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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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放牧
クイーンズランド州の肉用牛飼養頭数は、オーストラリアの
各州で最も多く、国全体の42%を占めています。オーストラ
リアの肉用牛頭数は世界全体の2%に過ぎませんが、牛肉
輸出額ではオーストラリアは全世界の15.7%を占めていま
す。
クイーンズランド州は、主に2つの生産システムを有してい
ます。州北部は主に牛の繁殖を行っています。北部の牛は
一般にインド原産のボスインディカス種系統の牛であり、3
つの異なる市場に販売されています。すなわち、生体牛輸
出、食肉加工、および肥育システムに入る準備を行う肥育
準備です。
クイーンズランド州南部は土地の生産性が高く、降雨量が
多いため、より集中的な牛生産システムを有しています。牛
の品種は主にボスタウルス種系統の牛です。南部の生産
は、食肉処理および箱詰め部分肉用の牛の肥育を中心とし
たものです。
クイーンズランド州の牛の放牧業界は家族経営の業者が
多数を占めていますが、完全に統合化された法人組織によ
る業務運営を行う企業もいくつか存在します。
 

オーストラリアの畜牛場の 98% は家族経営です。

牛肉生産システムは規模の経済に晒されており、運営の規
模の大きいほど限界費用が低く、その分利益も大きくなり
ます。
農村地域のデットによる資金調達の大半は銀行借入によっ
て行われています（RBA）。農場のデットの主な目的は一位
が 土 地 購 入 で あり、次 に 運 転 資 本 と な っ て い ま す

（ABARES）。運転資本の調達ニーズは、当業界のキャッ
シュフロー特性が不規則であることを反映しています。
クイーンズランド州の牛肉業界のパフォーマンスは自然要
因に大きく左右されますが、降雨量と干ばつが特に重要な
要因です。2014年に発生した長期間にわたる乾期により、
クイーンズランド州の80%が干ばつを宣言しました。この

干ばつとこれに対応する飼養頭数の再建期間には、需要が
供給を上回り牛の価格が過去最高水準に達するなど、牛の
価格に大きな影響が生じました。
繁殖事業では生産性を出産率と死亡率を通じて測定しま
す。一方、肥育準備および肥育ではパフォーマンスを日次
および合計の体重増加で測定します。

フィードロット
フィードロットは、クイーンズランド州の牛肉サプライ
チェーンの重要な構成要素です。
クイーンズランド州で穀物肥育牛の割合が高いことは、牧
草肥育用の高品質な土地が少ないことと他の州に比べて
穀物の入手が容易であることを反映しています。フィード
ロットは統制された環境で行われるため、品質の一貫性が
高まる一方、供給の変動性は低下します。
フィードロットは独立した事業としても運営されますが、繁
殖や食肉処理との組み合わせで統合化された生産システ
ムの主要な構成要素となっている場合も多くみられます。
アジアの中流層の増大による高品質牛肉の需要増加は、
オーストラリアのフィードロット業界の成長と関連していま
す。IBIS World（A0142）によれ ば、当 業 界 は2012年 から
2017年まで年率11.2%の成長を達成しました。

エグゼクティブサマリー
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フィードロットの成功は、穀物価格、干ばつ、肥育素牛の国内
価格のほか、穀物肥育牛の需要や牛肉の国内価格のような
下流要因等多くの要因に左右されます。フィードロットは放
牧生産システムに比べて気候変動の影響を幾分受けにくい
ものの、気候が穀物価格や肥育素牛の供給（肥育素牛は当
業界のコストの60%を占める）に及ぼす影響に晒されます。

