▲3%減少して $35bn となるだろう。 その結果オンライン旅行市場における

OTA シェアは、2002 年のピークの 53%から 39%に低下するだろう。 先週、米 OTA の

シェアのほぼ 40%を誇っている最大手 Expedia が、今年の現在までの米国内グロス販売

が▲2.7%減少し $11.6bn になったと発表した。(travelweekly.com, 11/05/2009) 

 

（２）米政府、HIV/AIDS 感染者に対する査証発給開始 

米政府は、HIV/AIDS を 査証発給を禁止している伝染病のリストから除外させることを

決定した。 HIV/AIDS は、1987 年より米国入国を禁止する伝染病とされていた。 来

年 1 月 4 日から、この改訂された法律が施行される。(travelweekly.com, 11/03/2009) 

 

（３）米農務省、動物植物検査費用増加を断念 

米農務省は、航空会社と入国旅客に対する動物と植物の検疫検査費用の値上げを撤回し

た。 農務省は、11 月 1 日からの値上げで $40m の税収増を目論んでいた。 現在の

税収は $480m。(travelweekly.com, 11/03/2009) 

 

（４）2010 年の法人旅行レートのネゴが始まっている 

2010 年の法人旅行レートのネゴが、法人旅行管理会社（TMC＝BTM）経由で企業とサ

プライヤー間で始まっている。 来年のホテルのレートは値引きされるだろう。 ホテ

ルのオキュパンシーは記録的なレベルに下がっている。 今年には 55%になるだろう。 

これは、1971 年と 1933 年のレベルだ。 しかし航空運賃は、航空会社の大幅な供給削

減により値引きを期待するのは困難だ。 企業は、FFP のエリートステータスやアップ

グレードの配分を航空会社に要求している。 レート交渉も重要であるが、企業は不急

不要の出張の削減と出張規程の厳格な遵守を社員に要求するだろう。 そして、航空運

賃とホテルの料金に加えて法人旅行管理会社のサービス手数料の値引きまで要求して

いる。 企業の交渉が何時終わるかは全く分からない。 昨年は、再交渉、再交渉の連

続であったが、同じことが起こるかも知れない。 しかし、経済が徐々に回復しており、
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旅行需要も底を打った兆候が見られるので、交渉を長引かすあまり元も子もなくなるリ

スク無しとしない。(nytimes.com, 11/03/200) 

 

 

 

 空 運  

 

（１）航空同盟、米欧当局の新た調査始まる 

CO 航空が、先週スカイチームを脱退してスターアライアンスに加盟した。 そしてス

ターは、新たに参加した CO を加えた大西洋路線における 4 社（UA+AC+LH+CO）提携

に対して競争法適用除外（ATI）を取り付けた。 スター参加の航空会社のハブとハブ

間の協業の機会を増加させるだろう。 特に CO が大きなシェアを持つ EWR 空港にお

ける国内線フィーダー便との接続は、スター参加の航空会社の大きな武器となるだろう。

（CO は EWR で 50%以上の供給シェアを有している。） 大西洋路線のスターのシェア

は、CO の参加により +8.5%p 増加して 31.7%に拡大する。（DOT） 

しかし、最近になって 米欧の当局は、航空会社のアライアンスに対する ATI に承認に

慎重になり始めている。 米司法省（DOJ）は、スターに対する ATI 承認に反対した。  

DOJ は、航空アライアンスに対する ATI の承認は、運賃高騰に繋がり旅客の為にはなら

ないと主張している。 DOJ 競争監視局のヘッド Christine Varney は、厳しい競争法の

遵守を要求している。 承認可否の権限を有している運輸省（DOJ）は、DOJ の反対を

押し切って、スターへの ATI 適用を承認した。 DOT と DOJ 間の確執が激しくなって

いる。 10 月 31 日に予定されていたワンワールドの AA+BA+IB に対する ATI の承認

可否の決定が遅れている。 DOT と DOJ 間の調整が付いていないからだ。 欧州当局

は、この提携が競争環境を悪化させると既に異議を唱えている。 そして ATI を承認す

るならば、LHR 空港のスロットの割譲が必要だと言っている。 スカイチームとスタ

ーに ATI を承認しておいて、ワンワールドにこれを認めないこととなれば、不公平な決

定だと必ずワンワールドから大きなクレームが出ること必定なので、この場合は米国の

航空政策に対する信頼性が揺らぐことになりかねない。 一体どうなってしまうのだろ

うか？(travelweekly.com, 11/02/2009) 

