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　フロンティア・マネジメントは、創業から7年目に入りました。これまでお世話になったお客様や

その関係者の方々、そして、これから弊社とのお付き合いを検討されている企業様等に、逐次、有

用なコンサルティング又はM＆A等の情報をタイムリーにご提供するとともに、弊社の業務内容を

より良く知っていただくため、機関誌『Frontier Eyes』の創刊をさせていただきました。

　昨年末の自民党政権への政権交代以降、「アベノミクス」による金融緩和の効果等もあり、円安及

び株高の傾向が継続し、企業を取り巻く経済環境は好転しつつあります。しかしながら企業としては、

中長期的な視点から、少子高齢化による内需の縮小傾向への対応としての海外展開の強化、又は、

為替の変動等の影響を受けない製造体制の構築等のため、抜本的なビジネスモデルの転換又は再構

築を行っていくことが必要だと我々は考えています。むしろ、現在の経済環境の好転時期こそ、こ

のようなビジネスモデルの転換又は再構築の絶好の機会とも言えるのではないでしょうか。

　弊社は、コンサルティング、M＆A、再生支援及び財務調査といった従来の4つの主要業務に加えて、

ここ数年は、アジア地域（中国及びASEAN諸国等）における海外進出支援業務等にも力を入れて

います。ここ最近でいうと、中国関連では、新規の進出支援業務に加えて、子会社のFrontier 

Management（Shanghai）Inc.を通じて行う中国へ進出した日本企業の業務運営等の支援業務、

ASEAN関連では、シンガポール支店を通じて行うマレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム等の

企業とのクロスボーダーM＆Aアドバイス業務が、顧客の関心が高い分野の業務となっています。

　弊社としては、お客様の様々なニーズに対し、各業界の専門家メンバーの知見を活かした総合力

を駆使しながら、柔軟なサービスを提供していく所存ですので、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。

巻 頭 挨 拶

　フロンティア・マネジメントとして、初めて機関誌『Frontier Eyes』を発行することになりました。

かねてから、弊社が様々な案件で培った知識を積極的に皆様に情報発信しなくては、という焦燥感

がありましたが、実際の機関誌実現までに創業から7年という月日を要しました。

　7年という弊社の社歴をどのように考えたらよいのでしょうか？

　人間で言えば7歳は七五三の歳に到達したに過ぎません。昔は乳幼児の死亡率も高く、「7歳まで

は神の子で、7歳になって初めて人間」と認められていたため、七五三という行事が行われてきた

ようです。7歳はまだまだ「ひよっこ」です。

　一方で、ITを中心に技術進歩や産業構造の転換がスピードアップする現代では、変化のスピード

の速さをドッグイヤーと呼んだりします。ドッグ（＝犬）で7歳と言えば、人間では40代前半の「初老」

に相当します。

　事ほど左様に、7年という社歴は考え方によって短いとも長いとも言えます。

　創業から7年経ったとはいえ、「ひよっこ」の会社としてベンチャースピリットを失うことなく、

本機関誌では皆さんの心に残るようなエッジの立った問題提起をし続けなくてはならないと考えて

います。一方、犬で言えば初老に達した弊社の社歴に鑑み、しっかりとした構造的かつ長期的な分

析を行い、末永く皆さんの本棚に残してもらえるような「Long shelf life」なレポートを出していか

なくてはならないとも思っています。

　何はともあれ、本誌は弊社の機関誌第１号ということで、今後も試行錯誤を繰り返して内容をブ

ラッシュアップし、皆様の知的思考活動にお役に立てるよう頑張っていく所存ですので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。
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　2007年1月の第12回ASEANサミットにお
いて、2015年までにASEAN経済共同体
（AEC：ASEAN Economic Community）を
設立するとの合意がなされた。さらに、2007
年11月の第13回ASEANサミットでは、AEC
設立に向けた工程表となるAECブループリン
トが採択され、そのなかでAECは、❶単一の
市場と生産基地、❷競争力のある経済地域、
❸公平な経済発展、❹グローバル経済への
統合、を体現するものとして定義されている。
　AECは、1990年代から構築されてきたAS
EAN自由貿易地域（AFTA：ASEAN Free 
Trade Area）を中心として、物品・サービス

の貿易、投資、熟練労働者、資本の自由な
移動を実現し、ASEAN間格差是正のため
の域内協力などを含んだ質の高い経済統
合を目指している。
　現在AFTAでは、2010年1月よりASEA
N6（先行加盟の6カ国：タイ、マレーシア、
インドネシア、フィリピン、シンガポール、ブル
ネイ）において一部の例外を除き、域内の
物品関税は撤廃され、2015年にはCLMV
（後発加盟の4カ国：カンボジア、ラオス、
ミャンマー、ベトナム）を含めた関税の撤廃
が予定されている。
　また、2015年のAEC創設に向け、過去
の取り組みを整理・発展させる形でさまざま
な協定が締結されている。
　AFTAに関して、その根拠となる従来の

共通効果特恵関税（CEPT）協定に代わ
り、2010年5月にはASEAN物品貿易協定
（ATIGA：ASEAN Trade in Goods Agree-
ment）が発効された。ATIGAは、全11章
98条で構成され、これまでの協定を整理・
一体化する形で自由化の対象品目・対象
事項を拡大し、関税自由化、原産地規則、
貿易円滑化、税関手続、適合性評価手続、
衛生植物検査、貿易救済措置等を織り込
んだ、より包括的な協定になっている。
　投資分野でも、2012年3月に既存のASEA
N投資促進保護協定（AIGA：ASEAN Invest-
ment Guarantee Agreement）、ASEAN投資
地域（AIA：ASEAN Investment Area）枠組
み協定を統合した、ASEAN包括的投資協
定（ACIA：ASEAN Comprehensive Invest-

ASEAN
各国の宗教

表1

AECのサブセクター 図1

北AEC
仏教圏

南AEC
イスラム教圏

ment Agreement）が発効されている。従来
のAIAでは在ASEAN企業でも外資が過半
を占める企業は対象とならなかったが、ACIA
では対象となるASEAN投資家については資
本の持ち分要件への言及がなく、外資比率
が過半を占める企業であっても対象となる点
が注目されている。
　また、主に制度面の統合を規定したAEC
ブループリントを補完する形で、2010年には
各種インフラの整備に関する連結性の強化
を打ち出し、物的・制度的・人的ネットワーク
の強化を推進するための「連結性マスター
プラン」が採択されている。2011年には東ア
ジア首脳会議（EAS：East Asia summit）
にて「ASEAN連結性に関するEAS宣言」
が採択され、EAS参加国の支援が表明さ
れるなど、AEC創設とさらなる発展に向け
た取り組みが進んでいる。

　2015年のAEC創設を待たず、既にASE
AN6間のビジネスは活性化されており、こ
こにCLMVが加わることでさらなる成長の加
速が予想されている。AECについては、こ
れまで策定されたさまざまな計画をASE
AN各国政府がいかに実行していくか、また、
連結性マスタープランの実行に向けて、今後
想定される巨大なインフラ投資資金をどう調
達するのかなど、課題は残るものの、2015
年以降もASEAN発展に向けさらに強化・
発展していくものと思われる。
　AECの今後の方向性を示唆する仮説とし
て、AECは北AECと南AECに分かれ、南
北のサブAEC内でさらに貿易が活発化する
ことが予見される《図1》。主に宗教的な要
因によって分けることができ、北AECは仏
教国である、タイ、ベトナム、ラオス、カンボ
ジア、ミャンマー、南AECはイスラム教国を
中心に、シンガポール、マレーシア、インドネ
シア、フィリピン、ブルネイになると考える
（シンガポール、フィリピンは例外だが、属性

としてはイスラム教の影響が大きいと予想さ
れる）《表1》。

　AECが南北のサブセクターに分かれ発展
すると仮定した場合、日本企業が取るべき
ASEANへの対応としては、北AECではタ
イ、南AECではインドネシアやマレーシア、
そして金融のハブであるシンガポールを中心
としてASEAN全体戦略を策定・実行して
いく必要があると考える。すでに６億人の経
済圏であるASEAN域内にどのように参入し
ていくか、もしくはすでに参入している企業
はいかに強化していくかが、世界の中で安
定的に経済が成長しているASEANにおけ
るポイントとなる。
　また、日本企業に限らず、ASEANをひと
つの経済圏として捉える傾向は年々強まって
いる。当然ながらひとつの経済圏といっても、
6億人のなかには、様 な々宗教・文化・言語
が混在しており、各国間の差異も多く、それ
ぞれに適した対応が必要となる。しかし、
ASEAN全体を捉えた戦略を前提として各国
に対応していくことで、ASEAN横断的な施
策の実行が可能となり、それに伴うさまざまな
メリットを享受できる可能性もある。したがっ
て、日本企業としては、ASEAN内の地域も
しくは特定の国において、今後何をどうして
いきたいのか、そのために、各国のそれぞ

れにおいてどんなプレイヤーと連携していく
ことがよいのかなどを検討していくことが必
要だと言える。
　最後に、日本企業がASEAN市場や企業
に対して提供し得る付加価値は何か、ASE
ANは日本企業に何を期待しているのかを考
え、どういった形でWin-Winの関係を構築
することができるのかというような、ビジネス
では極 当々たりまえの市場調査、分析、戦略
立案、そしてアクションプランを構築すること
が、ASEANビジネスで参入リスクを低減す
ることになり、かつ成功の蓋然性を高めるこ
とにつながるのではないかと思われる。