食肉処理 
クイーンズランド州はオーストラリアの加工牛肉の50%近
くを占めています。クイーンズランド州の牛肉の食肉処理
施設は主に南東部の沿岸地域に集中していますが、北部の
沿岸にもいくつか存在します。クイーンズランド州の牛肉の
食 肉 処 理 は、JBS Australia、Teys Australia、NH Foods
の3社が主な業者であり、これら3社の合計でクイーンズラ
ンド州の食肉処理市場の65%を占めています。これらの食
肉処理業者は確立されたサプライチェーンを有しており、
海外市場での販売能力を持っています。ハラール認証、米
国農務省（USDA）認証牛肉、中国国家認証認可監督管理
委員会の輸出許可等の輸出認証を確保することで、これら
の食肉処理業者は市場アクセスを拡大することに成功して
います。
Meatengによる最近の報告書によれば、現在、クイーンズ
ランド州の牛肉業界に処理能力の不足は発生していないと
報告されています。

繁殖・放牧 肥育準備 フィードロット
（穀物肥育の
場合）

牧草肥育

輸出用生体牛  

食肉処理
（処理および
パッケージング）

その他の肉製品
（缶詰、冷凍、
インプット）

国内市場 

輸出
生鮮肉

図1：牛肉サプライチェーン
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クイーンズランド州の食肉処理はイノベーションの最前線
にあり、コスト削減および効率性向上を狙いとしたテクノロ
ジーの例としてオートメーション、ロボティクスおよび客観
的枝肉計測の導入が挙げられます。フィードロットと同様
に、食肉処理業者は垂直統合の恩恵を受けます。食肉処理
業者は、フィードロットとの統合により、供給リスクを減らす
とともに品質管理を向上させることができます。
牛肉の食肉処理業界は、フィードロット業界と同様に、牛の
価格変動に大きな影響を受けます。また、供給も食肉処理
業者に影響を及ぼします。牛の供給が逼迫すれば、食肉処
理業者は牛を購入するために高い対価を支払わなければ
ならなくなり、処理量が減少するとともに、固定費が増加す
る可能性が高くなります。

生体牛輸出 
オーストラリアは、これまで常に生体牛の世界最大の輸出
国の一つでした。2014年から2016年まで生体牛の世界
最大の供給国であり、2015年には全世界の需要の4分の
1以上（27.6%）を供給しました（USDA、2018年）。
これらの生体牛輸出の大半（89.2%、2017年）は肥育素牛
と肥育牛が占めます。一方、種雄牛は、輸出数量ベースでは
2017年までの7年間の平均で生体牛輸出全体の11.9%を
占めるに過ぎませんが、輸出額ベースでは同期間中の平均
で同24.8%を占めています。この市場セグメントは、2017
年 のインドネシア向 け輸 出 が 倍 増 するなど（ABARES、
2018年）、近年急成長しています。生体牛輸出の数量は、
2018年に7.1%の成長を達成した後、中期的には横ばい
と予測されています。輸出額も、実質ベースでは横ばいとな
る見込みです（ABARES、2018年）。
2017年のクイーンズランド州の生体牛輸出は、オーストラ
リアの各州および特別地域のうち第三位となっています。ま
た、オーストラリアの生体牛輸出全体の25.2%はタウンズ
ビル、カルンバおよびブリスベンを経由して輸出されてい
ます。また、クイーンズランド州の北西部で成育された牛
は、オーストラリア最大の生体牛輸出ターミナルであるダー
ウィン経由でも輸出されています（ABARES、2018年）。

インフラ
クイーンズランド州の牛肉業界は大規模かつ複雑なインフ
ラネットワークによって支えられています。このネットワーク
は、鉄道、道路、航空輸送および海上輸送を含む輸送イン
フラから構成されています。輸送は生体牛、加工牛および
フィードロットの資料を中心に行われています。
クイーンズランド州の規模および業界内での地理的規模か
らして、輸送インフラおよびサービスは成功の鍵となりま
す。また、牛の競売などを行う市場も牛肉業界のインフラ
ネットワークの重要な構成要素の一つです。こうした市場の
うちの最大のものは、グレースメア、ローマおよびダルビー
にあります。

サポートサービスおよび 
テクノロジー 
オーストラリア産牛肉の需要増加を背景に牛肉業界が拡大
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。こうしたサービスには、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。
牛肉業界に対するサポートは、テクノロジーおよびデジタ
ル関連の進歩を通じてますます拡大しています。牛肉業界
においてテクノロジーは、畜牛場向けの牛が歩いて渡るこ
とによりその体重が測定できる体重計やオートメーション
のような直接的なオペレーションレベルのイノベーション
から、デジタルサプライチェーンやデータ解析のようなより
幅広いサプライチェーンレベルまで活用されています。