 

（２）豪州政府、デルタとバージンブルーの提携承認 

豪州政府は、11 月 2 日、Virgin Blue の子会社の V Australia と DL の豪米間路線における

提携に対して初期的な 3 年間の承認を与えた。(travelweekly.com, 11/02/2009) 

 

（３）ユナイテッド航空、B737 型機全機退役完了 

UA 航空が、先週最後の B737 型機を退役させた。 UA は、40 年間以上 B737 型機を
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フリートの一部に保有し 7 億人以上を輸送した。 一本通路機は、A319×142 機、A320

×319 機、B757×96 機の 3 機種に統一される。(travelweekly.com, 11/02/2009) 

 

（４）エアーパシフィックの苦境 

フィジーの Air Pacific が苦境に直面している。 LCC の参

入がなかったフィジーに、豪州の Jetstar が新たに参入し

Virgin Blueの子会社V Australiaが供給拡大するからだ。（現

在フィジーに乗入れている Virgin Blue の子会社の Pacific 

Blue に取って代わって V Australia が大型機で乗入れる。） 

フィジーは南太平洋地域の航空需要の 40%を構成し、訪問

客の 40%は豪州からのツーリストだ。 Air Pacific（フィ

ジー政府が 51%、QF が 46%保有）は、3 月に終了した昨

年度で▲$6.6m の欠損を計上し、今年度は更に欠損を拡大

すると予想されている。 フィジーへの訪問客は、世界的

な景気の低迷に加えて、フィジーの軍政権が憲法を破棄し

総選挙を少なくとも 2014 年まで延期した国内混乱も影響

して減少している。 

豪州キャリア 2 社の供給拡大は、Air Pacific の収支に大きな影響を与えるだろう。 Air 

Pacific にも出資している QF は、子会社 Jetstar を優先させて、Air Pacific との提携を取

消すかも知れないと言われ始めている。(wsj.com, 11/03/2009) 

 

（５）英国航空、中間決算欠損▲292m ポンド 

BA が、中間決算で 過去最大の税前損失▲292m ポンドを計上した。 前年同期の +52m

ポンドの利益から赤字に転落した。 収入は、継続したビジネスクラス旅客の減少で▲

13.7%減の 4.1bn ポンドであった。 イールドは、6.82 ペンスから 5.99 ペンスに▲12%

低下した。 この決算には、年金コストに起因する 100m ポンドとリストラ経費 48m ポ

ンドが含まれている。 BA は、通期見通しが昨年度の損失▲401m ポンドを上回る損

失となるだろうと警告している。 アナリストは、税前損失▲568m ポンドと予想して

いる。 BA は、既に▲1,900 人相当の人員をカットしているが、年度内に更に▲3,000

人のカットを計画する。 現在の人員数は 38.704 人。 
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記録的な欠損計上にも拘わらず、6日のBA株価は過去 2ヶ月間で最大の上昇を見せた。 

株価は、ビジネス旅客の回復（9 月▲8%、10 月▲1.4%）に好感している。 5 日の High 

Court の Unite 組合の差し止め要求却下もこの株高に影響している。(FT.com, 11/06/2009) 

(wsj.com, 11/06/2009) (nytimes.com, 11/06/2009) 
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（６）英国航空、貨物運賃談合でカナダ当局より C$4.5bn の罰金 

BA が、カナダにおける 2002 年 4 月〜2006 年 2 月の間の貨物運賃談合の罪を認めて、

カナダの競争監視当局に C$4.5m の罰金を支払うことに合意した。 

米、欧、豪やその他の競争監視当局は、世界各地で実施されている航空貨物運賃談合を

調査している。 米当局は、この件で 15 以上の航空会社に総額 $1.6bn 以上の罰金を科

している。(FT.com, 11/02/2009) 

 

（７）英国航空客室乗務員ストの可能性 

BA の客室乗務員組合 Unite（組合員 14,000 人）は、スト権確立投票の実施を準備して

いる。 クリスマス休暇時期にはストが打たれる可能性がある。 BA は、長距離便の

クルー編成を 11 月 16 日から 15 人から 14 人に変更することを計画している。 Unite

は、High Court に対して勤務条件変更の差し止め請求を行なったが、裁判所はこれを認

めなかった。(FT.com, 11/3, 5/2009) 

 

