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戦略がアプローチを決める。

案件に求める価値により、全般的アプロー

チと事業のどの部分を統合するかを決める

必要があります。たとえば、オペレーション

におけるコスト削減のシナジー創出とフロン

トオフィス機能の重複解消を目的とした事業

面で似通った国内資産運用会社同士の案

件と、販売を通じた収益のシナジーが重視

される地理的または事業的な多様性がある

資産運用会社同士のクロスボーダー案件と

では、業界の通念上統合における優先課題

は異なります。

最も解決が難しいのは文化。

クロスボーダー、上場／非上場企業、大企

業／中小企業の組み合わせには大きなリ

スクがあり、投資哲学や文化の違いによっ

て問題がさらに深刻になることが多々ありま

す。統合では、共通の行動様式と事業の進

め方を育むような合併後の文化の創生を目

指す必要があります。

人材維持は重要なリスク領域。

独自のテクノロジー、市場優位性、ブランド

力を頼りにできる企業もありますが、ウェル

ス・マネジメント会社や資産運用会社は人

材に依存しており、しかも、その人材は退職

する可能性があります。中核人材を維持す

るには、早期の働きかけ、明確なコミュニ

ケーション戦略、事業と文化の断絶期間を

最小限にすることが必要です。

統合は広範に管理する必要がある。

通常業務は合併のストレスにより打撃を受

けやすいため、強固なガバナンス体制と各

業務ライン人的許容能力のレビューが不可

欠です。また、適切にリソースが配置された

統合管理オフィス（IMO）を設置するべきです。 

テクノロジーの統合が案件成功の鍵。

複数のシステムの運用にはコストがかかり

ますが、システム移行は統合リスクを大幅

に高めます。また、ウェルス・マネジメント会

社や資産運用会社は、安定した運営と段階

的な変化に慣れています。そのため、シス

テム統合では、多くの場合、ビジネスユー

ザーが慣れている使用感を再現した統合的

なユーザーエクスペリエンスの実現が追加

的課題となります。可能であれば、契約前

に業務プラットフォームに関して合意する必

要があります。また、少なくとも地域内で

は、コストと複雑性を減らすために、可能な

限り外注先を1つに絞る必要があります。

シナジー目標は曖昧すぎることが多い。

具体的かつ定量的なシナジー目標と進捗

管理プロセスを備えた詳細な統合計画が不

可欠です。たとえば、会社の経営幹部およ

びアウトソーシング企業との対話により、統

合コストの影響について理解する上で、彼ら

が重要で大きな役割を担っており、これを注

意深く理解し確認していく必要があることが

明らかになりました。

要約
目標とする価値創造に向けた統合の旅は刺激的ですが、多く

のウェルス・マネジメント会社や資産運用会社が自らの苦い経

験と株主への負担を通して学び続けているように、過小評価

すると実現が難しくなります。

次のM&Aに備えて統合のための重要な成功要因を以下に挙

げます。
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これらのテーマが結び付き、企業が収益の

持続的かつ自律的な成長を株主に提供す

ることを一層難しくしています。こうした状況

を受け、市場は非自律的要因により規模の

拡大と能力の改善を目指すようになってお

り、M&Aも増加しています。 

M&Aにより迅速かつ効果的に優れたもの

を新たに生み出す機会が、必ずしも予想外

の危機や計画外のコストを招き、経営陣の

大きな関与を必要とするわけではありませ

ん。しかし、こうした状況に陥ることは頻繁

にあります。

なぜでしょうか？このセクターの企業は多く

の場合中規模で、M&Aや変革の専任リ

ソースを持っていません。フロントオフィス

業務は、優秀な個人に負うところが多く、彼

らは独立的であり、多額の報酬を得る流動

性が高い人材です。更に統合が難しいこと

で有名なITシステムを利用し、その顧客は

通常業務が混乱すると大きな影響を受けま

す。こうした特徴は、買収企業が早期に明

確かつ実行可能なビジョンを設定しなけれ

ば、障害になる可能性があります。

この記事は、ケーシー・カークが今年公表し

た「More Perfect Unions: Integrating to 
Add Value in Asset Management M&A」を

元に作成されました1。このレポートでは、セ

クターの参加者が統合の課題にどのように

向き合い、結果として何を学んだかについ

て、実際且つ実践的な経験が紹介されてい

ます。

1. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
us/Documents/financial services/us integrating
to add-value-in-industry-m-and-a.pdf

