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はじめに
「基礎からの M&A 講座」の前稿（第 5 回）では買収ターゲット選定および候補企業へのアプローチの流れについて解説し
た。本稿では、その後の買い手と売り手との間での秘密保持契約の締結、続いて実施されるデューデリジェンスの内容・
目的について要点を説明したい。

1.

秘密保持契約

M&A の交渉を開始するに当たり、売り手は対象会社の情報を買い手に開示し、買い手は売り手から対象会社の情報を入
手することになるが、開示される情報には売り手および対象会社における秘密情報が含まれている。そのため情報開示
に先立ち、情報漏えいを牽制させるため秘密保持契約を締結する必要がある。

な お 秘 密 保持 契 約 は 英語 表 記 に て Non-Disclosure Agreement（ 略 称 NDA） と す る 場 合 も あ れ ば 、 Confidentiality
Agreement（略称 CA）とする場合もある。詳細はビジネスキーワード（秘密保持契約書）を参照されたい。

2.

デューデリジェンスの目的と主な種類

M&A はしばしば企業同士の結婚に例えられるが、相手の容姿やフィーリングだけで実際に結婚するカップルはどの程度
いるだろうか。多くの場合、結婚後の長きに亘る共同生活が惨状とならないよう、お互いの価値観、趣味、家族構成、学歴、
年収水準、過去の離婚歴、借金の有無といったさまざまな事項を事前に把握しておく必要があり、交際を重ねることでそ
れらの事実が明らかになって行く。M&A におけるデューデリジェンス（以下、「DD：Due Diligence」という）も同じ位置づけで
あり、M&A が失敗に陥らないためにも、多面的な角度から対象会社の調査を行い、M&A 後に不測の事態が顕在化するこ
とで後悔することのないよう、準備する必要がある。

秘密保持契約を締結した後では、対象会社に関する種々の書類の閲覧と対象会社マネジメントや従業員へのインタビュ
ーが可能となる。DD では、ビジネス、財務・税務、法務、IT、人事、環境、知的財産といったさまざまな視点から調査が行
われるが、その全てが必ず実施される訳ではない。通常は対象会社の事業規模、業種特性や調査費用の予算に応じて、
どこまでの範囲の DD を実施するか決定される。

一般的に売り手は対象会社の情報を十分に有している一方で、買い手は外部公表情報しか有しておらず、情報の非対称
性が生じている。DD を通じて情報の非対称性は解消していくことが期待され、DD により検出された問題点・課題について
は、買収価格への反映、売買契約書（以下、「SPA：Share Purchase Agreement」という）での表明保証の設定、ストラクチ
ャー変更といった形で対処し、M&A が失敗に陥るリスクを軽減することが可能となる。更には DD で得られた情報は、買収
後の統合（以下、「PMI：Post-Merger Integration」という）や経営戦略を立案する上でも有用な情報となり、最終的に買い
手が対象会社の買収を行うか否か、買収するとした場合にどのような条件が買い手にとって有利かの意思決定に資する
情報となる。

それでは M&A を失敗させないために実施される DD とはどのようなものだろうか。DD の種類毎にその内容と目的につい
て説明していく。

3.

ビジネスデューデリジェンス（ビジネス DD）

ビジネス DD は買収対象企業や事業のビジネスモデルを理解してその強みや弱みの所在を明らかにすると同時に、将来
の可能性やリスクを考察し、定量面、定性面の双方から事業計画の蓋然性を検証することを主目的としている。

ビジネス DD は同種の事業を理解している買い手自身により行われる場合もあれば、客観的視点から事業性を評価する
目的で外部の第三者であるコンサルティング会社や会計事務所により実施される場合もある。

外部の第三者が実施するビジネス DD の具体的作業では、①対象会社／事業を取り巻く外部環境／事業環境が主に事
業計画上の売上に与える影響の分析（コマーシャルデューデリジェンス）と、②組織やオペレーションといった内部環境／
事業構造が主にコストに与える影響の分析（オペレーショナルデューデリジェンス）に大別され、加えて③クライアントと対
象会社の間に想定されるシナジー／ディスシナジーについてその分析や定量化が行われるケースが多い。

① コマーシャルデューデリジェンスの主要論点
コマーシャルデューデリジェンスでは、主に対象会社や事業を取り巻く市場環境、競争環境、顧客動向の軸からビジネス
面での強み／弱みや機会／脅威を把握し、その事業性、将来性を分析する。



対象会社／事業の属する業界における過去、将来の市場推移や動向、成長ドライバーが対象会社の将来の業績
にどのように影響するか？



競合他社の顔ぶれ、ビジネスモデル、シェア動向、戦略や新規参入企業の動き、定量面での比較などから浮き彫
りになる対象会社のポジショニングや成功要因は何か、その持続性はあるか？