上智大学外国語学部卒業、ハーバード
大学行政大学院修了。1991年にスイ
ス銀証券会社東京支店（現、UBS証
券㈱）に入社。2003年に㈱産業再生
機構に入社し、マネージングディレク
ターに就任。2007年に㈱東京証券取
引所に入社後、2009年に㈱TOKYO 
AIM取引所の代表取締役社長に就
任。2012年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。2012年12月のシンガ
ポール支店開設時にシンガポール支店
長に就任。

AECは2つのサブセクター
に分かれ、さらに活性化する

2015年AECの創設と
ASEAN経済の活性化

AECは将来的に
大きく２つの地域に分かれる

日本企業にとっての
ASEAN各国との関わり方

Tetsutaro MURAKI

村木徹太郎
専務執行役員  シンガポール支店長
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AECの将来性とASEANに対する
日本企業の関わり方

2015年に予定されているASEAN経済共同体（AEC：ASEAN Economic Community）設立により
ASEANのさらなる成長が予想される。

そこで、将来的なAEC発展の方向性とASEANに対する
日本企業の関わり方について考える。 
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国 名

タイ
ベトナム
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ラオス
ミャンマー
シンガポール
マレーシア
インドネシア
フィリピン
ブルネイ
合 計

国土面積 人 口
( ㎢ ) （百万人）

513,120

331,690

181,035

236,800

678,500

712

330,803

1,904,569

299,764

5,767

4,482,760

63.9

88.3

15.0

6.2

61.2

5.2

28.3

237.6

94.0

0.4

600.0

宗 教
仏 教 イスラム教 キリスト教 ヒンドゥー教 儒教・道教 その他

91.8%

80.0%

96.4%

90.0%

89.0%

33.3%

20.0%

0.6%

-

13.0%

4.5%

-

2.1%

-

-

14.7%

61.0%

88.1%

4.6%

67.0%

0.7%

7.0%

-

-

-

18.4%

9.0%

9.3%

87.4%

10.0%

-

-

-

-

-

5.1%

6.0%

1.8%

-

-

-

-

-

-

-

10.9%

1.0%

0.1%

-

-

7.5%

13.0%

3.6%

10.0%

11.0%

17.6%

3.0%

0.1%

8.0%

10.0%

出所：World Economic Outlook database October 2012、日本アセアンセンターHPより



小売業における“場の力”の重要性
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　新聞や雑誌で百貨店やＧＭＳ（総合スー
パー）、ＣＶＳ（コンビニエンスストア）といっ
た業態の括りで、それぞれの業態の不振
や飽和などを論じるコメントはよく目にする。
ただ、フロンティア・マネジメントが関与する
小売業各社の動向によれば、そもそも20年
以上も前から規定された業態単位の括りで
物事を捉えることが近年難しくなってきたと
感じている。
　市場規模全体が堅調で消費者の購買行
動がシンプルだった時代においては、お互
いの価格帯（プライスゾーン）や品質、品
揃え、売り方、立地の違い等で棲み分けが
可能で、その棲み分けされた類似企業群
を一括りにして業態と称し扱ってきた。こう
した業態の分類は、各社の成功事例をパ
ターン化し、各々が水平展開することで、

事業拡大時にスピードや投資効率を上げる
効果があったものと考えられる。
　しかし現在、市場規模が縮小する一方
で、小売各社の出店意欲は衰えず、ネット
通販に代表される販売チャネルの多様化が
競争激化を招いている。加えて、インターネッ
トやスマートフォンの普及等が多くの情報を
もたらし、消費者の購買行動も複雑化させ
ている。結果として、従来の業態の考え方
だけでは既存店舗の収益基盤を支えるだ
けの顧客ニーズを捉えきれず、必然として
従来の枠組みを超えた他業態の商品や
サービスを展開し互いの市場を侵食し合う。
業態間の垣根はどんどん低くなり、業態の
常識に捉われない新興勢力が忽然と現れ
る時代と言える。

　事実、過去の業態の垣根が低くなる、あ

るいは常識が変わる事例をあげると《表１》
の通りである。
　例えばこの事例の中で、同じドラッグスト
アでもコスモス薬品のような食品売上構成
比が過半を超える企業もあれば、調剤薬局
を導入し医薬品の強化をしている企業もあ
り、これらを同じドラッグストアとして考える
こと自体に無理が生じている。今後このよう
な動きがどんどん起こることによって、近い
将来に従来からの考えで業態を分類する事
自体が意味をなさなくなり、業態という言葉
は概念の組替えが起こるか、或いは無くな
る可能性すらあると考えられる。

　こうした従来型の業態の概念が通用しな
くなる環境下で、主要な小売企業はどのよ
うな対応を見せているだろうか。その動向
を大きく捉えると、「コングロマリット化」と
「複合チャネル化」によって成長を確保する
方向性が覗える。
　まず「コングロマリット化」とは、旧来の事
業リスクを分散させる為の多角化とは少し異
なり、現状の事業ドメインを生かしつつ、シ
ナジーのある分野に展開し事業分野を徐々
に広げていく考えであり、イオングループやセ
ブン＆アイグループによる金融事業への進出
や、ヤマダ電機の住宅事業分野への進出な
どが挙げられる。
　次に「複合チャネル化」とは、販売チャネ
ルや顧客ターゲットを広げるための取組みを

業態の垣根が下がる、常識が変わる事例表1

小売業に重要な“場の力”図1
表すものであり、ネット販売への進出や小型
店展開による小商圏対応、アジアなど海外
への進出・展開等がある。
　これらの「コングロマリット化」と「複合チャ
ネル化」の動きによって、主要な小売企業は
それ自体が業態同様に複雑化しており、企
業同士の単純比較が難しくなってきている。
例えばイオングループは連結営業収益で５
兆円を超えてホームセンター業界やドラッグス
トア業界の市場規模を凌ぐ規模であるが、
かつてのＧＭＳ業態と分類するには無理が
あり、単純に比較できる対象企業がもはや
無くなっていることからも想像に難くない。

　今まで説明してきた一連の動きは、今後
小売各社が同業との相対的な競争だけでは
なく、より絶対的な価値を創出しなければな
らなくなることを表している。そしてここで言
う絶対的な価値とは、広義の意味での顧客
（消費者だけでなく店舗オーナーや取引先
等）から見た自社に対する魅力のことである。
　今回は、店舗オーナーからの魅力を向上
させ、絶対的な価値を創出するために、小
売業が“場の力”を活用する重要性につい
ていくつかのパターンを交えてご紹介する。
この概念は目新しいものではなく、以前か
ら本質的に存在してきたものと考えられる
が、改めて“場の力”をどのように活用すべ
きなのか考える契機となれば幸いである。

◉“場の力”を利用する『立地開発能力』
　例えば、同じ商圏人口の場所や同じ乗降
客数の駅であっても、小売業として有効活
用されている場所とそうでない場所が存在
するように、その有効な場所を探し出す力
あるいは創出する力が求められる。探し出
す力としては、優れた店舗開発担当者が備
えていると思われる不動産の情報収集力や
立地を目利きできる力であり、創出する力と
しては、ＪＲ東日本が展開する駅ナカ開発の
ような、別の目的で人が集まる場所を小売
の立地として生かす事などが事例として挙
げられる。

◉“場の力”を引出す『テナント編集能力』
　“場の力”を利用し、いい場所を確保で
きたとしても、自社の店舗単独では十分な
集客ができない場合に求められるのが、“場
の力”を引出す力である。特にロードサイド
に見られる現象として、各々の単独店舗で
は立地として魅力度に欠けても、複数の店
舗が一カ所に集まることで商業集積をなし、
魅力が高まることがあるように、これを自社
の力でコントロールする能力のことである。
ショッピングセンター（アウトレットモールや
ネイバーフットショッピングセンターも含む）
の運営能力とも言い換えられる。

◉“場の力”を強くする『集客力』
　前に述べた２つは、集客力のある場所を
探すあるいは作り出す行為であるが、そも
そも自社の保有するコンテンツについて、店
を出せば絶対に顧客が集まる自信があれ
ば、どこに出店しようとも問題にならないし、
それだけ魅力あるコンテンツならば、“場の
力”を高めたいプレーヤーから、周りのテナ
ントへの波及効果の期待により、勝手に好
条件で誘致されるはずである。

◉“場の力”で収益を生む『賃料支払能力』
　最後は不動産オーナーの立場から考える
と、集客力のあるコンテンツだけを集めても
利益には結びつかず、利益を上げる為には

場所の魅力度を高めた上で、魅力を感じる
店子から、高い賃料を受取らねばならない。
したがって、当たり前であるが同じようなコ
ンテンツであれば、より支払家賃の高い方に
魅力を感じる。翻れば小売サイドは同じ売
上であっても、より高い家賃が払えるような
損益構造を作ることが求められる《図１》。

　以上は実店舗をイメージして記述している
が、実際にはネット販売の世界でも全く同様
であると考えられる。例えば、楽天やゾゾタウ
ン等のサイトはそのアクセス数から考えると
“場の力”を保有しており、その力を利用した
い店子が魅力あるコンテンツを提供することで
“場の力”を高める相乗効果を生んでいる。

