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公表にあたってのお知らせ
EYは、クイーンズランド州農業水産局（以下「DAF」）の指示により、2018年3月27日付の合意（以下「合意」）に基づいて「クイーンズランド州の牛肉サ
プライチェーンに関する投資概況」について一連のドキュメントを作成しました。
添付の報告書は、別途公表されるより詳細な報告書（以下「本報告書」）を要約したもの（以下「エグゼクティブサマリー」）です。本エグゼクティブサマリー
は、DAFからの依頼により独立の文書として公表されるものであり、日本語に翻訳されています。本エグゼクティブサマリーは、詳細報告書の内容のうち
の重要な側面のみを記載しています。したがって、対象トピックについての文脈と内容を完全に理解するためには、詳細報告書を読まなければなりませ
ん。本エグゼクティブサマリーの内容が詳細報告書の内容よりも重要性が高いというわけではありませんので、 本エグゼクティブサマリーと詳細報告書
の内容に矛盾がある場合、詳細報告書の内容が優先します。
EYの業務の成果物は6つの報告書としてまとめられました。本エグゼクティブサマリーはEYがDAFのために作成したものであり、DAFにとっての利益の
みを考慮にいれています。本エグゼクティブサマリーにある見解は、デスクリサーチおよびEY独自の当該テーマに関する調査・分析に基づいています。
EYが他のDAF以外の当事者に対して助言を与えるような行為は契約になく、また実際に行なってもいません。
したがってEYは、他のDAF以外の当事者の目的のために、本エグゼクティブサマリーの内容の適切性、正確性、完全性を表明することは一切ありません。
本エグゼクティブサマリーは、当該産業に関する現時点での情報を伝える目的（以下「目的」）で使用されます。本報告書はDAFの指示に従って、その目
的のためにのみ作成されたものであり、DAF以外の者が、それ以外の目的のために使用したり、依拠することはできません。
EYの業務の成果は、エグゼクティブサマリーの作成段階で用いた仮定や但し書を含め、2018年6月27日付の報告書で発表されます。本報告書はその
適用範囲や制約も含め、完全な形で読まれなければなりません。本報告書の一部に対する言及は、本報告書全体への言及と見なされます。EYの作業は
2018年4月2日に開始し、2018年6月27日に終了しました。本報告書作成のためのデータ収集自体は2018年5月7日に終了しています。したがって、同
日以降に生じた事象や状況について、本報告書では考慮されていません。またEYは、それらの事象や状況に応じて本報告書を更新する義務を一切負い
ません。
DAFを除く全ての者（以下「第三者」）は、いかなる目的においても、本エグゼクティブサマリーまたは本報告書の内容に依拠してはなりません。また、第
三者が本エグゼクティブサマリーの写しを入手した場合、本エグゼクティブサマリーが関係する問題や、記載の内容、さらに、本エグゼクティブサマリー
あるいはその内容が原因となっている、または関係している、または何らかの意味でつながりのあるすべての事柄については、第三者自ら調査を行い、
その結果に依拠しなければなりません。
アーンスト・アンド・ヤング（EY）は、第三者が被る可能性のある損害や負担、つまり、本エグゼクティブサマリーの内容や、その第三者への提供、あるい
は第三者が本エグゼクティブサマリーを信頼することが原因となっている、または関係している、または何らかの意味でつながりのあるすべての損害や
負担について、一切の責任を負わないものとします。
本エグゼクティブサマリーの内容や、その第三者への提供が原因となっている、またはそれらとつながりのある請求や要求、措置や手続きは一切、EYに
対して行なわれないものとします。EYは、そのような請求・要求・措置・手続きから、永久に解放され、自由であるものとします。
EYは本報告書を作成するにあたり、DAFと協力し、DAFと業界関係者により提供された情報に依拠しました。私たちは、提供されたいかなる情報につい
ても監査またはデューデリジェンスの手続きをとったことを暗黙に示唆してはおらず、またそのように解釈してはなりません。私たちはそうした情報を独
自に確認したことはなく、独自に確認する責任を受け入れたこともなく、さらにそうした情報の正確さや完全性について一切の表明を行いません。私たち
は、上記のように提供された調査や分析、または情報に読者が依拠したことによって発生する損失や損害について一切の責任を負いません。また、EYと
そのすべてのメンバーや従業員は、利用したさまざまな情報源から得た情報が不正確であったことに起因する本エグゼクティブサマリー中の誤りについ
て、何人に対してもいかなる意味でも一切の責任を負いません。
改めて強調したいことは、本エグゼクティブサマリーは読者に今後の行動について助言をしたり、何かを勧めたりするものではないということです。本エ
グゼクティブサマリーに含まれる各マテリアルは、EYのロゴマークも含め、著作権のあるものであり、本エグゼクティブサマリーの場合、その著作権その
ものがDAFに帰属しています。本エグゼクティブサマリーは、「Ernst & Young（アーンスト・アンド・ヤング）」のロゴマークを含め、EYからあらかじめ書
面で許可を得ない限り、変更を加えることはできません。
EYの責任の範囲は専門職基準法で認可されたスキームに沿って限定されています。
情報を得るために使われた情報源（EYはこの情報源に基づき分析から一定の結論や視点を導き出し、本ガイドに記載しております）は、主なものを本報
告書の参考資料の部に挙げてあります。