サプライチェーンの各工程の 
柔軟性 
クイーンズランド州の生産者、フィードロットおよび食肉処
理業者は、新しい市場トレンドや機会に対応した製品を提
供する一定の柔軟性を発揮しています。各輸出市場には、
食肉処理された牛肉と生体牛の両方の輸入についてそれ
ぞれ無数の規制および仕様があります。生産者の柔軟性、
サポートサービス業者の専門知識、および食肉処理業者の
能力からして、クイーンズランド州は、輸出機会が出現する
都度これに対応していくことができる有利な状況にありま
す。こうした柔軟性は、クイーンズランド州がプレミアム生
産者としての評判を確立する上での礎となっていると同時
に、クイーンズランド州産牛肉が世界中で人気が高い主な
理由の一つでもあります。

品質保証
クイーンズランド州政府および豪州食肉家畜生産事業団

（MLA）のような業界グループは、サプライチェーン全体に
わたって、品質保証（QA）プログラムに多額の投資を行っ
ています。こうした品質保証プログラムは食品の安全およ
び製品のトレーサビリティを重視していますが、動物福祉、
バイオセキュリティおよび環境管理等の分野がこうしたプ
ログラムの開発における重要な要因となっています。これ
らのシステムは、食品の安全に対する予防的アプローチを
生み出すとともに、市場アクセスを維持し、国際市場におけ
るプレミアム輸出者としてのクイーンズランド州のプレミア
ムなレピュテーションを生み出しています（セーフ・フード・
クイーンズランド（Safe Food Queensland））。
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サプライチェーンの各工程の要約

サプライチェーンの各工程 内容

繁殖・放牧 仔牛を産出し、成育させる段階です。遺伝子構成、健康状態、繁殖成績がすべて良好な群
れを編成、管理し、また牧草地の長期的な維持管理を続けることが、繁殖の成功のために
は必要になります。

肥育準備 仔牛にフィードロットもしくは牧草肥育に入るための準備をさせる段階です。豪州食肉家畜
生産事業団（MLA）によれば、肥育準備とは「フィードロットあるいは集約肥育場に入る家
畜をグループ分けし、環境に慣れさせること」とされています。仔牛を一定期間、または規
定体重に達するまで牧草地で成育させます。この段階でも、牧草地の維持管理に加えて、
食餌、給水、栄養分の補給などにより仔牛の健康を管理する業務があります。

牧草肥育 牧草肥育牛は、食肉処理の前に牧草地で肥育されます。フィードロットに相当する段階な
ので、牧草肥育は通常、土壌が比較的肥沃な地域で行なわれます。

フィードロット フィードロットは、食肉処理のために出荷される前に、穀物肥育を行なう場合に用いられま
す。一定期間、または規定体重に達するまで、穀物飼料で牛を肥育します。

食肉処理 牛の解体と食肉処理を行ない、卸売、小売、輸出市場向けに出荷する工程を担います。

農業関連サービス 牛肉業界には、サプライチェーン全体にわたって、牧場エージェントをはじめ獣医師、運輸
業者、遺伝学者、天然資源管理コンサルタント、経営コンサルタントなどの各種サービスが
あります。

農業IT 農業ITは、牛肉サプライチェーン向けに、農畜産業の効果や効率を高めるためのハード
ウェアやソフトウェアを提供する、現在急成長中の産業です。
提供されるソフトウェアには、農作物や家畜に関する正確なデータや、予測分析、サプライ
チェーンや市場の電子化への対応、用地の管理ソフトウェアなどがあります。ハードウェア
としては、スマート灌漑やロボット、ドローンのほか、各種作業をオートメーション化する技
術や、生産量を計測するセンサーなどが開発、提供されています。
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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サプライチェーン」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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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


