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80

たしかに、Ｍ＆Ａの活用を中期経営計
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（図表２）
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出所：デロイト トーマツ コンサルティング『M&A 経験企業にみるM&A 実態調査』（2013 年）

50％
40％
30％
20％
10％
0％

からなのである。
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＊2 M&A 非成功率 ：M&Aの目標達成度を40% 以下と回答した企業の割合
出所：デロイト トーマツ コンサルティング『M&A 経験企業にみるM&A 実態調査』（2013 年）
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図表1 Ｍ＆Ａの目標達成度（２０１３年）
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。
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図表3 買収時のＥＢＩＴＤＡ倍率比較
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グローバル企業

手であるかを、シナジーによるリターン

※過去5年間の1億ドル以上の案件のEBITDA倍率の中央値
出所：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
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コンプライアンスが未成熟の部
分をフォロー
●資金調達と買収対象からのキャッ

●財務の観点からモニタリング、

められます。ファンドが絡む案件であれ
ば、投資の組成にもしたたかさが大切で

向上も大きな課題だ。デュー・ディリジ

ていくためには、ＣＦＯの戦略的能力の

「事業の村」を買収対象にするケースが

ットワーク・リレーションシップという

一方、アジア型のＭ＆Ａでは、主にネ

す」
（福島氏）
。

ェンスの深化にしても、買収シナジーを

成していない事業だからこそ親会社と協

多く、それはいまだ完成されていない事

公認会計士でもある福島氏は、みずか
調して事業価値を高めて成長することが

高めるためのＫＰＩにしても、ＣＦＯを

らの体験などを基に、Ｍ＆Ａの類型の違
重要になり、そのためにＰＭＩの重要度

業を自己資金で買収することになる。完

いによるＣＦＯの役割の違いをまとめて

アジア型Ｍ＆Ａでは、
「ＣＦＯはオペ

は増す。買収価額は少額で減損リスクは

欧米型のＭ＆Ａは主に「機能」
（ファ
レーターとスチュワードシップ（管理

いる（図表４）
。Ｍ＆Ａを行う事業や地

ンクション）を買収するケースが多い。
者）としての役割が増します。そもそも

小さいが、財務情報の信頼性も含めて案

すでに完成された事業なので買収価額は
管理会計や財務会計、内部統制、コンプ

域などよって類型はさまざまだが、あえ

高くなりがちで、それだけ買収企業には
ライアンスが未成熟な企業をフォローす

件の目利きが重要になる。

減損リスクがつきまとう。買収後の事業
るのですから、当然ではあるのですが」

て「欧米型」と「アジア型」に分類。

のモニタリングは必須の作業になる。

一重のところで競わせている。その微妙

終的に売り先を２～３社に絞り込み、紙

リングや減損リスクの管理能力などが求

管理能力、業務運営の観点からはモニタ

と被買収企業からのキャッシュフローの

を判断する目利き力、財務では資金調達

には、高値づかみをしていないかどうか

リストとしての役割が増します。具体的

ＦＯの役割は、
「ストラテジストとカタ

Ｍ＆Ａは、交渉の秘密保持などのため

ネジャー・クラスについても当てはまる。

けのことではなく、ＣＦＯやシニア・マ

法は、銀行融資だけではない。みずから

えば、Ｍ＆Ａを決断する際の資金調達手

ャッシュもわかるＣＦＯ」である。たと

表現すれば、
「事業も機能も、そしてキ

成にも力が注がれている。それを一言で

ショナルの一員としてのＣＦＯの能力育

アメリカでは、ビジネス・プロフェッ

（福島氏）
。

なさじ加減を知る交渉者は、逆に買収す

に交渉内容の詳細は、後にならなければ

こうしたことから欧米型Ｍ＆ＡでのＣ

る側になっても勘所を知るというのであ

社内にも告げられない。つまりＭ＆Ａが