（８）エアーアジア X 中国路線展開強化 

AirAsia X CEO Azran Osman-Rani は、同社の今後の路線展開は日本や韓国の乗入れ前に

中国への路線展開を拡大すると語った。 彼は、需要低迷時の路線展開計画は慎重にな

らざるを得ないと言っている。 現在、AirAsia と AirAsia X は、中国 7 地点に乗入れて

いる。 AirAsia X は、AirAsia 16%、AeroVentures 28%、Virgin Group 16%、日本のオリ

ックス 10%によって保有されている。(wsj.com, 11/03/2009) 

 

（９）エミレーツ、上半期利益 3 倍増 

Emirates 航空の上半期の利益が、燃油費削減効果で ほとんど 3 倍 $205m に増加した。

(wsj.com, 11/05/2009) 

 

（10）中国航空業界増益 

中国の航空会社、整備工場、空港、そのたの航空事業の利益が増加している。 CAAC

長官 Li Jiaxiang は、中国の航空業界の利益が 今年 9 ヶ月間で 92 億元（1,212 億円）に

増加したと語っている。 昨年は、▲280 億元の欠損であった。 この期間の国内線旅

客数は +23%増加した。 8 月単月では、+43%と劇的な増加を示している。 10 月の

北京発のローカル空港行き旅客数は、+50%近くも増加した。 今まで旅行を控えてい

たペントアップ需要が顕在化している。 中国の航空旅客需要は、2010 年に +10%増と

予測されている。（一部は +20%増と強気の予測をしている。） 

1990 年代に連続した航空機事故はなくなり、急激な成長にも拘わらず 中国では 現在

59 ヶ月連続で重大事故が発生していない。 今日では、幾つかの計測では、中国は米

国よりも安全な記録を示している。(wsj.com, 11/05/2009) 
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（11）南ア $400M 発注取り消し 

南ア政府は、10 月 5 日、エアバス社製の軍用輸送機 A400M×8 機の発注を取消した。 

発注価格が 2004 年の 64 億ランドから 400 億ランド（$5.2bn）に上昇したことが取消の

理由。 これは、A400M の初めての取消となる。 A400M のデリバリーは、少なくと

も 3 年遅れの 2016 年以降となる。 開発費がうなぎ上りに上昇し、現在欧州 7 カ国政

府がその分担を協議している。 英国×25 機、フランス×50 機、ドイツ×60 機、スペ

イン×25 機、トルコ×10 機、ベルギー×7 機、ルクセンブルグ×1 機、NATO 7 ヶ国は、

合計で 180 機（$20bn〜$30bn 商談）を発注している。 南アの取消後は、欧州以外へ

の輸出はマレーシアへの 4 機のみとなった。(nytimes.com, 11/07/2009) 

 

（12）エアーカナダ、利益計上に復帰 

トラフィックベース北米第 7位ACの第 3四半期決算が、利益+C$277mの計上となった。 

 

 3Q09 3Q08（比） 備考 

収入 C$2.67bn ▲13%  

営業利益 68m 112m  

利益 277m 132m 為替差益 C$295（前年為替差損▲C$87m） 

 

 

(wsj.com, 11/07/2009) 
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（13）海外主要紙が伝えた日本航空関連ニュース 

11 月 2 日から 8 日までの 海外主要紙が伝えた日本航空関連ニュースは、以下の通り。 

 

・wsj.com, 11/05/2009 Japan Airlines: To Discontinue 8 International, 8 Domestic  

Routes 

   日本航空：国内 8 路線、国際 8 路線 運休 

・nytimes.com, 11/06/2009 Japan Air cutting 16 Routes 

   日本航空 16 路線運休 

経済の低迷と長年の甘い経営で財務的に困窮している日本航空が、リストラ策の一環で

16 路線（国際 8 路線、国内 8 路線）を運休することとなった。 

 

・wsj.com, 11/07/2009 U.S. Airlines Step Up JAL Lobbying 

   米航空会社、日本航空へのロビー活動強化 

関係筋の話によると、AA 航空が、日本航空との提携強化を提案している。 AA は、

日本政府と日本航空上席幹部に「Oneworld Total Value Proposition」を提出し、この提携

が来夏の日本航空の収支改善に $80m〜$100m をもたらすと説明している。 A 一方

DL 航空は、日本航空がワンワールドを脱退してスカイチームへ参加するならば、その

転換コストを吸収する用意があると表明している。 
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 水 運  