顧客が対象会社ないしはその製品／商品／サービスを購買する動機はどこにあり、またそれがどのように変化し
ているか？対象会社は変化する顧客ニーズを捉えきれているか？

② オペレーショナルデューデリジェンスの主要論点
オペレーショナルデューデリジェンスでは、事業価値評価や交渉に影響を及ぼすオペレーション上のリスクや、買収時・統
合後に想定されるコスト削減余地、それらに対する阻害要因やリスクを早期に抽出し、将来のコスト計画に対する合理性
を分析する。



対象会社の商流およびバリューチェーン、オペレーションモデル、業務フローに照らし合わせて、経営資源が適切
に配置されているか？



事業の業績管理として用いられている KPI（Key Performance Indicators）は適切か、また定期的なモニタリングによ
り悪化時には迅速な経営改善がなされているか？



製造工程の稼働率、効率性は十分か、計画達成のために生産能力増強、追加投資は必要ないか？



計画期間中の売上成長を下支えする組織構造、人員計画となっているか？



統合時や統合後に必要となる一時的／継続的追加支出の水準はどの程度か？

③ シナジー分析・定量化
対象会社もしくは事業との間に想定されるシナジー／ディスシナジーは、買収価格の調整や交渉、PMI における統合計画
にも大きな影響を与えるため、ビジネス DD の結果をインプットとして買収により想定されるシナジーの分析・定量化を実施
することとなる。



売上シナジー／コストシナジーの可能性が高い機能領域はどこか？その定量的インパクトはいつ、どの程度発
現するか？それを把握するために必要な情報は何か？



シナジー定量化のロジックには合理性があるのか？



シナジーを実現するために必要な前提条件は何か？投資コストはどの程度か？

繰り返しになるが、上記の分析を通じて得た結果は買い手自身が買収対象のビジネスを理解するために必要となること
は当然ながら、買い手目線の事業価値評価、Day1 以降の統合計画、実行プロセスにおけるインプットなどに広く活用され
ることとなる。

4.

財務・税務デューデリジェンス（財務・税務 DD）

財務・税務 DD は一般的に会計事務所に依頼され、財務 DD については公認会計士、税務 DD については税理士の有資
格者が担当することが多い。財務・税務 DD はビジネス DD や法務 DD とともに、M&A 検討にあたっては実施されることが
多い基本的な領域である。

財務 DD は、価格交渉の拠り所となる企業価値評価に必要な情報収集を行うことに重点が置かれるとともに、ディールブ
レーカー（M&A 実施を阻害する要因）となる事象が潜んでいないか、価格への反映が困難な問題については売り手側に
表明保証を行わせることで手当できないかの、判断材料を提供する。一般的に財務 DD において論点となるポイントは以
下のとおりである。

分析項目

内容

正常収益力

対象会社の過年度の業績のうち、異常値や一過性の項目を排除することで、事業計画検討
のための発射台を提供する。

ネットデット

有利子負債に準ずる項目（設備関連債務、流動化債権、リース債務、退職給付債務等）を特
定し、買収価格調整のための検討材料を提供する。

運転資本

運転資本として含めるべき項目の範囲、適正と考えられる運転資本の水準や顕著な季節性
の有無を調査する。

設備投資

過去の設備投資の趨勢を分析し、過年度の意図的な投資抑制等により将来多額の設備投
資が見込まれていないか情報提供をする。

純資産影響

滞留在庫に関する評価損、潜在的な減損損失計上や投資有価証券の含み損益といった純
資産に影響のある項目に関して、情報収集を行なう。

関連当事者取引

M&A実施後に関連当事者より従来受けていたサービスの継続が困難になるケースや、関連
当事者間で行なわれている特に有利な条件での取引の有無について調査する。
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なお財務 DD で検出された問題・課題が価格へ反映することや表明保証で規定することが困難となる場合には、買収スト
ラクチャーを変更し、リスクが内在する事業は切り離して M&A を実施するようなケースもある。

重要な税務リスクの特定、タックスプランニング機会の発見・活用を目的として、財務 DD と併せて税務 DD が実施されるこ
とが通常である。税務 DD では一般的に、重要な申告調整項目の検討や、過年度の組織再編の取扱い、過去の税務調査
状況等について調査がなされ、税務リスクの洗い出しが行われる。ここでいう税務リスクとは具体的に、過去の税務申告
処理の瑕疵により M&A 後に対象会社に税金の追徴を課される可能性が高い場合や、過去の組織再編に起因し繰越欠
損金が当初想定通りに利用できないケースが該当する。

検出された税務リスクに関しては、定量化可能であれば価格を減額する上での交渉材料となり、定量化できない場合でも
売り手に表明保証を要求したり、ストラクチャー変更を行ったりすることで一定の手当が可能となるケースがある。

5.