クイーンズランド州農業水産局からのメッセージ

「当局は、可能な限り幅広い読者を対象として情報提供を行うことを方針
としており、その内容について継続的に改善を行っています。本書によって
ニーズが満たされなかった読者は、13 25 23宛てにご連絡の上、支援
を求めてください。」

Ernst & Young Australia Operations Pty Limited 
111 Eagle Street
Brisbane  QLD  4000 Australia
GPO Box 7878 Brisbane  QLD  4001

電電電電電電話番号：+61 7 3011 3333
FAX番号：+61 7 3011 3100
ey.com/au

エグゼクティブサマリー
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生体牛輸出
オーストラリアの生体牛輸出は2014年にピークを打ちまし
たが、それ以降は供給の逼迫、肉用牛の価格の高騰および

（オーストラリアの最大の生体牛輸出市場である）インドネ
シア向け輸出におけるインド産水牛肉との競争激化が原因
で 減 少しています。これらの 生 体 牛 輸 出 の 大 半（89%、
2017年（ABS））は肥育素牛と肥育牛が占めます。オーストラ
リア産種雄牛の生体牛輸出の主要市場は中国ですが、最近
はインドネシア向けの輸出も増加しています。生体牛輸出
は、短期的に成長が見込まれるものの、その後は横ばいで
推移するものと予想されます。

肉用牛のパフォーマンスおよび 
トレンド
肉用牛の価格は、需要増加と飼養頭数が史上最低水準まで
減少したことを背景に、2016年にピークを打ちました。その
後価格は下落したものの、依然として長期平均水準を大幅
に上回る水準にとどまっています。肉用牛の価格は、国内の
飼養頭数の再建に伴って短期的に下落することが予想され
ます。しかしながら、中長期的には、世界的な需要増加を背
景に、価格は長期平均水準を上回る水準にとどまるでしょう。

牛肉の需要
オーストラリア産牛肉および各牛肉製品の需要は継続的に
発展・拡大しています。その要因は以下のとおりです。
• 消費者の嗜好、富および人口動態の変化ならびに求めら

れる牛肉の量および種類への社会経済的影響
• 消費者の価値観、味覚および嗜好の異なる様々な輸出先

の拡大に伴う、求められる部分肉の種類の変化 
• 健康とウエルネス、サステナビリティ、動物福祉および利

便性に対する価値評価を高める社会的変化による、食肉
の質、栄養価および食品の安全性（トレーサビリティおよ
び出所を含む）の重要性の増大

消費者の嗜好が変化したため、時の経過とともにオーストラ
リア産牛肉製品の需要にも変化が生じました。これには、新
市場、市場セグメントおよび食事の種類の変化に基づいて、
求められる牛肉の部位も変化したことも含まれます。新製品
や異なる製品の提供の例として、レトルト食品、一人分の食
事用の製品等が挙げられますが、フードサービス業界の重
要性が高まったことも、求められる牛肉の部位が変化したこ
との一因です。

オーストラリアの
輸出先別生体
牛輸出

2017年
頭数

インドネシア ベトナム 日本 韓国

514,390 169,180 15,284 177,912

合計
876,766

輸出量の分析は、欧州および中東を含む穀物肥育牛肉の輸
出が拡大し、中国、フィリピンおよびマレーシアにおけるオー
ストラリア産の牧草肥育牛肉に対する需要が増大したことを
示しており、こうした変化がオーストラリア産のより高級な部
分肉の輸出の増大につながったことが判明しました（図1）。
オーストラリアの牛肉輸出は、大規模な米国向け製造用牛
肉輸出に支えられています。国内での需要の変化は、プレミ
アム製品、出所の重視、消費パターンの変化および農場直
送製品の重視がその要因となってきました。
こうした需要の増加は中期的に継続する可能性が高いもの
と予想されますが、今後は他の主要輸出国との競争も激化
するでしょう。オーストラリアのレピュテーションおよびブラ
ンド開発が、プレミアム牛肉市場における競争の鍵となるで
しょう。