 

（１）海運ローンの危機 

アジアの海運にファイナンスを提供している銀行の半分が、世界金融恐慌で海運ファイ

ナンスから撤退しているとシンガポールの大臣が語っている。 融資を継続している銀

行も、海運ローンに対して保守的な姿勢を強めているので、事態をますます悪化させて

いる。 ファイナンスが付いていない新造船発注額の総計推定は $350bnに上っている。 

来年のコンテナ船の非稼働は、全フリートの 15%から 20%に上ると言われている。

(FT.com, 11/04/2009) 

 

（２）ズィム（イスラエル）株主、緊急支援策承認 

最も急成長を遂げた海運の 1 社であるイスラエルの Zim の臨時株主総会で、緊急支援

策が僅差で株主に承認された。 これにより Zim（最も多くの新造船を発注している海

運会社の 1 社）は、株主から $450m の資本注入を受けることとなった。 Zim には、

さらに $100m に上る lending facility が提供される。 なおこの株主の投票には、Zim に

船舶をリースしている企業ならびに Zim の社債を保有している株主は除外されたため

に、Ofer 兄弟や Bank Leumi を含む 90%以上の株主が投票できなかった。 

ドイツの Hapag-Lloyd は、先月株主からの追加資金提供と政府保証債により 1.2bn ユー

ロに上る新規ローンの獲得に成功した。 チリの CSAV と CCNI は、リース船舶の提供

者に対してリース料の値引きを条件に新株を譲渡した。 韓国の Hanjin と Hyundai 

Merchant Marine は、特別に設立された国営船舶ファンドに船舶を売却して資金調達に

成功している。(FT.com, 11/06/2009) 

 

 

 

 陸 運 & ロジスティックス  

 

（１） ウオレン・バッフェット、$26bn でサンタフェ買収 

Warren Buffet（79）が、米大手鉄道会社 Burlington Northern Santa Fe

を$26bn で買収した。 この買収は Buffet の生涯で最大の投資と

なる。 BNSF のバリューを $44bn（負債 $10bn 込み）と見積も

って、同氏の Berkshire Hathaway（既に BNSF の 22.6%を保有）

が、現金と株式により $26bn で買収する。 BNSF 買収後も

Berkshire は、$20bn の現金を保有している。 Buffet は、米国経

済の将来に投資すると語っている。 (wsj.com, 11/04/2009) 

(nytimes.com, 11/04/2009) (FT.com, 11/03/2009) 
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 ホテル & リゾート  

 

（１） 中国政府、上海ディズニーランド建設承認 

Walt Disney Co.は、中国政府が上海ディズニーランド建設を承認したと発表した。 

建設には（ホテル、リゾート建設を除く）$3.bn のコストがかかる見通し。 その規模

はカリフォルニアのテーマパークより僅かに大きく、東京やパリと同規模程度となる。 

Disney と中国政府所有の建設会社のジョイントベンチャーにより開発される。 2014

年から段階的に開業される予定。 ディズニーへの投資は、中国国内での最大の外国企

業投資となる。（wsj.com, 11/2,3/2009）（nytimes.com, 11/04/2009） 

 

 

 

 

Disney’s parks unit, a $12 billion annual 

business, has long had a footprint in Asia. 

Tokyo Disneyland opened in 1983. Hong 

Kong Disneyland, above, opened in 2005 

 

 

 

（２） マン島でインターネット賭博 

アイルランド海に浮かぶ小島のマン島がインターネット賭博の重要な拠点になってい

る。 マン島／The Isle of Man（英国北西に位置する人口 81,000 人の島）は近年ジブラ

ルタル、マルタ、マカオ、キュラソーに仲間入りした。 それらの地では企業は低い税

率、整備されたインフラ、柔軟な法令が享受できる。 マン島自身は、英国に従う義務

を負っているが、自身で法律や税制を決める事が出来る。 マン島が賭博市場に躍進出

来たのは、2006 年の米国のオンライン賭博に対する取り締まり強化によるところが大

きい。 その結果、米国に進出を企てていた運営会社達は諦めて自国にもどらざるをえ

なかった。 今後マン島では経済を金融主流からより多様化させて、柔軟な管理体制を

敷き法律家や会計士や、又政府による支援を提供して企業を引きつける目論見だ。 過

去 5 年間で、オンライン賭博の就業者数は 500 増加し平均サラリーは £52,000 で 42,000

人の雇用に至っている。 2 年後にはさらに 30%の増加を予測している。 マン島での

賭博ビジネスにとって最大の魅力は、法人税がゼロで、賭博利益に対する税が 1.5%に

過ぎない（英国では 15%）事だ。 現在マン島では 20 の会社が賭博のライセンスを取

得しており、更に 18 の会社が申請中だ。 マン島政府は、世界規模で企業の誘致活動

をおこなっている。 賭博ライセンスを取得するには£35,000 が必要で、マン島で事業
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体を設立して、現地で幹部を採用し、現地で銀行取引をしなければならないなど厳しい

