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安倍晋三首相によって打ち出された「アベノミクス」として知られる 
一連の経済政策は、日本経済の活性化に概ね前向きな役割を果たし
ている。その政策の「3本の矢」の最初の2本はあたたかく迎えられた。
しかし最後の矢の成功が、安倍政権にとっての課題となっている。こ
れを受けて安倍首相は2014年6月24日に経済財政運営と改革の基本
方針を発表し、これが「第3の矢」の目標達成につながるものとされて
いる。ただし、この改革が実現し、具体的な成果が表れるのにどれくら
いの時間を要するかという点については依然として見えないままであ
る。このような「第3の矢」に関する最近の試みや株式市場の不安定な
動きにも関わらず、日本の市場や関係者は引き続き地域内でのM&A
に力を注いでいる。

日本で現在起こっているアウトバウンド型M&Aの波は、日本のM&A
シーンの特徴として注目を浴びている。サントリーホールディングス
が蒸留酒メーカーのビーム社を約1.6兆円（160億米ドル）で買収した
超大型案件はレアケースであるにしても、日本企業が海外にターゲッ
トを拡大する中で、海外のM&Aの動きはここ数年で過去最高レベル
に達している。

一方で国内市場のM&A活動はこのところ落ち着きつつあり、2014年
は前年に比べ取引金額が減り、案件件数は横ばいとなっている。企
業の再構築を統合や分離という形で促す新しい政策が、多くの企業
におけるノンコア事業や不採算事業の売却の原動力となっている。 
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ここにプライベート・エクイティや国際的な投資家が市
場参入するチャンスが広がっている。 

アウトバウンド型M&A: 収まらない波  
日本の海外進出は国際市場に波を立て続けており、
日本企業による海外での買収の動きとしては過去最
高水準に達しつつある。日本では人口の高齢化により
縮小しつつある国内市場で、国内と国外企業との競争
が激化しており、日本企業は新たな増収源として海外
に目を向ける以外に選択肢がなくなってきている。 

新たな成長を模索し、日本企業は比較的慣れ親しんで
いる欧米市場でM&A活動を進めてきた。アウトバウン
ド型M&Aの流れは概ね北米に集中しており、2014年に
入ってからのアウトバウンド型M&A総件数の30%、金額
ベースでは総額の78%を占めた 。西欧も2014年度は円
グラフの大きな部分を占めているように見受けられた
が、件数ベースでは14%にのぼったものの、総額として
は4%にとどまった。これは買収先として日本企業がブラ
ンドの評判、業界のベストプラクティス、先端技術革新
といった要素を求めた結果と言える。  

日本から新興国市場への投資も増加している。特に東
南アジアは、中国での賃金上昇を受けて日本の製造業
者がより安価な労働力を求め、重要な投資先として注
目を集めるようになっている。東南アジア地域における
M&A活動は、2014年の年初来で総件数の16%、総額で
は4%にのぼっている。

業種別では、2014年度のM&A活動は件数ベースで製
造業と化学製品のセクターが買収対象の中心となって
いる。しかし小売業やサービス業、金融サービスの企業
に対しても日本のM&A活動の関心が寄せられている。

国内M&A市場: 業界再編 
日本の国内市場ではこのところM&A活動が控え目に
なっている。これは円安や消費税引き上げの結果との
見方もある。2014年に入ってからのM&A総額は1.19兆
円（117億米ドル）にとどまっており、これは前年同期比
50.1%減となる。

過去18カ月間の状況としては、従来からM&A活動が活
発である製造業や化学製品セクターが中心となってい
る。これは統合に対する政府からのインセンティブによ
るものでもあり、結果的に業界内の合併が進んでいる。
例えば鉄鋼業界では、中山製鋼所が業績改善のため
に子会社5社の統合に着手している。2013年以降の全
M&A活動のうち、鉄鋼業界は件数ベースで22%、総額
ベースでは11%を占めている。
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1 価格ベースで500万米ドル超の案件が含まれる。価格非公開の場合、報道による価格または推定価格で500万米ドルを超える案件が含まれる。取引総額が明らかになっ
ていない場合、取引先の売上高が1,000万米ドルを超える場合が算入される。

2 2014年の年初来のM&A活動には、2014年8月4日現在での最新情報が含まれる。
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 工業・化学
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出所: Mergermarket *マイランの案件を除く。