　今回は小売業にとっての“場の力”の重要
性について述べてきたが、これは１つの視点
であり、実際にはこれ以外にもいくつかの重
要な視点を総合的に捉え、各社の将来に向
けた成長戦略が検討されるものと思われる。
弊社は、小売業の豊富な経験を基に様 な々
視点を保有し、適切な成長戦略立案や中期
経営計画策定に関するサポートが可能であ
ると自負しており、事業に関する悩み等があ
る場合には是非ともお気軽にご相談いただ
きたい。

市場規模の縮小傾向や消費者の
情報獲得がもたらす影響

業態を論じる限界

「コングロマリット化」と
「複合チャネル化」の動き

小売業は競争力の源泉である
“場の力”の活用の再考を

最後に

香川大学経済学部卒業。1991年に㈱
ダイエーに入社。店舗販売業務を3年
間経験後、一貫して経営企画業務に従
事し、2005年に関連事業本部長に就
任。その後、経営企画本部長、財務本
部長などを歴任。2008年に㈱エーエ
ム・ピーエム・ジャパンに入社し、経営
戦略本部長に就任。営業本部長代理
を経て、2009年にフロンティア・マネ
ジメント㈱に入社。

Shinji HIKOE

彦工 伸治

コンサルティング第1部
マネージング・ディレクター
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小売業における
“場の力”の重要性
小売業の競争環境は人口動態やインターネットの普及によって、
業態やチャネルを超えた構造へと複雑化が進んでいる。
こうした中で、小売各社は自社の得意領域を見極め、
その強みと“場の力”をどう活かしていくのかが今問われている。

消費財トピック

“場”
（＝人が集まる場所）

“場”の力を利用する

“場”の力を強くする
（集客力） （賃料支払能力）

“場”の力を引出す

“場”の力で収益を生む

（立地開発能力） （テナント編集能力）

業態

所有者としての能力

テナントとしての能力

コンビニエンス
ストア

ドラッグストア

外 食

アパレル販売

家電量販

代表企業

ローソン

コスモス薬品

バリュー
クリエイト

ゾゾタウン

アマゾン

過去の常識

鮮度管理が難しく、
生鮮食品の取り扱いが難しい

医薬品か化粧品の品揃えで
特徴がある

FLコストの抑制が重要である

サイズやコーディネートの実物確認が
必要でネット販売には適さない商材

商品説明や価格交渉等
対面での説明が必要な商材

常識の変化

一部店舗で生鮮食品の
販売を強化

食品の取り扱い構成比が
50%を超える

あえてFLコストを
抑えない店舗を展開

ネットでコーディネートの
提案を行う

ネット上の情報だけで
対面販売は行わない
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　日本の製造業の凋落が議論され始めて
からは既に久しく、かつて世界のトップラン
ナーであった日本の半導体や家電メーカー
の苦境は連日のようにマスメディアでも喧伝
されている。本稿では詳細な議論は行わな
いが、こうした現象の背景としては、❶先進
国と同等の機能でありながら低価格の製品

を求める新興国中産階級が台頭したことで、

グローバル消費者ニーズの重心がより価格

重視へと変化したこと、❷それにより従来比
で格段に大きくなった規模の経済のレバレッ

ジによるメーカー間競争が激化したこと、が
主要因として挙げられよう。
　しかし、そうした中にあっても、品質や
納期等を武器に、依然としてグローバルシェ
アで首位を維持する日本企業が多数存在
することもまた事実である。ただ、そうした
グローバルシェア首位を誇るメーカーの業績
が厳しさを増し、フロンティア・マネジメント
にてコンサルティング業務の支援をさせて頂
く事例が昨年来増加してきている。これら
の事例は、業種としては一般的には日本企
業が依然として優位性を保っているとされて
きた、機械や電子部品メーカーがやはり大
半である。自動車産業などと並び、これま
で日本企業の競争力の象徴であったこれら
業種のグローバルシェアNo.1企業の業績悪
化に、今後の日本の製造業が取り組むべき
経営課題を見出すことができると考えられ
る。そこで、こうした事例の中から、どのよ

うな課題に対して、どういった対策を打つ
べきであるかを考えてみたい。

　弊社が支援をする一連の事例では、利
益率の低下が顕在化している一方、意外な
ことにグローバルシェアが大きく低下してい
る例は殆ど見あたらない。その背景として
は、既存製品の値下げ販売や低価格製品
の新規投入が行われ、結果として市場シェ
アは維持されているが、利益率が悪化して
いるケースが多い。このことからは、依然と
して多くの日本企業が、利益や収益性より
も、市場シェアや売上をより重要な経営指
標・KPIとして、意識的あるいは時に無意
識的に経営判断の根拠として用いているこ
とが推察される。
　利益よりも売上・シェアを重視する経営
手法は、直接的かつ短期的に利益低下を
惹起するだけではなく、中長期的な業績回
復を阻害する危険性をもはらんでいる。グ
ローバルシェアが少なくとも表面上は維持さ
れることで、現在進行中である市場及び顧
客ニーズの変化を軽視してしまうリスクを増
大させる。言い換えれば、利益を伴ったか
つてのシェアNo.1と、利益を犠牲にした現
在のシェアNo.1は本質的に異なるものであ
るにも関わらず、シェア重視の考え方からは
こうした変化の意味を見過ごしてしまいがち
である。実際に経営陣へのインタビューで
も、「シェアは落ちていないのだから、業績

回復には自信がある」との答えが返ってくる
ことが多い。とりわけグローバルシェアNo.1
企業の場合は、往々にして自社が市場のこ
とを最も良く理解しているとの認識を持って
いることが多く、市場変化の理解が遅れが
ちとなっている。

　更に問題を複雑にするのは、グローバル
消費ニーズの重心がより価格寄りへとシフト
しているとは言え、こうした競争圧力が単
純に自社事業全般に対して一様に影響を与
えるものではないということである。ある電
子部品メーカーの場合は、同一製品セグメ
ント内でも製品用途によって売上が増加し
たものと大きく減少したものが共存していた
し、機械メーカーの例では、競合他社比で
の販売単価差はここ数年でむしろ拡大した
（より高いプレミアムを付けて売ることができ
た）製品セグメントも存在した。
　こうした例から言えることは、現在日本企
業としてグローバルシェア首位を維持してい
る業種・製品においても、これまでの競争
優位が依然有効な部分と、もはや競争優
位が失われてしまったものが相当程度混在
しているということである。換言すれば、価
格競争がどの市場セグメントで発生している
かの正確な見極めが必要であり、逆に非価
格性の競争優位が維持されているとすれ
ば、それはどういった内容で、今後も維持
されるためには何が必要であるかの正しい

シェア首位製造企業の陥り易い落とし穴図

理解が重要である。
　特に、これらグローバルシェアNo.1企業
は、機械、電子部品メーカーなどであるが、
いずれも最終消費者からはかなり上流にあ
る業種である。したがって、自社製品の用
途先や最終ユーザーのセグメントについて
は、多様な広がりを持っており、自社製品
の市場及び顧客ニーズの把握は非常に重要
である。にもかかわらず、こうした最終消費
者から離れたレイヤーにある日本メーカーの
場合、最終顧客のニーズ把握の機能は脆
弱であることが多い。自社の直接の取引先
が商社や販売代理店であるケースでは、販
売チャネルからの情報入手も限定的であり、
一段と顧客ニーズの把握を困難にしている。
　また、こうした市場セグメント毎の適切な
競争環境の把握の上に、不必要な価格引
き下げ戦略を採らないことも重要である。
特に、先述のようなシェア・売上を重視する
企業風土においては、本来価格引き下げが
不要な製品・顧客セグメントに対してもシェ
ア維持と言う名目で値下げを実施し、利益
率の低下を招く危険性を内包している。

　他方、一旦価格競争に晒されている顧客・
製品セグメントが明確になった場合には、そ
こに対する戦略についても十分な検討が必
要となってくる。具体的には、低価格製品
の開発・投入による市場シェア防衛を行う
か、あるいはそのセグメントからの撤退を決
断するかの選択肢が考えられる。

　グローバルシェアNo.1企業の場合は、前
者を選択する傾向が強いと考えられるが、注
意が必要である。実際にも、単に従来から
のフルラインアップ戦略の慣性によって、低
価格製品の投入が決定される例が多くみら
れる。しかし、従来の競合とは異なるプレイ
ヤーとの価格競争であることを認識した上
で、それら新規競合との競争に耐えうる低
価格製品の設計、調達、生産能力が自社に
備わっているのかを十分吟味すべきである。
低価格製品の生産を高コストの国内製造拠
点で見切り発車してしまう例や、生産自体は
海外製造拠点で行うものの部品の調達先の
大半が日本国内のままであって十分なコスト
低減が図れない例などが見られる。
　一般的には、半導体や液晶といった製
造プロセス上、グローバルベースでの規模
の経済が圧倒的な競争優位を作り出す製
品では、売上規模及び市場シェアの追求は
意味のある戦略である。しかし、現在日本
企業が市場シェアNo.1となっている業種・
製品では、規模の経済による優位性が必ず
しも決定的要因でないものも少なくないと考
えられることから、その影響度合いについ
ては業種・製品ごとに詳細な検討が必要で
ある。市場シェアを維持することにさほど意
味のない製品である場合は、価格競争に晒
されているセグメントからの撤退の決断を行
うことが求められよう。