社事業をＭ＆Ａで売却して資金を確保す
るという選択肢もある。

出所：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー『日・米・欧のM&Aベストプラクティス調査』

ファンドを探してくる、もっと言えば自

Ｍ＆Ａのアドバイザーたちが異口同音

る。これはＣＦＯに求められる能力であ

こうした課題を解消できるのが、専任

に語るのが、
「事業売却を経験した人は、

に発揮されていない場合は、あたかも

部署や専任スタッフの育成だ。実際、被

もたらす事業の変革力や、その交渉の過

「経営戦略（資産）／相乗効果未創出（負

買収企業の発掘から買収後の経営モニタ

して直接経営に関わるなど一貫して取り
組んだ人物がいるケースでは、Ｍ＆Ａは
非常に成功している。
田村氏は、
「権限を委譲され、Ｍ＆Ａ

への関わりを通して組織内に機動的な意

もう一つ忘れてならないのが、
「Ｍ＆Ａ

に達成できるようになります。オーナー

の交渉はきわめて望ましい結果を効果的

得してくる』という人がいると、Ｍ＆Ａ

のさまざまな局面で『自分がトップを説

思決定の仕組みを創ることのできる人材

Ｍ＆Ａ専門家の存在が、買収企業の事業

シップとアカウンタビリティを備えた
デロイト トーマツの『日・米・欧の

生き残りを賭けたクロスボーダーＭ＆

の組織変革に大きな影響を及ぼします」

関係と共通理解がＭ＆Ａディールの成功

Ａは、日本企業にとって新たな経営力の

Ｍ＆Ａベストプラクティス調査』によれ

に欠かせない重要なポイントだと指摘し

獲得に向けた挑戦になっている。

と期待をかけている。

ている（図表５）
。これはトップ同士だ

ば、日米欧とも、買い手と売り手の信頼

の養成」である。

ＣＦＯの戦略的な能力の育成とともに、

権限を持ち
Ｍ＆Ａを一気通貫で
指揮できる人材を育てる

」といった仕訳が立ってしまうので
債）

り、貸借対照表の仕訳式風に書けば「経

買収交渉も上手」だ。売る立場では、最

目標を早期に設定したこと
PMI戦略の策定

リング、さらには被買収企業のトップと

程で学ぶことのできる組織の課題などは、

効果的なコミュニケーション
長期的な業績目標の設定

適切なリーダーの選定
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ある。
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」とい

出所：デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー

すぐには全社的な課題へと展開しづらい

減損リスクの管理

う一項が立たなければならない。経営戦

シュフローの管理

難がある。

●高値づかみをしていないかどう

略の実行に当たってＣＦＯの能力が十分

か判断できる目

0％
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47％
ヨーロッパ

67％
47％
アメリカ

47％

抜きにはありえないからである。

３つの戦略性を備えるべきＣＦＯへの期待
Ｍ＆Ａの類型の違いを
超えて発揮されるべき
ＣＦＯの能力
日本企業がクロスボーダーＭ＆Ａの知
見を深め、みずからの事業変革につなげ

機能
（Function）

27％

アジア型
欧米型
項目

●管理会計、財務会計、内部統制、

1. 買収対象

87％
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図表4 地域別クロスボーダーＭ＆ＡにおけるＣＦＯの役割
図表5 直近のＭ＆Ａを成功させた要因（複数回答）
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1985年ミノルタカメラ入社。2000年Minolta QMS副社
長、2011年コニカミノルタビジネスソリューションズヨーロッ
パ社長、2012年コニカミノルタビジネステクノロジーズ取
締役、2013年コニカミノルタ執行役などを経て、2014年
より現職。

戦略的Ｍ＆ＡとＣＦＯの役割

コニカミノルタは、グローバル企業のマーケティング活動に関わる付加価
値の高い印刷物の企画・制作などを支援するＭＰＭ(marketing print
management）サービス会社のＭ＆Ａをイギリスとオーストラリアで実施し、
そのサービス展開をグローバルで進めている。欧州現地法人トップとして、
２０１２年にＭＰＭサービス大手、英・チャーターハウスのＭ＆Ａを手掛け
た経験を持つ、コニカミノルタ常務執行役の大須賀健氏に、同社のＭ＆
Ａ戦略やＣＦＯの役割について聞いた。