新たなテクノロジーを活用し、ディスラプションに備え、

コスト効率を高めることが必須

ビジネスのあらゆる側面における新たな規制圧力

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ウェルス・マネジメント、資産運用セクターは、重大な変化

の真っただ中にいます。すべての会社が直面している重

要テーマは6つあり、課題と機会の両方をもたらしています。

確定給付から確定拠出への長期的資産移行と、アジア市場

での富の増加

先進国全体においてリスクフリーレートの実質リターンが構造

的に低下することで市場がさらに不透明になる中での、貯蓄と

投資の成果の差別化

競争激化と透明性向上による、一部の資産クラスとバリュー

チェーンでの報酬の引き下げ圧力

一層の垂直ビジネスモデルの発展と、商品開発から販売までの

統合

M&Aによる統合のやり方～ウェルネス・マネジメント会社および資産運用会社向け手引書 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
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出発点：戦略がアプローチを決める

案件に何を求めるかを明確にすることが全

てのM&A成功の基本です。 

案件の戦略的根拠と投資テーマ（期待する

リターンと財務効果を含む）は、対象企業を

どのように統合するかについて明確なビジョ

ンを持たなければ評価できません。明確な

ビジョンがないということは、仕事のまだ半

分しか終わっていないということです。

ウェルス・マネジメント会社や資産運用会社

は、非自律的成長戦略から何を得たいか正

確に把握して初めて、効果的な統合戦略と

体制を策定できます。

M&Aの最も一般的な動機として、新たな商

品開発能力（例：リアルアセット分野）の獲

得や新たな販売チャネル（例：D2C）へのア

クセスによる事業領域の戦略的拡大への期

待、または、統合による事業拡大により大

規模なコストシナジーを推進しようという狙

いや機を捉えた敏な買収があります。この

ような成果を得るために、企業は、個別事

業の業務モデルのどの要素を統合するべき

か、テクノロジーおよびプロセスを統合また

はアップグレードするコストなどの重要な課

題に取り組む必要があります。統合戦略で

も同様の検討をする必要があります。

たとえば、オペレーションにおけるコスト削

減のシナジー創出とフロントオフィス機能の

重複解消を目的とした事業面で似通った国

内資産運用会社同士の統合案件と、販売を

通じた収益のシナジーが重視される地理的

または事業的な多様性がある資産運用会

社同士のクロスボーダー案件とでは、業界

の通念上統合における優先課題は異なります。 

同様に、ウェルス・マネジメントの分野では、

安定した経常的な収益のある大規模かつ

多角的な会社の方が評価倍率が大きい傾

向があります。この評価倍率の改善は、規

模とバリューチェーンにおける経済参加の

拡大により達成され、多くの場合、M&Aの

主要な価値ドライバーとなります。これを最

大化するには、「アドバイスのプロセス」を管

理されたプラットフォーム／投資ソリューション

と統合したことを実証することが不可欠です。 

最後に、統合計画では、デューデリジェンス

により特定された買収企業の事業における

既存の問題、または被買収企業の問題に

注意する必要があります。問題を抱えてい