　円安への動き、TPPへの参加表明、解

雇規制の緩和に向けた動き、と昨年まで「六
重苦」と言われた日本の製造業を取り巻く
厳しいマクロ要件は、直近では改善の兆し
が見え始めている。当然こうした状況が、
個別のメーカーにとっても追い風となりつつ
あるのも事実であろう。ただ一方で、長年
にわたり個々の日本の製造企業が抱えてき
た弱点については、各社個別の経営努力に
よって解決するしかない。特に、グローバル
な競争の激化に直面する現在、早急なアク
ションが今までにも増して必要な状況になっ
てきていると考える。具体的には、市場シェ
ア重視主義との決別、脆弱な顧客ニーズ把
握機能の強化を行い、顧客・製品セグメン
ト別の徹底した差別化戦略の検討を経た
上で、顧客・製品ポートフォリオの見直しを
行うことで収益性の回復を図ることが有効
であると考える。

本質的変化を見えにくくする
シェア重視戦略

業績悪化に陥る
グローバルシェア首位メーカー

競争優位の変化は一様でなく
詳細な分析が必要

慣性による安易な
価格競争対応は回避すべき

シェア重視との決別と
顧客ニーズ把握機能の強化を
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グローバルシェア首位メーカーの
陥りやすい落とし穴
グローバルシェア首位メーカーの業績悪化事例が増えてきているが、そこには、
シェア重視経営や顧客ニーズの把握不足といった日本の製造企業の
長年の経営課題が凝縮されていると考えられる。
グローバル競争の本質が変化している中、早急な対応が必要である。

産業財トピック

東京大学法学部、コロンビアビジネス
スクール卒業。1990年に全日本空輸
㈱に入社。1995年にメリルリンチ証
券会社（現、メリルリンチ日本証券
㈱）に入社し、投資銀行部門を経て、
1999年に株式調査部に移籍。2004
年にマネージング・ディレクターに就
任。2009年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。

Yasumasa GODA

合田 泰政
執行役員  コンサルティング第2部長

戦略再構築の遅れ

収益性の悪化市場シェア
重視経営

顧客ニーズ把握
機能の不足

グ
ロ
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ル
消
費
者

ニ
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ズ
重
心
の
変
化

勝算の薄い低価格戦略の実施

シェア防衛の結果として
顧客ニーズ変化の軽視

自社優位セグメントでの
不要な価格引き下げ

具体的悪影響（例）
経営上の問題点
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　コンサルタントは、「企業にとって医者のよ
うな存在である」と一般的によく言われる。
　コンサルティング（consult）の語源はラテ
ン語の「consultare（熟慮する、共に座し
て議する）」であり、そこから派生した単語
「consult」の意味は医師や弁護士等の専門
家に「相談する、協議する」ことであること
からも、コンサルティングの実施はまさに企
業に対して医療行為を行うことであると言え
るが、実際、コンサルティングのプロセスは
大枠において医療のそれと同じである。
❶診断

事実を直視し原因特定と仮説設定を実施

　発熱・痛み・不快感等といった「症状」
を客観的に把握すると共に、既往歴含めて
「過去からの経緯」を明確化する。その上で、
病気の原因に関する仮説を設定する。
❷治療計画の策定

診断結果を踏まえ、ゴール設定及びゴール

に至るまでの方策（戦略・計画）を策定

　目指すべき健康状態及びその実現のため
に必要な治療方針を明確化する。
❸治療の実施

ゴールに向かって計画を遂行

　進捗管理を行いながら、治療計画に従っ
て治療（投薬、生活改善、食事改善、健
康増進等の施策）を遂行する。
❹予後管理

継続的な検診と必要に応じた対処を実施

　再発防止等の観点から、人間ドックや定

期健診で定期的にチェックを行い問題が確
認された場合は適切に対処する。
 　「consult＝協議する」という意味からも
分かる通り、コンサルティングは本来「双方
向型」のコミュニケーションを取りながらプ
ロセスが進められるべきものであるが、実
際は必ずしもそうなっていないケースもあ
る。コミュニケーションが「押付け型（一方
的）」か「双方向型」かは、一連のプロセ
ス（プロジェクト）の成否を左右する最大
要因の一つであるが、医療の現場では患
者が医療行為に慣れていることもあり「双
方向コミュニケーション」スタイルが取れて
いることが少なくない一方、コンサルティン
グにおいては結果として「押付け型」スタイ
ルとなってしまっているケースが少なくない。
これはクライアントがプロセスに慣れていな
いことが一因ではあるが、実際多くのクライ
アントがコンサル慣れしていない現状をふま
えると本来的にはコンサルタントのほうが常
に念頭に置いておかねばならない事項であ
ると考えられる。
　以下では、実際の各プロセスにおいてよ
く発生する課題を「コミュニケーション」の
観点から明確にし、クライアント（患者）目
線からどのように回避すればいいのか考え
る際の参考としたい。

　コンサルタントは、クライアントからの依頼
により短期間での分析～解決策策定を求め

られることから、仮説を設定した上で業務
（治療）を行うアプローチをとる。仮説は、
コンサルタントがこれまでの経験を踏まえて
（検証することを前提に）トップダウンで設
定していることが多いが、結果として正しい
可能性が相応にある一方（経験値が高け
ればその可能性は相対的に高まる傾向にあ
る）、当該クライアント固有の事情や直近の
経済・競合環境変化がある中で、必ずしも
適切（最適）でないこともある。
　本来的にはまず最初にしっかりとした仮
説検証がなされるべきであるが、実際は時
間的な制約やコンサルタントの力量（検証能
力）の制約、もしくはそもそもそのプロセス
をコンサルタントが重視するかによって検証
プロセスが割愛（もしくは簡素化）されてし
まうことがある。その意味で、まずはそもそ
も検証プロセスが存在しているかどうかに
つきクライアント側は留意する必要がある。
　検証がなされている場合においては、そ
れが十分に客観性の高いものとなっている
か、具体的には数字をベースとした定量的
なものとなっているか、また定量的であった
としても恣意性がないかどうかの確認が必
要となる。
　これらを踏まえて、クライアントとコンサル
タントが双方向型のコミュニケーション（対
話）を行うことを通じて仮説の納得性を高
めていけばプロジェクトの成功確度は上が
るし、そうでなければ逆の結果となる可能
性が高まる。
　なお、これを実現させるためには納得力
のある客観的事実による分析とロジック作り

の能力、及びそれを意思疎通させる能力が
コンサルタントには求められる。
（この点、フロンティア・マネジメントは客観
的目線としての「定量的」アプローチを非
常に重要視している。）

　計画策定までは自社でもできるが、わが
社はいつもその実行ができない、という相
談がよくある。医療でいうと治療計画は作成
できるのだが、薬を飲んだり治療を続けたり
することができない、という悩みだが、会社
に入り現状を確認すると、その理由は大抵
以下の2点のどちらかである。
　１つ目のケースは、そもそも計画に実現性
が乏しかった場合であり、前述の「定量化」
が甘かったまま計画実行フェーズに入ってし
まったケースがこれに該当する。例えば、そ
もそも業界環境が非常に厳しく、成行きで
見れば売上が前年比95%で落ちていくよう
なケースにおいて、計画をトップダウンで「前
年比105%」等と設定しているパターンであ
る（「今までのトレンドが低すぎたのであって
来年度は事業環境が好転するはず」とか
「○○との取引強化により（金額は読めない
が）売上が増強されるはず」等）。経営陣
の希望的観測や思い・推測でそのように設
定されてしまっているのだが、患者が自分で
処方を考えるやり方が有効でないということ
であるので、専門家と実態（成行）を客観
的に把握した上で、それに対して有効な施

策を立案・実行するアプローチをとるべきで
あり、数字作りが専門家主導であれ会社主
導であれ、双方向のコミュニケーションを通
じて両者が内容を納得できる水準まで高め
ていく必要がある。
　もう１つのケースは、計画はしっかりとした
ものができていたが、社内の人間が施策実
行に向けて高い意識をもって動かない、とい
うものである。これは、その施策の必要性
が社内に浸透しておらず、またその実施状
況を双方が共有する場が十分機能していな
い、という場合であり、禁煙が難しいことか
らその実行をサポートする者が必要となる
ケースに該当する。
　計画（施策）を実行に移すにあたっては、
そもそも人を動かしていくという点において、
周知徹底、一体感の醸成（加えて評価報
酬制度とのリンク等）といった一連の取り組
みを適切に設計しコミュニケーション（共有）
をとる必要があり、また、計画実現に向け
て施策の作業プロセス及び実現上の課題を
明確にした上できめ細かくそれらの進捗・
解消状況を確認していくことが必要不可欠
となる。ゴールに向けて一歩一歩進む道筋
を患者と共有（コミュニケーション）していく
プロセスは成功に欠かせない要素である。
　なお、経営管理の領域がコンサルティング
の対象となるとの認識がなかったり必要性を
感じていないクライアントもあるが、実際はこ
ういったコミュニケーションの仕組み作りをは
じめとして、外部による支援が必要かつ有
用である事項は多い。