法務デューデリジェンス（法務 DD）

法務 DD は一般的に法律事務所に依頼され、弁護士資格を有する専門家が担当することが多い。M&A においては法的な
問題が必ず付随するため、法務 DD はほとんどの場合実施される。

法務 DD においては法務リスクの洗い出しに重点が置かれるが、調査のポイントとなる事項は一般的に、株式関係、許認
可、紛争関係、取引先との契約関係、人事労務関係となる。調査の過程では商業登記簿謄本を閲覧することにより法律
面から会社設立の実態を確認したり、重要な法令違反がないか確認し、連帯保証といった行為を行っていないか等、さま
ざまな角度から法務リスクの検出が行われる。特に事業継続に必要な許認可が M&A 後に利用できない場合や、重要な
取引先との取引継続が困難となるようなケース、M&A 後に独占禁止法に抵触してしまうような場合にはディールブレーカ
ーとなる可能性がある。また係争中の訴訟問題に関連して多額の損害賠償額を支払う蓋然性が高いことが法務 DD にお
いて検出された場合や多額の未払残業代が発見された場合には、価格の減額要因となる可能性がある。過去において
は第一三共がインドの後発医薬品メーカーのランバクシー・ラボラトリーズを買収した直後に、米国食品医薬品局（FDA）
から禁輸措置を受け、米国向けの後発医薬の生産・販売に大きな影響を与え株価が暴落したケースがあり、M&A 前にコ
ンプライアンス違反の問題が無いかの調査は特に重要となる。

また一般的には法務 DD を担当する法律事務所が M&A を行うための SPA のレビューも担当し、依頼主にとって特に不利
な条項が契約内容に含まれていないかの調査も行なう。

6.

IT デューデリジェンス（ITDD）

システムは統合において最も追加投資／コストやリードタイムが大きくボトルネックとなりがちな領域であり、近年の買い
手の PMI への意識向上と相まって ITDD の重要性は飛躍的に高まっている。ITDD の目的は、短期的には対象会社／事
業が売り手から分離することに伴い発生する追加投資やコストの規模感を把握し価値評価に織り込むことを主とし、中長
期的には DAY1 以降の統合に向けてのシステム現状把握としての位置づけとなる。具体的な確認作業として、対象会社
／事業が利用している既存システムおよび付随するオペレーション、データフローやそれらを支えるインフラの概要、維持
管理に必要な組織体制および第三者への委託領域、維持のための投資やコストの状況、新規開発プロジェクトの進捗等
を分析すると共に、ライセンスや情報漏えい、過去の重大なシステム障害など内部統制やコンプライアンスの側面から重
大なリスクを確認する。これらの分析を通じ今後買い手として対処すべき IT に関する機能補完や重要なリスク要因を可能
な限り早期に把握し、そのために必要となる追加的支出を可能な限り精緻に見積ると共に、クロージング前より具体的な
実行計画の検討を進めることが統合を成功に導く鍵となる。

7.

人事デューデリジェンス（人事 DD）

既に説明した各 DD においてディールブレーカーとなる問題・発見されなかったとしても、買い手と対象会社とで給与体系
や人事評価制度に大きな格差がある場合や、そもそもの組織風土が大きく異なる場合には、M&A 後の統合がスムーズに
進まず失敗に陥る可能性がある。過去においては自動車メーカーであるダイムラーとクライスラーの統合失敗の一因とし
て、両者の組織風土や給与体系の違いが指摘されており、このような組織・人事面のリスクを把握するために人事 DD が
行われる。人事 DD においては、一般的に以下の領域に関して調査が実施される。

領域

分析事項

組織

組織構造・保有機能、組織運営・意思決定、企業統治体制 等

風土

組織風土診断結果、従業員満足度調査結果 等

人材

従業員の基本属性、人員構成、人員配置、人員数の推移、入退社状況 等

制度

人事・評価・報酬制度、退職給付制度、福利厚生、人材開発体系・仕組み 等

労使

対組合との関係、過去の労働争議、労働協約 等

機能

人事部門の組織・人員・業務 等
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調査の過程において、対象会社で過去の定期昇給・ベースアップの停止や賞与カットにより、一時的に人件費が抑制され
ていることが判明した場合には、対象会社の業績が回復した場合には人件費が元の水準に戻ることが予想されるため、
それが事業計画および企業価値に反映されているかの検討が必要となる。また組織風土や人事評価・報酬制度が大きく
異なる場合は、PMI における検討課題事項として議論される必要が生じる。加えて M&A 後に優秀な人材を引き留めるた
めにどのようなリテンションプランを設けるべきか検討することも必要となり、キーパーソン（M&A の成功に不可欠な人材）
と面談することで必要な人材の流出を防ぐための工夫が検討される。

8.