る2つの事業を単に統合しただけでは、プロ

グラム管理がどれほど効果的でも問題が解

決しません。

したがって、統合計画と優先順位を、案件

の戦略的根拠、期待される最終形態、既知

の問題に基づき決定することが不可欠で

す。状況はそれぞれで異なります。しかし、

今回のこの報告書に協力したすべての企業

が「M&Aとその後の統合の課題に関して言

えば、計画は常に無計画に勝り、早い段階

の計画は後手の計画に勝る」ことに同意し

ています。

世界的な資産運用会社の統合担当ディレク

ターは、案件の目的と実施の根拠となるす

べての前提を明らかにし、これについてごく

初期段階で合意し、ガバナンス体制に組み

込む必要があると述べています。彼は次の

ように述べています。「通常、10から15の主

要な前提を明らかにし、統合プロセスのごく

初期段階で合意する必要があります。これ

は、準備段階で不可欠です。」英国のウェル

ス・マネジメント会社の経営企画担当ディレ

クターは、次のように付け加えています。

「案件リスクを軽減するためには、可能な限

り早い段階で統合に関する主要な問題をす

べて明らかにすることが重要です。そのた

めには、問題を取り上げる閾値を低く設定

する必要があります。つまり、統合企業間で

文化のバランスをどう管理するか、新たに

統合された企業にマネジャーがどれだけの

期間残るか、将来の戦略およびアプローチ

についてフロントオフィスがどのように考え

ているか、その他デューデリジェンス上の課

題などの問題を洗い出すことです。」

また、多くの場合、タイミングがM&A案件の

成功（あるいは、失敗）の決定要因になりま

す。これは市場のタイミングで幸運に恵まれ

ることだけを意味しているのではありません

（ただし、過去の成功した案件は完了後1～

2年の市場の好景気に助けられています）。

しかし統合という観点から、当社の顧客は、

早い段階で導入すべき項目、成熟に時間が

かかる項目、そもそも行わなくてよい項目を

案件の当事者が判断する必要があると指

摘しています。

M&Aの目的がコスト面のシナジーではなく、

収益または能力の拡大である場合、無理に

統合を行えば文化的には生産性に逆効果

となる可能性があると、英国のウェルス・マ

ネジメント会社の買収責任者は指摘してい

ます。「コスト面のシナジーは案件の主要ド

ライバーではないため、当社は統合の時間

軸をあまり厳しくしません。当社の買収では

通常、業務遂行の責任をそれぞれが維持し

ます。」

英国の資産運用会社

タイミングと言った場合、それは必ずしも統

合を迅速に行うことが最善であることを意味

しません。英国の資産運用会社の最高執行

責任者は、合併後の統合を成功させるに

は、スピードが敵となる場合があると指摘し

ています。「当社は、期限の時間的プレッ

シャーが多い中で案件後の顧客移行を行っ

たことがあります。考えをまとめる時間が少

なく、顧客のマネジャーは準備不足で自分

がプロセスのオーナーだと思えなかったよう

です。結局、最初よりも入念にすべての作

業を繰り返さなければなりませんでした。」

「後で取り組むつも

りで問題を先延ば

しにすると、まずう

まくいかないでしょ

う。」

M&Aによる統合のやり方～ウェルネス・マネジメント会社および資産運用会社向け手引書 
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統合を管理するには