条件が付いている。（FT.com, 11/02/2009） 

 

（３） スターウッドが、W と St. Regis のスパ売却 

Starwood Hotels & Resorts は、自社所有のスパ会社 Bliss World Holdings を Steiner Leisure

に $100m の現金で売却した。 12 月 31 日迄に取引は完了される予定だ。 Bliss World 

Holdings は、W と St. Regis でスパ展開する Bliss and Remede を所有している。 Bliss and 

Remede のスパとアメニティは W と St. Regis に留まる予定だ。 Bliss は W と St. Regis

のスパ以外に、e-コマース、カタログビジネス及び Bloomingdale’s, Harrods, Harvey 

Nichols, Macy’s, Neiman Marcus, Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Sephora に商品の流通を行

っている。 Steiner Leisure（Bahamas で展開）は 51 のホテルと 126 のクルーズでスパ

を提供している。 そして 2009 年の年初来 9 ヶ月で $27.1m の純利益を生み出したと

報告されている。（travelseekly.com, 11/04/2009） 

 

（４） Hyatt 株上場で$950m 調達 

Hyatt Hotels（シカゴの Pritzker 一族所有）は、懸念を撥ね付けて 1 月 5 日に株式上場し

た結果 $950m を調達した。 ここ数ヶ月上場の動きが勢いずいて来たが、2 社は景気

回復の懸念や投資家の需要への懸念から今週上場を延期した。 既に上場を行った 9 社

のうちの 5社の株価は、上場の予想価格範囲を下回っている。 しかし Hyatt の株価は、

初日に最高予想額である $25 を 12%上回って $28 を付けた。 これはニューヨーク証

券取引所で今年 10 月の Banco Santander の $7bn の二重株式上場に次いで二番目に大き

な上場である（Goldman Sachs）。 しかし 3,800 万株の売却には懸念と批判が湧いてい

る。 先月米国証券取引委員会の報告で、一族間の紛争が運営への支障やビジネスの混

乱を招き、A クラスの普通株の売買に悪影響を与えるのではないかと懸念が示されてい

る。 上場の主目的が Pritzker 一族（415 のホテルチェーンを支配）に資金を調達する

ためであるからだ。 一族は、一族以外の投資家に議決権を与えず、大部分を自分たち

で保有し続けようと計画している。 しかし今週 Hyatt の財務諸表と堅実なバランスシ

ートが発表されると、投資家の疑惑は一掃した。 Hyatt は、$1.3bn の現金を保有して

いることを示したのだ。（wsj.com,11/02-5/2009）（FT.com, 11/06/2009） 

 

（５）ベットオンスポーツ創立者に禁固 4 年 

既に倒産した英国オンライン賭博企業の Betonsports の創立者 Gary Kaplan が、違法なオ

ンライン賭博の営業で 4 年の禁固刑を受けた。 彼は 2007 年 3 月にドミニカで逮捕さ

れ収監されているので、実際の禁固期間は後 1 年となる。 $50m 以上の金が没収され

たが、残る資金はスイスの銀行口座が凍結解除されて Kaplan に戻っている。 罪を認

めている Kaplan 兄弟や姉妹は判決を待っている。 元 CEO David Carruthers の判決は 1
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月 8日に言い渡される。 Kaplanは、2004年の Betonsportsのロンドン証取上場で $100m

の資金を得たと言われている。 この一連の裁判で、米司法省の主要な違法賭博の捜査

の１つが終了する。(FT.com, 11/03/2009) 

 