クイーンズランド州産牛肉の将来
消費者の倫理および環境に関する意識が高まり、製品の出
所が重視されるようになった市場において、オーストラリア
のバイオセキュリティ、動物福祉および製品の健全性に関す
る現在の基準は、同国がニッチ製品とブランド開発を通じて
プレミアム市場を狙っていく上で有利となるでしょう。飼養
頭数の再建状況、為替レートの安定性および既存の強固な
貿易関係からして、クイーンズランド州産牛肉の生産および
輸出の将来展望は有望であると言えます。
クイーンズランド州の牛肉生産の将来展望に影響する要因
のより詳しい情報については、本報告書シリーズの別巻であ
る「クイーンズランド州の牛肉サプライチェーンに関する戦
略の核心」を参照してください。

ニッチプレミアム牛肉製品
消費者の需要の変化に乗じ、牛肉製品の付加価値を高める
ために、オーストラリアでは多くのニッチ市場が開拓されて
います。これらは、飼料および品種に固有の牛肉特性に基
づいています。差別化された製品を、ニッチ製品の提供を支
える基礎であるブランドを支えるために利用するケースが増
えています。ニッチ市場は、環境意識の高まり、安全性に関
する懸念、食料品との関連、優れた品質およびその他の 
一連の特性を含む消費者の嗜好に応えるものです。ニッチ
市場の評価は、オーガニック認証のような製品コンプライア
ンスや一連の認証、出所証明および出所ストーリーを組み
込んだブランド開発を通じて行うことができます。

エグゼクティブサマリー

本報告書は、コモディティ牛肉製品、ニッチプレミアム牛肉製品および生体牛に
おける現在進行中のトレンドおよび予測されるトレンドを分析するものです。

図1：2012年～2016年の牛肉輸出額（米ドル）
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出所：国連商品貿易統計データベース

出所：ABS
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ルース・アーチョウ
パートナー
経済、法規制、政策担当

+61 3 9288 8000 
ruth.ahchow@au.ey.com

ウェイド・ハンセン
パートナー
アシュアランス担当
オセアニア アグリビジネスリーダー
+61 7 3011 3333
wade.hansen@au.ey.com

アンガス・ブラックウッド
パートナー
投資顧問サービス

+61 7 3011 3333
angus.blackwood@au.ey.com

「クイーンズランド州の牛肉製品の将来展望」は、 
クイーンズランド州農業水産局の代理としてEYが 
作成した一連のドキュメント「クイーンズランド州の
牛肉サプライチェーンに関する投資概況」を構成す
る一冊です。このドキュメントシリーズは、クイーンズ
ランド州の牛肉産業にある、または生まれつつある
投資機会を紹介しています。シリーズの構成：

• クイーンズランド州の牛肉サプライチェーンに 
関する戦略の核心

• クイーンズランド州の牛肉サプライチェーン
• クイーンズランド州の牛肉製品の将来展望
• クイーンズランド州の牛肉サプライチェーンに 

関する投資分析
• クイーンズランド州の牛肉サプライチェーンに 

関する投資家向けガイド
• クイーンズランド州の牛肉生産者向け 

投資ガイド
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクション及びアドバイザリーサービスの分
野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、
世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさまざまなス
テークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出していきま
す。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い
世界の構築に貢献します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネット 
ワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファーム
は法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド
は、英国の保証有限責任会社であり、クライアントサービスは提供していません。
EYのネットワークの詳細については、ey.comをご覧ください。

© 2018 EYGM Limited. 
All Rights Reserved. 

ED None

EYは商標登録されています。本報告書は、クイーンズランド州農業水産局が一般的な情報収集に活用する
用途が想定されており、2018年3月27日に締結された業務委託契約書の条件に沿って会計、税務をはじめと
する各分野の専門家が行なうアドバイスとして依拠することを想定したものではありません。私たちの報告
書や、それを第三者に提供されることや、その人がそれに依拠したことが原因となったり、関わったり、何ら
かの形でつながったりして起こりうるあらゆる損失や負担について、私たちは誰に対してもいかなる責任を
負わないものとします。責任の範囲は専門職基準法で認可されたスキームに沿って限定されています。

ey.com