出所: Mergermarket *マイランの案件を除く。
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しかし2014年度に入り小売セクターのM&Aの動きが
最も活発になっており、件数ベースでは4分の1近く、金
額ベースでは19%を占めるに至っている。日本のハイ
テクセクターもまた、金額ベースで円グラフの大きな部
分を占め、今年上半期では総額の23%となっている。

外国人投資家に広がるチャンス
外国人投資家の関心も、前年からその勢いが続いて
いる。今年に入ってからの取引累計を見ると、その総
件数は27件、総額は7,060億円（69億米ドル）となっ 
ている。 

米国からの買収がインバウンド取引全体の41%を占
め、総額ベースでは96%にものぼっている。チャートの
大きな部分を占めるのは、世界的製薬会社マイランが
アボット・ラボラトリーズの米国以外の先進国市場に
おける事業を約5,320億円（52億米ドル）で買収した案
件である。この案件を除外すると、米国の総額は全体
の81%となる。

今年に入り、これまでのM&A取引金額は米国を本拠
地とするプライベート・エクイティに寄与するものが多
い。これにはカーライル・グループが日本のスナックメ
ーカー、おやつカンパニーの経営支配権をおよそ205
億円（2億米ドル）で買収した事例も含まれる。またカ
ーライル・グループが運用する日本ベースのプライベ
ート・エクイティファンド、カーライル・ジャパン・パート
ナーズIIIは、健康食品や化粧品を受託製造する日本
の三生医薬を非公開価格で買収している。

韓国もまた、日本へ流入するインバウンドM&A活動の
大きな部分を占めている。2014年に入ってからは総
額177億円（1.73億米ドル）にのぼる7件のM&Aが行わ
れ、地域別インバウンド投資家の第2位につけている。
買収の対象は小売業および一般食品のサブセクター
が中心となっている。

業種の内訳を見ると、消費関連が最も多くなっており、
総額552億円（5.4億米ドル）にのぼる合計9件の事例
があった。日本のハイテク産業もまた取引の大きな割
合を占め、合計5件、総額570億円（5.58億米ドル）の
M&A活動があった。

チャンスの創出となる売却
国内市場の業界再編との両輪の取り組みとして、日
本企業はノンコア事業や不採算事業の切り離しを進
め、よりスリムで効率の高い企業になろうとしている。 
このような売却の動きは日本企業のバランスシートの
強化や、増え続ける負債の必要に応じた返済を可能に
している。売却は中小型の案件が中心となってきたも
のの、中には注目される売却案件も出てきており、こう
した案件が創出しうる成長機会が関心を集めている。
例えば2013年9月にパナソニックは、ヘルスケア事 
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業をグローバル投資会社KKRに対して約1,640億円 
（16億米ドル）で売却することを発表した。KKRはそれ
以前に日本市場における活動を増やす意向を発表し
ており、創業パートナーのヘンリー・クラビス氏も2013
年に立ち上げたアジアIIファンドの多くの部分を日本
投資に充当すると説明していた。現在、肥大化し時代
に取り残されているハイテク企業がノンコア事業を分
離し、消費財関連の分野での機会が増大する中、プラ
イベート・エクイティの活動はKKR型の案件で増加す
ると考えられる。

2014年に入り日本では19件の売却関連の動きがあ
り、総額は2,970億円（29億米ドル）にのぼっている。 
その大部分は所有権の国内での移動に絡むもので 
あるが、これは売却の対象となる日本資産が今後増 
加していく可能性を示唆している。これは取引総件 
数16件、総額792億円（7.75億米ドル）にとどまった前
年同期からの純増であった。

セクター別に見ると、消費関連業界で売却に主眼を置
いたM&A活動が最も多くなり、その件数は7件（全体の
37%）となり、これに3件（16%）のハイテクセクターが続
いた。総額では、ハイテクが最も多くなり937億円（9.16
億米ドル）（全体の31%）、続いて金融サービス（30.6%）
、運輸（26%）の各セクターが続いた。
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企業売却は、経営難に陥っている企業や事業再編を
目指す企業にとって、業績不振事業やノンコア事業を
切り離し、経営資源を投じる焦点をキーコンピテンシ
ーや戦略的ビジネスラインに合わせなおす手段となる
ことが多い。以前は日本企業の多くがこのような方法
の利用に躊躇していた時代があったが、最近では資金
調達や業績改善のために業績不振事業やノンコア事
業を売却することに目を向ける上場企業や商社も見ら
れる。デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリ
ーのパートナー　野田敦とデロイト トーマツ ファイナ
ンシャルアドバイザリーのエグゼクティブオフィサー　
ブライアン・ライトルが、この動向や日本企業にとって
のメリットについて検証する。