誤った事業を買収することで合併が失敗す

ることはほとんどありません。重要なのはど

のように統合するかです。

多くの大企業が痛みを伴う教訓を得ている

ように、買収の統合段階を管理するのは極

めて難しい作業です。統合の過程で案件の

価値が徐々に低下するリスクがあり、さらに

は統合コストがかさんだり、主要な人材が

会社を去ることでこの価値は完全に失われ

てしまう可能性があります。計画と明確な体

制が最初から不可欠です。デロイトのパー

トナーであるアンディ・マクニールは次のよ

うに述べています。「統合の管理には、管理

の専門知識と能力の両方が求められます。

最近、日々の業務運営と統合の管理を同

時に進めることが難しかったため、統合が

失敗した事例がありました。」

図2：統合のギャップ 

統合でよくある誤り

誤り取引でよくある誤り

出典：デロイトのインタビューと分析

30%

70%

30%

70%取引のギャプ

支払すぎ

統合のギャップ

恩恵が得られなかった！

期待される価値

支払った金額

真の価値

本来の支払上限

実際の価値

実際に実現した価値

M&Aによる統合のやり方～ウェルネス・マネジメント会社および資産運用会社向け手引書 

「ガバナンス体制はきわめて重要です。

一般に、最高執行責任者と最高技術責

任者のチームがガバナンスに関与します

が、関与があってもガバナンス体制の構

築がなければ、間違いなく問題が発生す

るでしょう。」
英国の資産運用会社

• プログラムにおけるリーダーシップの欠如

• 案件の根拠についての経営陣の合意が不十分

• 取引段階で合併のシナジーが十分に特定されていない

• 統合のガバナンスが適切に確立されていない

• 統合の計画および実行が不十分または不適切

• 決定が遅すぎる

• 通常業務が置き去りにされ、顧客に迷惑が及び、業績が

悪化する

• コミュニケーションと人材への働きかけが弱い

• ターゲット候補の分析が不十分

• 案件に積極的になるあまり支払いが過剰になる

• 急ぐあまりデューデリジェンスにギャップが生じる

• 取引中の外部市場環境の悪化

• 価値評価または価格交渉が不十分

• 統合の問題が取引の一環として考慮されていない
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ウェルス・マネジメント会社や資産運用会社

の経験豊富な統合マネジャーによると、こう

した課題に対する最も効果的な対応とし

て、十分な水準のワークストリームとリソー

スを備えた統合プロセスを構築、および、計

画から実行段階を通じての、リスク、問題、

依存関係管理を含む品質管理情報の適切

な流れの確保が挙げられます。また、プロ

グラムの構造と役割・責任を統合要件に応

じてカスタマイズする必要があります。

図3：ガバナンス体勢の例 
出典：デロイトのインタビューと分析

「統合の問題を放置すれば、完了後すぐに

統合された仕組みを通じてすべてが行わ

れるため、予想よりも早く問題が再発して

打撃を受けることになります。」

英国の資産運用会社
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M&Aによる統合のやり方～ウェルネス・マネジメント会社および資産運用会社向け手引書 
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統合の管理

当社は、統合管理における典型的な問題と

これらへの取り組みについて、さまざまな

ウェルス・マネジメント会社や資産運用会社

の経営幹部に質問しました。

十分なリソースを備えた統合管理オフィス

（IMO）への投資について、世界的な資産

運用会社の統合担当ディレクターは次のよ

うに提案しています。「資産運用会社は一

般に銀行よりも小さく、多くの場合、部門の

責任者は複数拠点の人材を管理していま

す。この資産運用会社に固有の事情が課

題をもたらします。また、統合ではこの点を

考慮する必要があります。IMOはここで、特

に正確な情報収集において、大きな違いを

生み出します。」

統合の課題のために通常業務が妨げられ

てはならないと大手ウェルス・マネジメント

会社の最高執行責任者は忠告します。彼

は次のように述べています。「当社の統合

マネジャーは社外の人物でしたが、うまく機

能しました。理想としては統合責任者が社

内リソースであれば良かったと思います。と

は言うものの、統合の管理は通常業務とし

て経営管理的な役割を担っていない人が

行うべきであり、そのため、その役割に対す

る具体的なインセンティブを与える必要が

あるでしょう。」

クロスボーダーの合併は統合に特別な課

題をもたらします。世界的な資産運用会社

の経営幹部は次のように述べています。

「規制問題には個別の事情があります。米

国証券取引委員会の規制は規則ベースで

すが、その他の規制当局はほぼすべて原

則ベースです。これにより規制の解釈と正

確な適用が難しくなり、結果として統合も難

しくなります。」

たとえば、統合の経験が豊富なウェルス・マ

ネジメント会社は、10ないし11のワークスト

リームを挙げており、ある大規模かつグ

ローバルな資産運用会社の統合では、買

収企業が全世界で26のワークストリームを

設定しました。統合担当ディレクターは次の

ように述べています。「人材の移動と統合の

ために特別な投資が行われました。全体と

して、通常以上の時間を費やすことになり、

非常に多くの人が一時的に拠点を移動しま

した。結果として2つの企業がより統合さ

れ、時間とともにほぼすべての機能が単独

モデルに移行していきました。

プロセス全体での優れた管理情報が鍵とな

ります。これには、すべてのワークストリー

ムからの率直な現状報告が必要です。経

営陣はあらかじめ問題を知らされていなけ

ればなりませんし、進捗のステータスが青

から赤に突然変わらないようにする必要が

あります。また、CEOもこれらの項目が問

題ないと想定するのではなく、プロセスの管

理と実行に参加し、IMOが文化を横断的に

管理できるようにする必要があります。」当

社の経験では、報告では財務だけでなく、

業務・文化の指標も包含すべきです。

M&Aによる統合のやり方～ウェルネス・マネジメント会社および資産運用会社向け手引書 
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第二に、スピードが不可欠