環境デューデリジェンス（環境 DD）

工場施設を有し製造を行っている事業会社のみならず、商業施設、研究施設、営業所といった各施設において、その事
業活動によっては汚染水の排出や土壌汚染等により環境へ悪影響を及ぼす環境リスクが生じる可能性がある。環境リス
クが顕在化した場合にはその原状回復義務の負担や公害訴訟に関するリスクが発生し、企業価値を毀損しかねない。こ
のような企業を取り巻く環境リスクを調査し、評価する調査は環境 DD と呼ばれている。

環境リスクは、法令・条例の改正や社会からの要請に伴いその範囲は広がりつつあるが、一般的には PCB（ポリ塩化ビニ
ル）、土壌・水質汚染、アスベストの利用有無等が調査のポイントとなる。調査の結果、M&A 後に追加負担が見込まれる
原状回復費が検出された場合には、価格を減額させるための材料となり、調査結果を定量化することが困難な場合には、
売り手に環境リスクが無いことを表明保証させることも検討される。

9.

知的財産デューデリジェンス（知的財産 DD）

企業を取り巻く経済基盤の変化により知識集約型企業が多くなり、企業価値の中で在庫や設備といった有形の資産よりも
技術・ブランド・特許等の知的財産の占める割合が増加している。そのため最近ではビジネス、財務・税務、法務 DD に加
え知的財産 DD も併せて実施するケースが増加している。

知的財産 DD は、他の DD と同様、対象会社に関する資料、特に対象知的財産の登録内容や基本情報の閲覧およびマネ
ジメントへのインタビューが調査作業の中心となる。

その目的は主に、買い手側が当初期待していた知的財産が対象会社においてどのように保持・利用されているのかを把
握することであり、それを基に、事業および競争力の分析、価値分析への検討材料の抽出や、法的瑕疵・問題点の発見
を行うものである。発見された問題点および分析結果によっては、M&A 実行のための条件・手続や契約書への反映、
M&A 後の対象知的財産の帰属、開発費用の負担、グループ内での知的財産利用ルールとの整合性の確保等、各種施
策を行っていく必要もある。

最後に
以上、買い手と売り手との間で秘密保持契約が締結された後に実施される各種 DD の内容と目的について記述した。
M&A を失敗させないため、買収規模が大きくなるにつれ多様な DD の実施が必要となるが、各種 DD がバラバラに実施さ
れた場合には、調査に重複が生じ、重要なリスクの洗い出しに不都合が生じるだけでなく、DD 費用の増加につながるお
それがある。調査の非効率を回避するためにも、調査開始前に各アドバイザーを交えたキックオフミーティングにおいて各
専門家の調査範囲を明確にし、DD 期間中においても各アドバイザー間で連携しやすい環境を整備することが肝要である。
各 DD をハンドリングできる社内人材を十分に確保できない場合には、外部専門家として FA（フィナンシャル・アドバイザー）
を利用することも検討されたい。

誌面の関係上本稿では詳細に触れていないが、クロスボーダーM&A の DD においては、検討すべき項目が更に増え、よ
り複雑なものとなる。国ごとに異なる法制度や税制、あるいは会計基準の相違という技術的な側面のみならず、対象会社
の置かれている経済環境や文化的特性・国民性も考慮しないと、適切な企業価値算定や PMI に支障をきたす可能性があ
る。クロスボーダーM&A においては、しっかりした海外ネットワークを有し各国の状況に精通したアドバイザーを関与させ
ることが、M&A の成功に不可欠なものとなる。

また近年ではインテグリティデューデリジェンス（以下、「IDD」）のニーズも高まっている。IDD では対象会社の実績、経営
者のバックグラウンド、業界での評判、資本関係の変遷等について調査が実施される。反社会勢力との繋がりや違法行
為が疑われる企業や、国外に所在するためその素性が分からない企業に対し、M&A の検討のみならず販売・仕入取引
や資金貸付の実行を検討する場合においては、特に重要な調査となる。IDD の実施にあたっては、公開情報のみならず
独自のネットワークを利用でき、IDD の知見が豊富なアドバイザーを利用することが肝要である。

次稿では、実際に買収が実施された後の統合フェーズ（クロージング・PMI）を取りあげる。

なお、本稿の文中の意見に関する部分は私見であることをご留意頂きたい。
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