企業売却を決定付ける特徴とは?
企業売却とは、一般的に会社内のある事業ユニットや
製品ラインの全部または一部を売却することを指す。
この手の売却が行われる背景には、様々な理由が考
えられる。会社によっては抱える事業ラインが多すぎ
るために効果的な経営が困難であると判断したり、あ
るいは事業ラインの一部が無駄であったり重複してい
ると判断したりすることもある。これらは経営統合や買
収の実施後に起こり得る。さらに会社内の特定の事業
部門が会社の戦略上、コア事業やキーコンピテンシー
にあてはまらなくなるケースや、事業ユニットが期待通
りの財務的成果を生まなくなるケースも考えられる。
いずれにしても経営陣にとって資本を活用しなおすチ
ャンスとなるのが事業売却であり、特定の事業を売却
することによって生じた資金は別の投資や借入金の
返済に利用することが可能である。

企業売却の一般的な形態は?
企業売却には様々な形態が考えられるが、日本で最も
一般的な形は「資産売却」である。一般的な資産売却
の場合、対象会社株式の売却や事業基盤となる純資
産の売却などが関わってくる。一方、日本ではあまり一
般的ではないが、別の典型的な売却形態に「分離」と
いうものがある。これは親会社が自社の既存株主に対
して、一定数の親会社の発行済み株式と引き換えに
分離の対象となっている企業の新株を付与するとい

企業売却を理解する

野田敦 ブライアン・ライトル

うオプションを与えるものである。この他に「分社化」も
ある。これは親会社が自社の既存株主に対して、親会
社と新たに分社化される企業の両方の持分が同割合
となるように、子会社の新株を案分して割り当てるも
のである。

いずれの売却形態であっても、売却対象となる事業は
規模の大きい親会社からカーブアウトされることが多
くなる。このカーブアウトのプロセスを踏む際に要求
されるレベルは、統合のレベルに応じて大きく変わる
可能性がある。日本では、親会社と完全に一体化して
いる事業や、親会社のサービスやサポートを受けて
いる事業を売却する会社もまれではない。カーブアウ
トのプロセス中に分離しなければならないことが多
い一般的な領域は、売却対象事業や社内の別の組織
にサービスを提供している従業員、IT、人事、経理・税
務・法務の各サービス、共有している不動産またはそ
の他資産、事業基盤の財務記録などである。

日本で企業売却が 
最も行われやすいセクターはどこか? 
企業売却は第二次世界大戦後の日本経済のけん引役
となったハイテクや化学、重工業といった「コングロマ
リット」型の産業において、より広く見られるようになっ
てきている。歴史的に見ると、これらの大手コングロマ
リットは増収により重点を置き、収益性にはあまり注
目しないことが多かった。国際競争の激化や成長速
度の鈍い日本の国内市場を背景に、日本企業は経営
の重点をコア事業の成長や、不採算事業またはノンコ
ア事業の売却に置かざるを得なくなっている。これは
競合他社や海外の投資家にとって、資産の獲得、スケ
ールメリット、既存の事業ポートフォリオ拡大の機会を
もたらす。これまで国内でよく見られた傾向は、競合す
る企業が買収しあったりジョイントベンチャーを立ち
上げたりして製造能力の統合や合理化を行うことによ
り、スケールメリットの創造や、効率性や収益性の向
上を図るものだった。

日本のハイテクセクターもまた、不採算事業やノンコ
ア事業ラインを分離する企業が出てきているもう一つ
の主要産業である。海外勢との熾烈な競争にさらされ
ている現状は、これまで日本の産業をけん引してきた
大手企業の収益を圧迫している。ハイテクメーカー各
社は、中国やインドネシア、韓国の安い労働力ならび
にシリコンバレーやインド発の技術革新の影響を受
けて市場シェアの縮小に直面している。
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売り手は、最高の買い手を 
惹きつけるために何ができるか? 
事業を売却するにあたり取引の魅力を高めるために、
企業が取り組むことのできる戦略は多く存在する。そ
の一番に挙げられるのが、売却対象となる事業内に 