しかし、必ずしも早いことが統合の適切なス

ピードだとは限りません。すべての問題を

「早い段階で明らかにする」べきですが、人

材が中心の業務では人材と顧客の減少を

避ける上で、多くの場合、統合完了までの

時間が鍵となります。ウェルス・マネジメント

会社や資産運用会社では混乱が起こりや

すく、あまりにも性急で混乱をもたらす統合

は、事業全体をリスクにさらす可能性があり

ます。実行可能なスピードを設定し、これを

守る必要があります。

第三に、文化はM&Aにおいて重要な課題

となる

合併は、文化的差異から生じる複数の問題

をもたらします（特に双方の背景が異なる場

合）。マネジャーは、統合において解決に最

も時間がかかるのは文化的問題であり、情

報とアクセスの制限があるため、案件の早

い段階で解消するのが最も難しい問題であ

ると言います。しかし、文化的問題は結果に

最も影響を与え、一見小さな問題が多大な

影響を与えることも多々あります。

これらは主な課題ですが、当社の調査で

は、解決策も存在することが示唆されてい

ます。それは、問題を識別する、早い段階で

主要関係者の賛同を得る、混乱を最小限に

するように統合を集中的に計画する、テクノ

ロジーのコストを予想しコスト軽減策を考え

る、統合された事業の整合化を目指す、と

いう方法です。

要点：

• 最も解決が難しいのは文化の

統合。 

• 人材維持は重要なリスク領

域となる。

• 統合は広範に管理する必要

がある。

• テクノロジーの統合が案件

成功の鍵となる。

• シナジー目標は曖昧すぎる

ことが多い。

M&Aによる統合のやり方～ウェルネス・マネジメント会社および資産運用会社向け手引書 

結論

統合はそれぞれ異なっています。特に、ウェ

スル・マネジメント会社や資産運用会社はそ

れぞれ異なる業務モデルと文化を持ってい

るため、その組み合わせも独特です。それ

でも、業界における調査から導き出された

当社の結論は、最近の経験から一貫した実

践的教訓が得られるということです。

すべてのウェルス・マネジメント会社や資産

運用会社のM&Aプロジェクトで念頭に置く

べき6つの重要事項が、戦略的方向性を定

め、文化的適合に導き、統合管理を体系化

し、人材基盤を確保するだけでなく、テクノ

ロジーの統合に向けて計画を立て、現実的

なシナジー目標を設定することであることが

わかりました。

個別のM&Aの事情はそれぞれ異なるかも

しれませんが、多くの場合、成功要因は同じ

です。業界全体に対する当社の調査では、

M&Aの成否を分ける3つのテーマが繰り返

し確認されました。

第一に、かつ最も明白な点として、計画は

常に無計画に勝る

驚くべきことに、多くの企業が、表面的に類

似している企業の合併は容易だと考えてい

ます。当社のインタビューでは、実際には簡

単な合併などあり得ないことが明らかになっ

ています。合併・統合計画では、何を統合

し、何を統合しないかを明確にする必要が

あります。適合させるのが若干難しい2つの

システムの統合コストも、2つのシステムを

並行して運用するコストと比較し、合併・統

合計画に反映させる必要があります。経営

幹部の機能、十分なワークストリーム、人

員、適切なリソースを備えたIMOを含めなけ

ればなりません。また、シナジーがM&Aの

唯一のドライバーではないことを認識するべ

きですが、シナジーが目的である場合は、

後でシナジーの利点を実現するよりも、早い

段階に実現する方が成功の可能性が高くな

ります。これらはすべて、契約前に明確な統

合計画が存在していることが、案件の利点

を最初に評価し、期待事項に沿って実施す

る上で極めて重要であることを意味しています。 
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