営計画「ＴＲＡＮＳＦＯＲＭ ２０１６」

目的は、当社のグローバル競争力を強化
目指すＭ＆Ａでは、何がポイントになり

戦略を実現するために必要な能力獲得を

サービス・ノウハウを獲得しました。

するために、必要な能力を早急に獲得す
ますか。

を実現する重要な手段の一つです。その

ることにあります。

で、特にライトからミドル規模のプロダ

業の社内印刷や商業印刷向け）機器の領域

Ｐ）や、プロダクション・プリント（企

ージ、出力までカバーする複合機（ＭＦ

スキャンなどの入力からデータのストレ

階から戦略との整合性を検討します。タ

ＭＩのために、当社はターゲティング段

プロセスは序章にすぎません。円滑なＰ

を選定するターゲティングや、Ｍ＆Ａの

とシナジーの創出が大切です。対象企業

やはり、ＰＭＩ（合併・買収後の統合）

当社はこれまで、オフィス分野向けの、

クション・プリント領域で世界トップ・

果も当然検討しますが、こちらの戦略に

ーゲティングでは、買収価格や費用対効

プロダクション・プリント領域では利
最も合致している相手であるかどうかを

クラスの地位を築いてきました。

便性や環境負荷低減の観点から、主流の
見ています。

Ｍ＆Ａでは、当初想定したシナジーを得

キーマンの取り込みが
Ｍ＆Ａ成否のカギ

オフセット印刷機からデジタル印刷機へ
の置き換えや併用が顕在化しています。
この動きをさらに促進するには、当社
の従来のお客様である印刷会社だけでな

用ツールの印刷発注の主体である、ブラ
られない会社も多いようですが。

く、製品カタログや店頭ＰＯＰなど販促

ンド・オーナーと呼ばれる大手企業に働

プロセスの早い時期に、ＭＤ（マネージ

チャーターハウスの買収では、Ｍ＆Ａ

築けるかどうかがＰＭＩの難しさであり、

にタッグを組んでいくための信頼関係を

は、その後に不安も抱えています。一緒

ですが、売られる企業に属するメンバー

売り手側企業の株主は、売却して終わり

大須賀（以下略）
：Ｍ＆Ａは、新中期経

います。経営戦略において、Ｍ＆Ａをど

グローバルなＭ＆Ａを積極的に展開して

や販促効果の最適化に貢献しています。

高い出力品質を保ちながら、コスト削減

促ツールの発注を行い、色の管理などで

高品位なマーケティング印刷物などの販

そこの社員のようにして入り込んでおり、

アント企業のマーケティング部門などに、

す。チャーターハウスの社員は、クライ

目的はおおむね達成できたと思っていま

買収から２年余になりますが、当初の

チャーターハウスを買収し、この接点と

に欧州でＭＰＭサービス事業を展開する

ていません。そこで、イギリスをベース

わるマーケティング部門との接点を持っ

かし当社は、大手企業の販促物印刷に関

がですか。

Ｍ＆Ａ実行の体制とＣＦＯの役割はいか

ています。

面だけでなく、サービスの奥行きも広げ

ジメント・サービスの事業会社も買収し、

ケティングに強いマーケティング・マネ

志向の高まりに応じて、デジタル・マー

また、クロスメディア・マーケティング

エルゴを買収し、面の拡大を図りました。

取り込めるかどうかが非常に重要です。

りません。買収先のキーマンをきちんと

部分というのは、なかなか思い通りにな

澄ましてＰＭＩを進めても、生身の人の

最適なターゲットを選び、戦略を研ぎ

きかけることが効果的と考えました。し

、社
ング・ディレクター：ＣＥＯに相当）

ブランド・オーナー企業側に入り込めた

おもしろさでもあります。

う位置づけていますか。

外ボードと私の３人で約３時間、戦略議

ことは、当社の印刷機器販売に好影響を

その後の順調なＰＭＩにつながったと思
います。

商業印刷会社も数多く含まれ、新たなビ

てあまり開拓できていなかった大規模な

そのなかには、当社がこれまで販路とし

会社と接点を深く持つことができました。

ーターハウスのサプライヤーである印刷

印刷需要の創出に関わることで、チャ

として在籍していて、専門的知見を提供

国内だけではなく海外拠点にもメンバー

アドバイザリー・ファームの出身者らが

専門チームがあります。このチームは、

それをサポートするインハウスのＭ＆Ａ

やＰＭＩの実行を担いますが、当社には、

一方、ＣＦＯの役割は、投資案件とし

しています。
クライアントであるグローバル企業との

を示し、アクセルを踏む存在。ＣＦＯは

ての妥当性を評価し、買収資金のファイ

チャーターハウスの買収により、まず

ゴールに向かって一緒にアクセルを踏み

関係を深めることは、オフィス向けＭＦ

欧州でシナジーを創出しました。これを

ながら、必要な時にはブレーキも踏みつ

ナンスを行うことです。ＣＥＯはビジョ

きっかけに、２０１４年にはオーストラ

つ最適解に導くことが求められると思っ

Ｐソリューション販売にもプラスとなり

リアをベースにアジア太平洋地域９カ国

ています。

ンを描き、夢を与えて、明らかなゴール

に展開する、同じＭＰＭサービス会社の

ます。

ジネス展開に結びついています。また、

Ｍ＆Ａでは、担当する事業部門が交渉

論をしました。そこで、本音の話をして、

大須賀 健
もたらしています。

コニカミノルタ
常務執行役

互いの人となりを理解し合えたことが、

印刷物発注者との
接点をＭ＆Ａで獲得

経営計画の実現に向けて
必要な能力を獲得