（６）マカオ賭博収入 記録的な増加 

アナリストの報告によると、10 月のマカオの賭博収入が、記録的な前年同月比 +42%

増の 127 億パタカ（$1.59bn）となった。 9 月との比較では +18%増となる。 中国経

済の回復と 10 月の長期国民祝日（1 日〜8 日）が、この収入増の原因とされている。 マ

カオ賭博市場最大のシェア 30.9%を有する SJM Holdings の、10 月のネット賭博収入は 

+12%増の 38.9 億パタカとなった。 SJM は、マカオの賭博大君 Stanley Ho が支配して

いる。 Las Vegas Sands は、+41%増の 30.5 パタカでシェアを 19.7%から 24.2%に拡大

した。 Wynn Macao は 0.9%増で、シェアは 13.8%から 12.3%に低下した。 

(wsj.com, 11/05/2009) 

マカオ政府とマカオの賭博企業間で合意されたジャンケット（大金賭博顧客をカジノに

紹介する斡旋業者）に対するコミッション規制が、12 月 1 日まで延期されることとな

った。 合意では、ジャンケットへのコミッションを賭け金の 1.25%にキャッピングす

ることになっていた。 規制延期は、賭博業者の 6 社の内 1 社が懸念を表明した為であ

る。 6 社間の亀裂は依然として継続している。(wsj.com, 11/06/2009) 

 

（７）MGM ミラージュ $1.17bn 減損で損失▲$750m 

LAS Strip最大のホテル・カジノ運営業者のMGM Mirageが、第 3四半期決算で▲$750.4m

の損失を計上した。 前年第 3 四半期は +61.3m の利益計上であった。 収入は▲14%

減の $1.53bn であった。 ADR が▲23%低下させて $105 とした結果オキュパンシー

95%が維持できた。 MGM Mirage は、最近 ▲$1.17bn の City Center の減損を実施する

と言っていた。 コンドの価格は▲30%値引きされている。 一方、ライバル企業 Las 

Vegas Sands の第 3 四半期収入は▲26%減、Wynn Resorts の純益は▲33%減少した。 

Las Vegas Convention and Visitors Authorityは、今年 8月までのStripの賭博収入は▲14%、

訪問客数は▲5.8%、客室レートは▲25% それぞれ減少したと言っている。(wsj.com, 

11/06/2009) 

 

（８）チョイスホテル第 3 四半期 減益▲8.7% 

Comfort Innと Econo LodgeホテルのフランチャイザーChoice Hotelsの第 3四半期利益が

前年同期比▲8.7%減益して $32.8m となった。 収入は▲13%減の $166m であった。 

RevPAR は▲16%減、新規米国フランチャイズ契約は▲51%減、ロイヤルティーフィー

収入は▲13% 減であった。(wsj.com, 11/05/2009) 
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（９）ゲンティング、セントーサリゾート 2009 年初めにオープン 

シンガポールで建設している“Resorts World at Sentosa”（S$6.6bn≒1,750 億円プロジェ

クト）を予定よりも早く 2009年 1月初旬にオープンすることとなったとGenting Bhd（マ

レーシア）の CEO Lim Kok Thai が、RM1.6bn（423 億円）にのぼる medium-term notes 

programme の CIMB Investment Bank Bhd と HSBC Bank Malaysia Bhd との署名式で語っ

た。 このリゾートへの訪問者は年間 1,200〜1,300 万人が期待されている。

(channelnewsaisa.com, 11/06/2009) 

 

（10）ウイリアムヒルが 3 億ポンド調達 

William Hill が、初の社債（期間 7 年後イールド 7.25%）発行で 3 億ポンドの資金調達を

計画している。 このブックメーカーは、838.5m ポンドの負債を抱え 2 月に 50m ポン

ド、2011 年の 7 月には 250m ポンドの返済を余儀なくされる。 この社債発行により、

これ等の返済が 2016 年 11 月まで延期されることになる。 この社債発行は、2 月の株

主割当発行 350m ポンドに次ぐ資金調達。(FT.COM, 11/06/2009) 

 

 

 

 

 その他  

 

（１）ベルリンの壁崩壊から 20 年 

 

 

(nytimes.com, 11/08/2009) 
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編集後記  

 

 

 

 

 

＜＜＜許されて良いのか モノポリー・ゲーム＞＞＞ 

 

 

未曾有の世界的経済低迷の影響が、旅行業界にも押し寄せている。 需要の大幅減少に

直面した 各サプライヤーは、供給を削減し価格を引き下げて増え続ける空席や空室を

埋めようと必死になっている。 そして 信用市場の収縮の中で何とか増資や社債を発

行して、減り続ける資金の流動性を梃入れし 景気が回復するまでの 苦しい持久戦を展

開させられている。 

 