（この点、弊社ではM&AのPMI含め、各種
実行プロジェクトで得た経験を活用しながら、
実践的なプロジェクトの推進を心がけている。）

　コンサルタントは、「専門家なので初見で
すぐに処方箋を書けるであろう」と期待され
ることも多いが、実際は医者と同様に現状
確認とクライアントの特性・固有性の把握な
くしては最適な仮説設定は出来ない。その
後の仮説検証や実行フェーズも含めクライア
ントとコンサルタントの十分な「コミュニケー
ション」（ロジカルな仮説設定・計画策定を
含む）はコンサルティングプロジェクトの成否
を握る重要な要素であることをクライアント・
コンサルタント双方がより明示的に認識すべ
きと考えられる。

診断・計画策定フェーズでの
注意点

コンサルティングと
医療行為の類似性

計画実行フェーズでの注意点

最後に

�

コンサルティングにおける
「コミュニケーション」の重要性

コンサルティングはよく医療行為に例えられる。プロジェクト遂行においてクライアントが計画に納得していなかったり、
コンサルタントによる計画実行のフォローが十分でないことにより十分な結果がでないことがよくあるが、
医師と患者の関係と同様にクライアントとコンサルタントが「密に双方向型のコミュニケーションを取ること」
（ロジカルな仮説設定・計画策定を含む）はコンサルティングプロジェクトの成功において非常に重要である。

コンサルタントの眼

東京大学工学部卒業。1993年にアン
ダーセンコンサルティング（現、アクセ
ンチュア㈱）に入社。金融担当部門シ
ニアマネージャーを経て、2004年に
㈱産業再生機構に入社。投融資審査・
モニタリンググループ兼プロフェッショ
ナル・オフィスのシニアマネージャーに
就任。2007年にフロンティア・マネジ
メント㈱の設立に参加。

Masaya YAJIMA

矢島 政也
執行役員  コンサルティング第3部長

●事実確認
●仮説設定

●ゴール設定
●計画策定

●計画遂行
●進捗確認

●再発防止
●定期健診

4 予後管理3 治療の実施2 治療計画の
策定1 診  断

医療になぞらえたコンサルティングのプロセスと課題図

課題❷ 計画実現性の低さ・現場の意識の低さ課題❶ 一方的な仮説・ゴール設定

双方向型コミュニケーションの不足
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3. 再生手法個別解説

1. 再生事例の概要

2. スキームの概略

�

事業再生の局面において、財務リストラ手法として用いられる
代表的なスキームに係る留意点を、実際の事例を用いて解説する。
本稿では、製造・販売業を営む企業の例を用いて、
スキームの概要及び留意点を述べていく。

再生事例解説

私的整理における
擬似DES

注1：資本等取引とは、法人の資本金等の額を増加又は減少させる取引、剰余金の分配等をいい、課税所得計算上において、益金又
は損金に算入しないこととされている。

注2：例えば増資払い込みにより取得した有価証券を即座に譲渡することにより、債権者において損失計上を目的とする場合等がこ
れに該当すると思料する。

　首都圏において製造業を営むP社及びそ
の販売子会社S社は、事業環境の変化に
対する対応の遅れにより販売不振を招き、
過剰債務に陥ると同時に、足許の資金繰り
にも窮していた。財務状況の悪化により取引
銀行から通常の追加融資を受けることが困
難である中で、S社が古来の得意先からつ
なぎ資金の融資を受けることになった。しか
しながら、S社の財務状況は大幅な債務超
過であり、債務超過会社への支援融資の実
行は当核得意先の善管注意義務違反の問
題が惹起される。また、S社はP社からのグ
ループ間貸付により20億円の負債を有してお

り、当該P社に対する負債を処理せずにつ
なぎ資金を拠出することには、得意先からの
つなぎ融資とP社からのグループ間貸付を同
順位で取り扱うことになり、つなぎ融資を拠
出する経済合理性が認められない。そこで、
得意先による支援の前提として、S社の債務
超過を解消し、かつP社からS社に対する
既存融資を新規（つなぎ）融資に対して劣
後させることを同時に満たすストラクチャーと
して、P社からS社への債権をデット・エクイ
ティ・スワップ（DES）することを検討した。

　DESとは債権の株式化をいい、P社の有

するS社への貸付債権をS社（子会社）株
式に転換する行為を言う。
　P社はS社の100%親会社ではないため
税法上の適格現物出資の適格要件を満た
さず、また、S社が繰越欠損金を有しない
ことから、通常のDES（真正DES、現物出
資型）によったのでは、債務者S社におい
て20億円もの債務免除益を税務上認識す
ることとなり、多額のキャッシュアウトが生じ
てしまう。そこで、20億円の増資払込金の
ための一時的な資金の拠出をメインバンクに
依頼の上、金銭出資による増資と増資払込
金による既存貸付金の返済を組み合わせた
いわゆる擬似DES（金銭出資型）の手法に
より既存債権を消滅させることとした。具体
的には、《スキーム概略図》のとおり、❶メ

インバンクからの資金を元手に、❷P社が、

S社の第三者割当増資を引き受ける。❸S社

は増資払込金を元手にP社へ既存債務を返

済し、❹S社から返済を受けた資金を元手に

P社がメインバンクへ借入金の返済を行う、
というものである。

　擬似DESを行った場合、債務者S社にお
いては、増資とその払い込まれた現金によ
る債務の弁済をというそれぞれ別個の法形
式として会計処理を行う。税務上の取り扱
いも会計上の取扱いと同様に、増資と返済
とをそれぞれ別個の取引と判断するものと考
えられる。以下、債権者/債務者それぞれ
について税務上の取扱いを整理する。なお、
文中の意見に係る部分は筆者の私見である
ことをお断りしておく。

1債務者の取扱い（新株発行法人S社）
　擬似DESを行った場合、債務者S社に
おいては、第三者割当増資は資本等取引注1

となり、また別途既存債務の返済は借入金
を金銭弁済した行為に過ぎず、真正DESと
は異なり損益（具体的には債務免除益）が
生じず、課税関係は発生しないものと考えら
れる。
　なお、本件では該当しないが、真正DES
の場合には、貸付債権の現物出資を受けた
ものとして取り扱うため、100％完全支配関
係がある場合等一定の場合を除き、当該債
権を時価評価する必要が生ずる。この場合、
債権の時価とはその回収可能性等を勘案し
て評価されることとなるが、再生フェーズに
おける債権については、通常その時価評価
額が低くなることから、債務者においては借
入金帳簿価額と当該時価との差額が債務

免除益となるため留意が必要である。

2債権者の取扱い（増資引受法人P社）
　債権者においては、税務上も金銭による
増資払い込みを行い有価証券の取得をし、
その後別途金銭により既存貸付債権の返済
を受けたものとして取り扱う。この場合、増
資払い込みについては、有価証券の取得価
額が払込み金銭の額（付随費用を含む）と
なり、債権の時価に依らず、また、既存債
権の返済については、帳簿価額で金銭によ
る弁済を受けるのみであるため、原則として
債権者において、課税所得計算上の損益
は認識されない。
　一方で、債務超過会社であるS社に対す
る増資引受けについては、その一連の取引
行為に経済的合理性がない場合注2には、有
価証券の時価と取得価額との差額につき、
増資時に寄附金認定される可能性がある点
に留意が必要である。
　本件においては、債権者であるP社は債
務者S社への増資後においても、当該株式
の売却処分等による損失計上を行う意図は
なく、また、本件擬似DESが得意先A社
によるS社への支援条件となっており、P社
が増資引受けにより、S社の債務超過解消
を行うことは不可避であるため、本件擬似
DESは、税務上も租税回避目的以外の経
済合理性を有する取引に該当するものという
ことができ、寄附金認定課税リスクは低いも
のと考えられる。
　本件では、真性DESではなく、擬似DES
の形式をとることで債務者に生じうる債務
免除益課税の論点をクリアし、支援協議会
や事業再生ADRのように税務上の優遇措
置が制度上認められている手続きを利用す
ることなく、柔軟性に富む純粋な私的整理
の形での支援を実現した。もちろん擬似
DESについては一時的に増資払込資金が

必要となることから、当該払込金相当額の
つなぎ資金の融資を受けられたという点が
本件成立の重要なポイントであった。

　なお、上記以外の税務上の論点として、
増資に伴うイニシャルコスト登録免許税軽
減のために産活法の適用を申請し、増資
後のランニングコスト軽減（外形標準課税
回避・中小企業税制適用）のために、増
資直後に欠損填補の減資を併せて行って
いる。

青山学院大学経営学部卒業。税理士。
都内会計事務所、税理士法人トーマツ
を経て、2012年にフロンティア・マネ
ジメント㈱に入社。

同志社大学経済学部、ノースウェスタ
ン大学ロースクール（LLM）卒業。弁
護士。都内法律事務所を経て、2003
年よりカークランド・エリス（シカゴ）、
2005年よりジョーンズ･デイ( 東京）、
2007年よりアレン・アンド・オーヴェ
リー（東京）にて勤務。2010年にフ
ロンティア・マネジメント㈱に入社。

