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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

電話番号：+61 7 3011 3333
FAX番号：+61 7 3011 3100
ey.com/au
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「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」は、クイーンズランド州農業水産局の代理として
EYが独自に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。本書は、業界における競争優位、需要要因な
らびに国内および国際トレンドに焦点を当て、業界参加者
や投資を検討する投資家向けに、クイーンズランド州の牛
肉業界のバリュープロポジションを探るものです。

クイーンズランド州の競争優位
クイーンズランド州は、品質が高く、安全で信頼できる牛肉
の産地として有名です。当業界は、倫理的に生産された食
品に対する国内および国際的需要を満たすための世界トッ
プクラスの動物福祉を実践しています。当業界は、バイオセ
キュリティと相対的な無病の状態を堅持しています。オース
トラリアは、国際協定の下で自由貿易を追求し、クイーンズ
ランド州の生産者への市場アクセスを拡大しています。こ
の一環として、中国、日本、大韓民国をはじめとする主要貿
易相手国との関係が確立されています。これらの競争優位
に加えて、アジアとは親しい関係にあり地理的にも近接して
いるため、クイーンズランド州は、牛肉の既存市場と新興
市場の両方における今後の需要増加を満たすための有力
な産地となっています。

牛肉消費の世界的トレンド 
オーストラリア産牛肉の需要は、牛肉消費の3つのグロー
バルマクロ要因に影響されます。これらの要因は以下のと
おりです。
• 人口増加：アフリカおよびアジアを中心とした世界的

な人口増加は牛肉需要の増加要因となる。
• 中流層の増大：2030年までに世界の中流層の3分の

2はアジア太平洋地域が占める。

• 都市化の進行：都市化は、輸送選択肢の改善、コール
ドチェーン等のインフラ整備を通じて畜産由来たんぱ
く質の消費を増大させる要因となる。

これらのマクロ要因により、アジアの牛肉消費は2025年ま
でに13%増加し、22.3百万トンに達するものと予測されて
います（BMIリサーチ）。また、オーストラリア産牛肉の需要
は豪ドルの為替レートにも左右されます。

グローバル牛肉市場における 
オーストラリアの地位 
オーストラリアは世界の肉牛頭数のうちの2%を占めるに過
ぎない一方（ABS）、牛肉（子牛肉を含む）の輸出では常に
世界上位3ヶ国に入っています。クイーンズランド州の牛肉
業界はオーストラリア全体の牛肉輸出額の67%を占めま
す。2016年、オーストラリアは牛肉輸出国として、数量ベー
スでは世界第三位でしたが、金額ベースでは世界第一位で
した。これは、オーストラリア産牛肉が他よりも高いプレミ
アムで取引されていること、したがって、プレミアム市場へ
のアクセスを確保していることを示しています。
グローバル牛肉市場は、他の多くの輸出国に左右されま
す。例えば、
• インド：水牛肉の生産増加により、牛肉の安価な代替

品を市場に提供しているが、牛の病気や品質管理の不
備により高価格市場での競争力はない。

• 米国：米国産の肉牛は2012年の干ばつ後の再建段階
にあったが、2018年には牛肉生産が増加するものと
予測されている。

• ブラジル：牛肉生産では世界最大級であるが、食品安
全上の懸念が発生した結果、輸入制限その他の制限が
課されている。

エグゼクティブサマリー
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クイーンズランド州の牛肉業界 
クイーンズランド州は、健全で多様な牛肉業界を有してお
り、その規模はオーストラリアの各州の中で最大です。牛肉
生産は、北部、中部および南部の各システムに分かれてい
ます。これらのシステムは、気候が差が大きいことから、一般
にそれぞれ異なる管理方法および品種を用いています。 
クイーンズランド州の肉牛は、現在、2014年～2016年の
価格高騰と深刻な干ばつにより引き起こされた大幅な規模
縮小後の再建段階にあります。この長期間にわたった干ば
つにより、これまで牛肉業界は成長段階に入ることができ
ませんでした。
クイーンズランド州の食肉処理業界には、デジタルイノ
ベーションおよびデータ解析を活用して生産水準の予測を
改善するとともにサプライチェーンに沿った情報伝達を強
化する機会に恵まれています。これにより、食肉処理業者
は、処理量の予測精度を高めることができるとともに、生産
者と連携してより効率的かつ効果的に業務のスケジュール
管理を行うことができるようになるでしょう。クイーンズラン
ド州の現在の食肉処理能力は、業界の循環的な性質に対
応しつつ予測数量を十分に満たすことができます。
クイーンズランド州のインフラは広範囲に整備されており、
州全体で牛の輸送を効果的に行うことができます。一部の
地域では道路規制により重量やトラックの種類に制限が課
されるものの、広範囲かつ高度な道路システムが整備され
ており、タイプ1、タイプ2およびBダブルのネットワークが
当部沿岸および主要内陸路を結んでいます。
また、牛の効果的な輸送における経験が豊富で、動物福祉
基準の下で業務を運営する家畜トラック輸送業者が多数存
在します。牛の道路輸送業界は、「トラックケア」と呼ばれる
品質管理システムを利用しています。このプログラムは、動
物福祉、食肉の安全性、トレーサビリティ、労働衛生・安全

（OH&S）およびバイオセキュリティリスクへの対応を含ん
でいます。

このネットワーク上で提供されるサービスには補助金が支
給されています。この取組みは、重量物輸送の削減を通じ
た道路の安全性向上に貢献するとともに、トラック輸送に
対する代替手段やより環境対応性の高い輸送方法を提供
するものです。
オーストラリア産牛肉の需要増加によって牛肉業界が拡大
するに従って、そのサポートを提供するサービス業界も拡
大します。牛肉業界をサポートするサービスには、輸送サー
ビス、農学、経営サポート、ブランディング、アシュアランス、
アドバイザリーサービス等が含まれます。

テクノロジー 
テクノロジーは、牛肉生産者にとって、生産性および価値に
関する重要な要因の一つです。革新的なソリューションの
開発や商業化へのサポートは、業界の持続性、生産性およ
び価値を強化するために必要不可欠です。大学およびオー
ストラリア連邦価額産業研究機構（CSIRO）は、生産される
牛肉の品質および一貫性向上のためのソリューションの調
査・研究や開発、業務の労働強度および投入強度の削減に
積極的な役割を果たしてきました。これらのソリューション
の例としては、胚移植、遺伝子マッピング、牛の栄養分補給
の改善が挙げられます。これらのテクノロジーを活用するこ
とで、クイーンズランド州は牛肉生産のコストを削減するこ
とができます。しかしながら、労務費等の要因の違いによ
り、食肉処理やフィードロットのコストは海外との比較にお
いて優位ではありません。これは、クイーンズランド州が価
格プレミアムを達成しつつ生産コストの競争力を維持する
ためには、テクノロジーの進化、調査・研究および革新に
おける最前線に留まる必要があることを意味します。新た
なテクノロジーの活用は、エンドツーエンドのサプライ
チェーンの透明性および農場から食卓までの製品のトレー
サビリティを向上させるためには不可欠です。
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「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」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

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
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

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