➢ 航空業界では、IATA は 世界の航空会社の欠損が 今年▲110 億ドル（約 1 兆円）

になると推定している。 貨客需要の大幅減少で、収入が 2008 年に比して▲800

億ドル（約 7.2 兆円、▲15%）も低下すると予想している。 米国の国内線平均運

賃は、第 2 四半期に過去最大の▲13%低下して $301.26 となった。 これは、過去

11 年間で最低のレベルだ。（米運輸省統計局） 
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2006 年に、英国のヒースロー空港を含む 7 空港を運営管理する BAA Airports を高

度のレバレッジによる 103 億ポンド（約 2 兆 2,500 億円）で買収したスペインのイ

ンフラ グループ Ferrovial は、買収した資産の減損と同時に 巨額の負債の返済の

為にガトウイック空港の売却を余儀なくされた。（為替は、全て買収時点）（BAA

は、英競争監視委員会より空港間の競争促進の為にガトイックを含む 3 空港売却を

命令されている。） 

 

➢ 一方 米ホテル業界では、景気低迷の煽りを受けて 事業運営の主要 3 指標全てが

継続して悪化している。 今年 9 月末までの 9 ヶ月間で、オキュパンシーは 56.6%

に▲9.9%、ADR（average daily rate）は $98.01 に▲9.1%、RevPAR（revenue per available 

rooms）は $55.48 に▲18.1%、それぞれ前年同期よりも低下している。（Smith Travel

調） そして 今年のオキュパンシーは、55%を下回るかも知れないと予測されて

いる。 そうなれば、1971 年と 1933 年のオキュパンシーと等しい最悪のレベルと

なる。 

 

ホテルの株価の急落で、メガリゾートの父と言われている MGM Mirage のオーナー

Kirk Kerkorian（91）は、自己資産を 2006 年の 900 億ドル（約 10 兆 3,500 億円）か

ら 50 億ドル（約 5,000 億円）に 一気に▲90%以上も目減りさせてしまった。 MGM 

ミラージュが 85 億ドル（8,500 億円）をかけて、ドバイワールドと共にやっとこと

で 12 月に開業させるラスベガスの複合カジノリゾートのシティーセンターも、完

成と同時だと言うのに 10 億ドルほどの減損会計を強いられている。 ドバイワー

ルドも、積み重なった大きな負債の返済に追われている。（ドバイ政府は、800 億

ドル≒7.2 兆円以上の負債を抱えていると言われている。） 

 

2007 年の商業用不動産ブームの絶頂期にヒルトンを 260 億ドル（約 3 兆円）で買

収した PE グループ大手のブラックストーンは、負債の返済で資産の売却を含む債

務のリストラを余儀なくされている。 また同時期に ライトストーン グループに 

$80 億ドル（約 9,200 億円）で買収されたエクステンデッド ステーは、資金繰りに

行き詰まり 今年 6 月に破産法保護を申請した。 これが米国におけるホテルの最

大破綻ケースとなった。 

 

2007 年頃のブームの時に、安定的な収入が見込める（即ち 事業運営から継続してキャ

ッシュフローを産み出すことができる）インフラ物件が、有り余っていた資金の格好の

投資対象となった。 投資家たちは、このキャッシュフローをあてにして 安い金利で

調達できた資金を借りまくり 高度のレバレッジでインフラ物件を買い漁った。 今ま

では、決して手を出さなかったカジノまでが投資の対象となった。 貸した金は、証券
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化されて個人投資家にばらまかれた。 

 

それがどうだ。 景気の低迷で、あてにしていた事業運営からキャッシュフローがネガ

ティブとなってしまったのだから、負債の返済資金の捻出に窮してしまうのは当たりま

えだ。 

 

そんな時に、米著名投資家ウォーレン・バフェット（79）が率いる投資会社バークシャ

ー・ハザウェイが、米鉄道会社最大手のバーリントン・ノーザン・サンタフェを 260 億

ドル（2 兆 3,500 億円）で買収した。 彼は、「米国経済に全てを賭けた」と言っている。 

 

こんなモノポリー・ゲーム見たいなマネーゲームの氾濫が許されて良いのだろうか？ 

これ等の内の多くの高いレバレッジの取引では、最後にババを引くのは、商業用不動産

証券（CMBS）やインフラ・ファンドなどの金融商品に購入した個人投資家たちになる

のだから・・・。 （H.U.） 
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