スキーム概略図図

Takayuki OGURA

小倉 貴之

Shunsuke SAEKI

佐伯 俊介

プロフェッショナル・サービス部
アソシエイト・ディレクター

プロフェッショナル・サービス部
マネージング・ディレクター

金融機関 P 社
S 社 得

意
先
A
社

つ
な
ぎ
資
金
融
資

2
出資払込資金
相当額融資
20億円

1
株式出資
20億円

3
S 社への貸付
20億円の返済

4
払込資金融資
20億円の返済

繰越欠損金
なし

S社への貸付20億円

普通株式20億円

P 社からの借入金20億円

純資産＋20億円
××
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　現在、日本の企業は、業種や規模などに
関わりなく、人口動態、ITイノベーション、
アジア市場などの外部変化に対応を迫られ
ており、このような環境のリスクや機会を的
確に捉え、企業戦略に活かしていくことが
重要な論点となっている。人口動態に関し
ては、労働人口の縮小と高齢化社会を踏ま
えた人材戦略や顧客戦略への展開、IT市
場に関しては、Facebookを代表とする新た
なネットワークの出現とマーケティングへの対
応、アジア市場に関しては、アジア新興国
との競争と協調のバランスなどを検討する
必要がある。

　この様に激変する外部環境に対して、企
業を変革し、成長させるために、企業に必
要不可欠なものとは何か。本稿では、人、
モノ、金などの経営資源というストックに焦
点は当てず、それらの経営資源を連携させ、
価値を生み出す“組織能力”に焦点をあて
る。組織能力といっても、概念的な言葉だ
けに様々な定義がなされるが、ここでは、
坂本義和（2008）が述べる「競走優位獲
得の鍵になると考えられる企業や組織の内
部プロセス」として考察していく。

　日本企業が企業変革をすすめていく上で
必要なものは、❶実践力、❷対話力、❸専門
性の3つの組織能力であると考える。

　まず、最も重要な能力として挙げられるの

が「実践力」であるが、実践力とは、戦略
を構築するだけでなく、実践する力である。
　どのような顧客に対して、どのような価値
を、どのように提供するかという戦略を事業
計画として策定するだけでは企業は変わら
ない。企業の経営者と従業員がその戦略を
腹に落とし、自律的にその計画を日々の活
動に転化し、取引先を味方につけ、サービ
ス・商品などを市場に浸透させるプロセス
が必要である。では、そのプロセスを推進
させるものは何だろうか。経営者はもちろん、
戦略を実行に移す課長や部長などの中間管
理職の企業戦略に対するオーナーシップが
重要であると考える。
　例えば、フロンティア・ターンアラウンドが
関与した、ある日本の百貨店を運営する会
社の事業再生プロジェクトでは、オーナー
シップが推進力となり戦略が実行に移され
た。弊社コンサルタントとクライアントの中間
管理職から構成されたプロジェクトチームで
は、コンサルタントが分析した財務や顧客会
員データと各部門の部課長が現場で体験し
た経験をベースとして、日夜、どのような顧
客を狙うべきか、そのために既存の仕組み
で何を壊すべきか、短期的に何が実現でき
るのか、などの戦略を考え抜いた。そのプ
ロセスを通じて、中間管理職が戦略を自分
のものとして“オーナー化”できた事が、後々
の施策推進へとつながった。売場採算性を
改善するプロジェクトでは、単体では不採算
部門であったアミューズメント部門の課長に
売場改善プロジェクトに参画してもらうことに
より、他売場とのシナジー効果も含めて施

策を検証するアイデアが生まれた。アミュー
ズメント部門の購買点数と他部門の購買点
数の相関を分析した結果、飲食部門や食料
品部門とアミューズメント部門に強い相関が
見て取れ、お客様が「ついで買い」をして
いる可能性が示唆された。自分のアイデアを
基点として戦略が結晶化されたアミューズメ
ント部門の課長は、その後自律的に飲食部
門や食料品部門を跨いだ販促活動を推進す
るようになった。このように、ファクトベース
の分析結果を土台として、経営者はもちろ
ん、中間管理職が戦略にオーナーシップを
持つことが「実践力」には欠かせない。

　続いて重要な能力は「対話力」であるが、
対話力とは、企業経営者や事業責任者が、
現場で起こっている従業員の体験に耳を寄
せ、観察し、経営戦略やマーケティングに
活かす力でありプロセスである。
　例えば、サントリーのウイスキー事業復活
は、飲食店などを担当する現場の営業担当
者から人望が厚く、事実が耳に届き、消費
者のニーズに柔軟に対応できる水谷徹部長
（現在、サントリーホールディングス　執行役
員）が事業トップに就任したことから始まっ
た。実は、サントリーにはハイボールブーム
が生まれる何年も前から、「ハイボール」や「ウ
イスキーのソーダ割り」という言葉は存在し、
ハイボールを梃子（てこ）としたウイスキー
開拓というコンセプトは持っていたが、大き
な成果にはつながっていなかった。消費者

との対話が乏しく、ハイボールを市場に浸
透させる細部の設計にリアリティーが乏し
かったことが要因だろうと考えられる。しか
し、水谷氏を中心としたプロジェクトチーム
は、「飲食店でハイボールを楽しむお客様の
姿を目の当たりにした」ことにより、飲食店
からハイボールを市場に浸透させる戦略を
開発し、また「消費者調査からアルコール
度の低いハイボールが好まれている」ことを
洞察することより、今までより低いアルコール
度数でハイボールを提供するというハイボー
ル浸透活動を実践した。このような活動を
実践する際には、社内の反対もあったが、
消費者との深い対話をベースとしたリアリ
ティーが奏功し、ハイボールを梃子にした飲
食店展開が始まった。その後のウイスキー市
場の復権は皆様がご存知の通りである。
　また、弊社がお手伝いした百貨店（以下
A社）が運営するショッピングモールの事業
再生でも対話力が奏功した。消費者調査に
より、A社がターゲットとしている40代のお
客様の購買比率が食品部門で如実に低く、
早期な課題発見と解決が必要であることが
判明した。当初は、「品質と安全」に強いこ
だわりを見せる経営者は、A社が運営する
食品部門に強いこだわりをもち、今まで投資
をしてきた売場にも愛着があった。しかし、
「品質や安全」だけでなく、「価格」も当然
ながらお客様の評価の重要なポイントであ
り、その点でA社は他スーパーと比較して大
きく劣後していることが消費者調査から確
認できた。その後、その経営者は消費者か
ら高い評価を受ける地元スーパーに何度と
なく足を運び、「40代のお客様に支持され
る品揃えや品質、価格を目の当たりにする」
事により、地元スーパーをショッピングモール
に誘致するという大きな決断をした。

　サントリーの事例、A社の事例をとっても、
経営者又は事業責任者が、顧客の言葉や
体験を戦略にインプットするプロセスを構築
し、顧客との「対話力」を持ったことが企
業変革へとつながっている。

　最後に、企業変革を実現する上で重要な
能力が「専門性」である。
　複雑・高度化する企業の課題に取り組む
には、社内外の知恵を活用しながら、経営
課題を解決するプロセスが必要となる。例
えば、企業変革の一つの手段としてM&A
や組織再編などがあるが、そのような手段
をとるには様 な々専門的な技術が必要であ
る。それは、その施策を実行することにより、
どのような成長を描けるのかといった戦略構
築力、財務・税務面での機会を獲得するた
めの会計・税制の専門性、企業価値を評
価するファイナンスの専門性、IT統廃合に
関する専門性など多岐にわたる。
　例えば、我々が携わったある電鉄コング
ロマリットの事業再生プロジェクトでは、戦
略、税務、会計、ファイナンスに専門性のあ
るコンサルタントと、当該地域や事業に明る
い従業員がタッグを組んで組織再編を行う
事によって、大きく企業価値を上げることが
できた。具体的には、3社あったバス会社を
1社に、5社あったタクシー会社を1社に統
廃合することにより、本部管理コストを効率
化しつつ、地域の足として持続的に経営を
推進できる組織を創りあげ、業績も再生前
と比較して2011年にはバス会社では
EBITDA（営業利益額＋減価償却費）で
300百万円、タクシー会社では20百万円改
善させることができた。

　急速に変化する市場、政治、経済、金融
にすばやく適応し、企業変革を不断に継続
していく事が今の日本企業に求められてい
る。そうした中で日本企業は、「実践力」、「対
話力」、「専門性」という組織能力を推進力
として企業変革を推進する事が重要となって
くるだろう。

❶実践力

❷対話力

最後に

❸専門性
�

日本の企業を取り巻く外部環境は、人口動態、ITイノベーション、
アジア新興国などを見ても、急速に変化している。
そのような環境の中で、企業が組織変革をし、
成長を実現するために必要な能力とは何かを考える。

中小企業支援事例解説

一橋大学経済学部卒業。1999年にサン
トリー㈱（現、サントリーホールディング
ス㈱）に入社。2004年にベリングポイン
ト㈱（現、プライスウォーターハウスクー
パース㈱）に入社し、2005年には㈱博
報堂ブランドコンサルティング（現、㈱
博報堂コンサルティング）に入社。2009
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社
し、2012年にフロンティア・ターンアラ
ウンド㈱（100％子会社）に出向。2013
年5月より、フロンティア・マネジメント㈱
シンガポール支店に赴任。

