
クロスボーダーM&A関連不正対応サービス
通常のDDでは見逃されがちな不正事案、意図せず引き継いでいませんか？

顕在化していない不正ごと買収してしまうリスクが高まっています

RecoveryReadiness Response

日本企業のM&Aによるグローバル進出に伴い、海外買収先における不正事例も増加傾向にあり、その影響は無視できない状況です。

2015年以降に公表された調査報告書によると、買収前に萌芽のあった不正・不祥事が買収後も継続しているケースが一定数あり、買収時の

デューデリジェンス（DD）を十分に行っていない場合などは、顕在化していない不正事案を意図せず引き継いでいる危険性があります。

経営リスクは幅広い観点でマネジメントすべきですが、海外企業買収にあたって特に注意すべきリスクは「不正」関連のリスクといえます。

M&Aプロセス（買い手サイド）別役割分担、追加すべき不正マネジメントサービス

基本合意 本DDの実施 契約交渉
Confirmatory 

DDの実施
PMI買収手法策定

買収戦略策定
ターゲット選定

クロスボーダーM&A
関連不正リスク

経営リスク

M&A固有リスク

事業環境： 政治、経済、社会、カントリー等
災害事故： 自然災害、事故等
経営・組織： 製品、環境、IT、人事労務、法務、財務、戦略、情報、販売等

買い手： ①簿外債務・不要資産などの承継 ②多額ののれん発生（高値での買収）
③資金調達 ④経営統合失敗 ⑤経営再建失敗

売り手： ①買い手が見つからない ②買い叩き ③情報漏洩・インサイダー
④敵対的買収 ⑤アドバイザー選び

例

例

例 DD： 不正の見逃し（汚職、会計不正、サイバー犯罪、個人情報漏えい等）
PMI：不正への未対応（不正環境の見逃し、不正目線での監査の未実施等）

Pre-M&A Execution PMI

一般的なマネジメント

M&Aプロセス

初期DD

初期バリュエーション

財務、法務、税務DD

財務モデル作成

バリュエーション

買収後施策検討

PMI

事業統合・シナジー効果測定等

BIS（バックグラウンド調査）

事前情報収集
（地域・業種・法令等）

不正リスク診断 贈収賄（FCPA） DD

不正（フォレンジック） DD

サイバーDD

個人情報DD

監査権、事後保証条項の検討・追加 不正環境把握

不正監査

体制構築

業務データ、電子メールの調査

• 企業選定ミス
• 不透明なバックグラウンド
• 潜在的不正リスク
• 反社とのつながり

• 汚職・贈収賄
• 財務諸表不正・横領
• 脆弱なIT
• 個人情報の不適切な取扱
• グレーな税務処理

• PMIの失敗
• 業務・システム統合の挫折
• 組織風土の未浸透
• 買収後の不正発覚

事前チェック Confirmatory DD実施 コンプライアンスPG
の設計・導入

不正に対応した
マネジメント

プロセスに潜む
不正リスク例
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一般的なDD項目 不正リスクマネジメントサービス例

 財務
 税務
 法務
 ビジネス
 人事
 IT
 環境
 知財

一般的なDDに、フォレンジックDDをはじめとした「不正」リスクマネジメント策を追加することで、限られた交渉プロセス期間において、不正の

専門的見地から効率的に、見えない不正リスク項目を洗い出し、対応策を助言・策定し、スムーズなPMI移行へと支援します。

デロイト トーマツの不正専門家を起用し、クロスボーダーM&Aプロセスを補強しませんか？

サービス対象となる不正

 フォレンジックDD
 贈収賄DD
 個人情報DD
 サイバーDD
 バックグラウンド調査
 不正リスク診断
 不正環境現状把握
 不正対策方針策定
 不正対策導入
 不正監査支援

フォレンジックDDにおける手続き例

会計不正
架空売上
負債/費用隠蔽

汚職
贈収賄（FCPA）
カルテル・談合
利益相反

情報不正
品質偽装
情報漏えい

横領
現金/商品奪取
不正支出

デロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

フォレンジック＆ クライシスマネジメントサービス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル

TEL：03-6213-1180／FAX：03-6213-1085
E-mail dt-cm@tohmatsu.co.jp

取引データ分析
ウォークスルーテスト
個別手口の調査

報告書の作成
発見事項の要約
是正策の提言
報告会の実施

DD発見事項の是正措置
DD発見事項の再発防止
措置
不正リスクマネジメント構
築・強化支援
不正監査計画・実行支援
ガバナンス強化支援
FCPA対応支援

情報収集
ビジネスの概観理解
対象範囲・手続決定
チームアップ（現地チーム
を含む）

DD範囲決定

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

トランザクション分析 レポーティング PMI支援

各種規程の分析
統制手続きインタ
ビュー
To Beとのギャップ分
析

コンプライアンス分析

メールレビュー
情報漏えいリスクの分析

デジタルフォレンジック/サイバーリスク対応

バイサイドDD、セルサイドDD、PMI時の実施を想定 PMI時の実施を想定

※ フォレンジックDDの手続は、対象範囲を事前に協議のうえ決定し実施します

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/

	スライド番号 1
	スライド番号 2