「ビジネス・アズ・ユージュアル」の企業文化、つまり平
常通りの業務を貫くという文化を根付かせることだ。
事業継続性を上手く維持するためのアプローチ例とし
て、次のようなものが挙げられる。

•	経営の継続性 
売りに出されている事業に関心を持つ買い手の多く
は、その経営陣が少なくとも一定の期間にわたり職
務に残り、事業の継続性を維持してくれることを希望
すると考えられる。この経営陣が実際にもたらす価値
を測定することは困難であることが多いものの、事業
を存続していくためには欠かすことができない。それ
は彼らが持つネットワークや現地事業環境に関する
知識は、特に日本市場に初めて参入することを目論
む外国人投資家にとって、計り知れない価値を持つ
可能性があるからだ。

•	カーブアウトプロセスは早めに開始する	 
一定の事業の中断は必至である。しかし十分な準備
をしておくことで、付き物であるカーブアウト作業が
もたらす制約を軽減することができる。つまり、売却
対象の業務のカーブアウト作業はできるだけ早期に
行うべきである。これによって途中で生じる問題に
対処する時間ができる他、買い手の候補が売却対
象の純資産や業務について十分に理解する余裕が
できる。

•	情報は詳細にわたりきちんとまとめておく	 
売り手としては、買い手がデューデリジェンスの実施
を求めてくるものと予想すべきである。情報をまと
め、売却対象の事業に関する財務、業務、法務の書
類をデータルームに保管しておくと、デューデリジェ
ンスの手順を踏む上で役立つものと思われる。また、
情報に関する細かい覚書もしっかりと用意しておい
たり、第三者に依頼して売却事業の財務に関するデ
ューデリジェンスを実施しておいたりすることも、買
い手の関心をより強く惹くことにつながる可能性が
ある。このデューデリジェンスは「ベンダー・デューデ
リジェンス」とも呼ばれる。第三者によるベンダー・デ
ューデリジェンスの報告書は、事業に対する買い手
候補側の安心感を高めることが一般的な目的であ
る。これは特に現地市場にあまり精通していない買
い手に売却事業へ関心を持ってもらう際に貴重な存
在となり得る。

•	ファイナンシャルアドバイザーを確保する 
売却プロセスの管理の一貫として、ファイナンシャル
アドバイザーを確保することも検討すべきである。彼
らは買い手候補とやり取りを行い、売却プロセスに
わたり両当事者のガイド役となる。ファイナンシャル
アドバイザーが会計事務所などの場合、必要に応じ
て売り手が財務上のカーブアウト準備も支援するこ
とができる他、カーブアウトや売却の過程に会社スタ
ッフが費やす時間を削減する上でも役立ち、むしろ
こちらの効果のほうが大きいと言えるかもしれない。

売却過程において、特に外国人投資家や日本市場に
新規参入する買い手がよく経験する複雑な事情とは?
日本市場で事業を行う上でよく直面する障壁は、文化
や言語に関するものが多い。海外の買い手の多くは日
本語の読み書きができない。これは買い手と売り手と
の間の誤解の原因となることもあり、また外国の買い
手が日本企業に対して求めることの多い複雑な法律
要件や英語で書かれた書類を苦手とする日本の売り
手もいる。

外国人投資家と日本企業の両方にとっての懸念事項
となるもう一つの領域は、従業員に関わる問題である。
日本市場への新規参入者にとって、日本の労働基準法
や日本の会社と従業員の間で結ばれている社会的な
契約を完全に理解することは難しいかもしれない。外
国人投資家にとって買収した職場の合理化は困難で
コストのかかる作業となる可能性が高く、場合によって
は買い手についてネガティブな印象を日本社会に残
す結果となることもある。このため日本企業の中には、
従業員規模の適正化の懸念などから外国人に対する
身売りを躊躇するところも見られる。

ただし、このような文化的ギャップの橋渡しは不可能で
はない。買い手側と売り手側の両方でアドバイザーを
採用することで、両当事者間の信頼に基づいた文化的
同化を進めながら、売却プロセスの合理化を実現する
ことも可能である。
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