Ryota TANOZAKI

田野崎 亮太

フロンティア・ターンアラウンドは、多様な専門化集団がクライアントの企業に常駐
し、直接的に経営改革を支援し、企業価値向上にコミットする事をミッションとして、
2012年9月に設立されました。

フロンティア・ターンアラウンド株式会社
ディレクター

企業変革を成功に導くための
3つの組織能力

フロンティア・ターンアラウンド株式会社のミッション★

参考文献：坂本義和2008.「組織能力とは何か？－組織能力
向上のメカニズムに関する試論－」『三田商学研究』第51巻
第6号2009年2月



2013年度税制改正（個人所得課税）がM&A取引に与える影響
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　2013年3月29日、2013年度の税制改正法案が国会において可決
成立し30日に公布された。本年の税制改正項目（個人所得課税）
のうちM&A取引に大きな影響を与えるものとしては、上場株式等の
譲渡所得に係る10％優遇税率特例の終了（改正項目に時限立法で
ある優遇税率特例の期限延長が織り込まれていない）、上場株式等
と非上場株式等の譲渡損益の通算（売却益と売却損の相殺）の廃
止が挙げられる。本稿では、従来用いられてきたM&A取引手法が、
これらの改正によりどのような影響を受けるかについて整理する。な
お、本稿は平成25年3月31日時点の情報に基づき執筆している。

　本年の改正項目には、上場株式等の譲渡所得等に係る優遇税
率特例の期限延長が織り込まれなかった。したがって優遇税率の
適用は2013年12月31日をもって終了となる。
　従来、個人が上場株式等を市場にて売却した場合の譲渡所得に
は、優遇税率特例により、10％（所得税7％、住民税3％。なお本
文中に記載する税率については復興所得税を考慮していない。）の
税率が適用されていたが、2013年12月31日をもって当該特例は終了
となり、2014年1月1日以降は、20％（所得税15％、住民税5％）の
本則税率に戻ることとなる《表1》。つまり、2014年1月以降に上場
株式等を市場売却した場合の税負担額は、現行と比べ2倍となるた
め、上場会社の主要株主（個人）のM&Aには少なからず影響が
あると考えられる。
　上記と引換えに本年の改正では、2014年1月1日から導入される
少額投資非課税制度（日本版ISA）の拡大を図っている。少額投
資非課税制度とは、毎年100万円までの非課税投資枠が設定され
100万円までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金
（分配金）を非課税とする制度であり、2014年1月から適用される。
本年税制改正前の投資可能期間は2014年からの3年間であったが、
改正により2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間に延長
された。併せて非課税投資総額が、現行の最大年100万円×3年
間から最大年100万円×5年間へと拡張された。
　また改正項目には、株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組
が盛り込まれており、2016年1月1日以降は、上場株式等に係る譲

渡所得と非上場株式等に係る譲渡所得との損益通算ができなくなる
ため、当該改正についても留意が必要である。

　上場株式等の譲渡所得等に係る優遇税率特例の終了により、上
場会社株式を金融商品取引業者を通じて市場で売却する株主は、
売却手取額が減少することになるが、M&Aの取引形態のうち、当
該改正の影響を受けるものとして次の2つのケースが挙げられる。
【ケース1】株式公開買付け（TOB）による場合
【ケース2】上場会社と非上場会社の株式交換により、非上場会社の

株主が上場会社の株式を取得し、その後当該上場会社
株式を市場で売却する場合

　以下、それぞれのケースにおける税制改正の影響について述べる。

【ケース1】株式公開買付け（TOB）による場合
　現行、個人株主が株式公開買付けに応じ、公開買付代理人を通
じて上場株式を公開買付者に譲渡する場合には、10％の優遇税率
が適用されている。しかし優遇税率特例の終了により、2014年1月1
日以降に決済される株式公開買付けについては、20％の本則税率
が適用されることとなる。
　なお、株式公開買付けを実施する場合には、諸手続により検討開
始から譲渡日とされる買付決済日までは少なくとも3ヶ月程度（通常
はそれ以上）必要と思われる。したがって、将来株式公開買付けに
よる株式譲渡を視野に入れている上場会社の主要株主（個人）に
あっては年内実施の適否について早急に検討を開始することが望ま
れる《数値例1》。

【ケース2】上場会社と非上場会社の株式交換により、非上場会
社の株主が上場会社の株式を取得し、その後当該上場会社株式
を市場で売却する場合
　非上場会社のオーナー等が事業承継目的で株式を手放すなど、
非上場会社株式を譲渡する場合には、譲渡所得に対して20％（所
得税15％、住民税5％）の税率が適用される。
　一方、上記と同様に非上場会社の株式を手放す場合で、一旦、
上場会社との間で株式交換を実施し、非上場会社株式を上場会社
株式に交換した後に当該上場会社株式を市場において売却する場
合には現行10％の優遇税率が適用されている。
　非上場会社の売却案件で買い手が上場会社である場合には、上
記の株式交換を用いたスキームを用いることで税負担を優遇すること
ができたが、優遇税率特例の終了により、2014年1月1日以降は当
該株式交換を用いたスキームの税率面での有効性は無くなることと
なる《数値例2》《図1》。

　現行の税制では、上場株式等と非上場株式等の譲渡損益の通算
が認められているため、非上場会社のオーナー等の個人株主は、自
社の株式を譲渡する場合、併せて含み損を抱えた上場株式等を売
却し課税所得を圧縮することが可能であった。
　特に非上場会社のオーナー一族の場合、会社設立以来親族で

株式を保有し続け、取得価額が著しく低いケースが多く（相続・贈
与により取得した場合は被相続人・贈与者の取得価額を引継ぐ）、
その場合自社株式の売却による税負担が大きくなるため、上場株式
等の売却損との損益通算は有効な手段であった。
　当該改正は2016年1月1日以降の株式譲渡から適用されるため、ま
だ時間的余裕があることから、含み損を抱えた上場株式を保有する
オーナー株主は、当該改正を契機として自社株式の譲渡・事業承継に
ついて検討することも一考の余地があるものと思われる《数値例3》。

上場株式等の譲渡所得等に係る
優遇税率特例の終了及び上場株式等と
非上場株式等の譲渡損益の通算の廃止 M&A取引に与える影響❶

上場株式等の譲渡所得等に係る優遇税率特例の終了

M&A取引に与える影響❷
上場株式等と非上場株式等の譲渡の損益通算

�

2013年税制改正において、上場株式等の譲渡所得等に係る優遇税率特例の終了、
上場株式等の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益についての損益通算の廃止が決定した。
そこで、これらの改正項目がM&A取引に与える影響について整理する。

M&Aトピック❶

横浜国立大学経営学部卒業。税理士。2002年に税
理士法人山田＆パートナーズに入所。2008年にフロ
ンティア・マネジメント㈱に入社し、M&Aアドバイザ
リー業務、組織再編コンサルティング業務に従事。

Yusaku OTSUKA

大塚 勇作

ファイナンシャル・アドバイザリー第1部
シニア・ディレクター

※E社株式（上場株式）の譲渡損は、3年間の繰越控除の対象となる

2013年度税制改正（　  ）が
M&A取引に与える影響

個人所得
課税

TOB数値例 株式交換図図1数値例
1

損益通算数値例数値例
3

株式交換数値例数値例
2

※所得税の税率には、復興特別所得税（所得税の2.1％相当）が含まれる。

上場株式等の譲渡所得に係る税率表1

《前提条件》
●取引概要◆図１参照　
●1株あたりのB社株式価値（＝市場株価）◆1,000円／株
●1株あたりのC社株式価値（非上場）◆2,000円／株
●株式交換比率◆B社株式：C社株式 ＝ 1：2
　     　     （C社株式1株にB社株式2株を交付、現金等の交付はなし）
●乙（C社株主）◆C社株式100％（100千株）保有、
 　　  取得価格は10,000千円（100円／株）　

《甲のB社株式譲渡に係る税負担額》
●改正前◆（1,000円／株×200千株－10,000千円）
　　　　　　　×10.147% （所得税＋住民税）＝19,279千円
●改正後◆（1,000円／株×200千株－10,000千円）
　　　　  　　 ×20.315% （所得税＋住民税）＝38,599千円
 

《前提条件》
●D社株式（非上場株式）売却益◆15,000千円
●E社株式（上場株式）売却損◆▲5,000千円

《損益通算廃止の影響》
●改正前◆（15,000千円－5,000千円）
　　　　　　  ×20.315% （所得税＋住民税）＝2,032千円
●改正後◆15,000千円×20.315% （所得税＋住民税）
                                       ＝3,047千円

所得税

住民税

優遇税率
（2013年12月31日まで）

7.147%

3%

本則税率
（2014年1月1日以降）

15.315%

5%

《前提条件》
●公開買付価格（A社株式）◆100円／株　
●甲（A社株主・個人）◆A社株式を200千株保有、
 　　　　　 取得価格は12,000千円（60円／株）

《TOBに応じた甲のA社株式譲渡に係る税負担額》
●改正前◆（100円／株×200千株－12,000千円）
　　　　　　　 ×10.147% （所得税＋住民税）＝    812千円
●改正後◆（100円／株×200千株－12,000千円）
　　　　　 　　×20.315% （所得税＋住民税）＝1,625千円
 

株式交換株式交換

200千株

100%

⇒

1B社とC社が株式交換を実施

2B社がC社を100％子会社化

3乙がB社株式全てを市場で売却

既存株主

乙
（個人）

C社 
（非上場）

B社 
（上場）

売却（200千株）

100%
既存株主

乙
（個人）

C社 
（非上場）

B社 
（上場）

乙がB社株式200千株を
市場で売却する

乙は株式交換により
B社株式200千株を取得する

100% 100千株

既存株主

乙
（個人）

C社 
（非上場）

B社 
（上場）
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　M＆Aの失敗原因には、次のようなものが
主に挙げられる。
❶買収対象企業に起因するもの

販売や仕入・生産状況、経営者の資質、

財務状況、潜在債務等

❷買収側企業に起因するもの

不明確なM＆Aの目的、不完全なデュー・

ディリジェンス、脆弱な契約交渉プロセス等

❸ポストマージャー・インテグレーション

企業文化の融合、組織・人員の再配置、

設備の合理化等

❹“そもそも高値買収だった”

　高値買収という批判はよく案件の発表時
に、「プレミアムX％は払い過ぎ」、「ＥＢＩＴＤＡ
倍率がX倍とは高すぎる」といったものが多
いが、当然買収側企業は入念に検討し、ファ
イナンシャルアドバイザー等第三者の意見も参
考にして買収価格を決定しているのであり、
高値であったかどうかは、それから数年経過
した後の結果に対して評価されるべきである。
　買収額のプライシングはその数年先をどう
見立てるかによる部分が大きく、そこがはずれ
ると思わぬ高値買収となってしまう。何十億
円、時には何千億円もの損失処理をせざるを
得ない事例を最近はよく目にすることがあり、
より工夫された買収方法が期待されている。

　新たな成長機会を求めてＭ＆Ａを実行す

ると決めた限りは、案件をものにしなければ
何も始まらない。何年もＭ＆Ａに挑戦しなが
ら実現できずにいる企業を筆者は何社も見
ているが、リスクがあるからリターンがある
のであり、慎重すぎる姿勢はともすれば機
会ロスを起こしているかもしれない。
　一方で、いい案件ほどオークションによる
売却になることが常であり、また、海外の売
り手は日本企業がＭ＆Ａによる成長に貪欲
であることを見越しているため、高い金額を
提示してきたりすることも多い。このような状
況下でＭ＆Ａを成功させることは決して容易
なことではない。
　高値買収を防ぐには、1冷静な事業価値
のバリュエーション（案件の希少性に対して
熱くなり過ぎない）、2節税効果を計算した
ストラクチャリングの構築（売り手の手取り
額の最大化、買い手の支払額の最小化）、
3買収対価の後払い等があるが、今回は3
の代表的手法である「アーンアウト」につい
て見てみたい。
　アーンアウトとは、買収契約書において、
取引のクロージング後に一定の条件が達成
されることを条件に、買い手が買収対価の
一部の支払を行う（後払い）方法をいう。
海外では多数の使用例があるが（米国ＳＥ
ＣのＥＤＧＡＲで検索するだけで多数閲覧す
ることができる）、日本では、日本企業によ
るアメリカ企業の買収（主に非上場企業が
対象の場合）で見られる位で、国内案件で
はあまり見られない。もっと活用できるはず
である。
　なお、米国での上場会社の取引では、アー

ンアウトではなく、CVR（Convertible Value
Right）という方法が用いられることがある。

　アーンアウトは、売り手と買い手で価格の
不一致が起こった場合に検討される。もう
少し具体的な例を挙げるとすると、売り手
が「50億円であれば売却する。それ以下で
あれば他の買い手候補と交渉する。」と主
張してきたとする。買い手としてはその事業
に50億円の価値が認められないのだが、
それは将来の事業計画の達成可能性が現
時点では測れないことが理由である場合、
アーンアウトが検討される。
　つまり、将来の一定の時期に一定の業績
が達成されたら、クロージング時に支払った
額以外に追加で支払いをするため、最終的
に総額50億円以上の支払をするという提案
である。
　一般的には次のようなケースに利用される
ことが多い。
❶対象会社がスタートアップ段階にあり、業

績の見込みを検証しにくい場合

❷対象会社が研究開発型企業であり（製薬、

ケミカル、ハイテク業界等）、新規の商品

開発の販売度合いが見込みにくい場合

❸会社の一事業であり、独立した際のスタン

ドアローン価値の把握が難しい場合

❹事業再生の状況にある場合

　売り手から提出された事業計画が買い手
から見るとアグレッシブであるが、対象会社
の経営者がいかにも自信満々である場合、

その勢いに負けて買収対価を上げるのでは
なく、「それではその目標を達成したら今の
額のＸ倍支払う」と提案した方が合理的で
あろう。
　最近の日本企業が利用した事例として、
大日本住友製薬の米国医薬品会社の買収
（2012年）がある。そのプレスリリースでは、
以下のように発表されている。

…当社はBBI社の株主及びBBI社に対
し、株式買収の対価として買収完了時に
200百万米ドルを支払うとともに、将来、
BBI社が開発中の化合物（BBI608及
びBBI503）の開発マイルストンとして
最大540百万米ドルを支払う可能性が
あります。さらに、販売後は売上高に応
じた販売マイルストンとして、年間売上高
が4,000百万米ドルに達した場合には
合計として最大1,890百万米ドルを支
払う可能性があります。…

　具体的には、大日本住友はBBI創業者ら
株主に対し、一時金を2億ドル（当時約160
億円）支払うほか、開発の成功報酬として
最大5億4千万ドル（当時約430億円）、新
薬が実際に発売され年間売上高が40億ド
ル（当時約3200億円）に達した場合、販
売の成功報酬としてさらに最大18億9千万
ドル（当時1500億円）を支払う可能性があ
り、総額は2100億円程度になるとのことで
ある。総額の約90％が後払いになっている。

　買い手にとっての利点としては、まず1点
目に、買収対価を一定の成果を確認してか
らの後払いにするため過大な対価の支払い
の回避に繋がる。2点目は、売主に対して補
償請求権を持つことになった場合、その請
求権とアーンアウト分の代金支払債務とを
相殺することもある（但し、売り手からはエ
スクローアカウントに入れることを要求される
ことが多い）。3点目は、アーンアウトを利用
する時の買収対象企業は、規模や純資産
が小さい場合が多く、将来の価値を見出し
て買収することになるため、のれんが大きく
なる傾向にある。現行の日本の企業結合会

計基準では、追加支払が確実となり時価が
合理的に算定可能になった段階で、追加の
支払対価が企業結合日で発生したものとし
てのれんを追加計上する（ＩＦＲＳでは、アー
ンアウト時の追加の支払対価を時価でのれ
ん及び債務として認識することが必要）。
　他方、売り手の利点としては、必要以上
のディスカウントをされることなく、事業計画
が達成されれば、適正な売却対価を得られ
ることとなる。
　最後に、売り手である株主と経営者が同
一で買収後もその経営者が続投する場合、
アーンアウトはその経営者のインセンティブ
にも繋がるため、リテンションとしての機能を
持つことになる。買収対価を受領したら経
営に力が入らないのではないかという危惧に
対しても機能することになる。

　アーンアウトの取決めにおける支払条件
は、売上高、ＥＢＩＴやＥＢＩＴＤＡ等の指標
が使われることが多い。ここで留意すべき
は、可能な限りシンプルにすることである。
交渉が続き、両社の主張が重なるとどんど
ん複雑な指標になるが、実際の支払時に紛
争になるケースもあるため、客観的でシンプ
ルな指標であることが望ましい。
　アーンアウトの支払の種類としては、以
下の3つがある。
1決められた条件が成就した場合に、一定

の金額を支払うもの

例 200Ｘ年の売上が●億円を超えた場

合、●円（固定額）を支払う

2予め決められた一定の公式に従って支払う

もの

例 200Ｘ年のＥＢＩＴＤＡが●億円を超え

た場合、超過金額の●％を支払う

3財務指標以外に、ある一定の事象が発生

した場合に一定の額を支払うもの

例ＦＤＡの認可、ある商品の上市、継続

中の訴訟の確定の場合に一定額を支

払う

　通常アーンアウトの支払いが適用される
期間は決められており、クロージング後３～
５年が一般的である。それ以上は売り手も
買い手も見込みが立たないということであろ

う。また、アーンアウトの額に上限（キャップ）
を付けることもあるが、これは売り手の立場
ではあまりロジカルではない。買い手として
は、買収資金を外部からの借り入れに頼る
場合は、無限に借入ができるということはな
いため、キャップの発想が必要となる。

　アーンアウト・ディールの交渉で必ずといっ
ていいほど次のような議論が起こる。
●売り手◆1買収者が株主になるので、アー
ンアウトの支払を避ける行為を求めるので

はないか？（例コスト配賦方法の変更、人

員・組織の配置変更等）

●買い手◆1利益の達成は買い手から提供
するシナジーに寄与するところが大きいので

はないか？

　このような問題について予め用意された答
えはなく、一つ一つ場合分けをしながら両
者で交渉するしかない。

　M＆A交渉は教科書通りにいかないもの
であり、合意のために売り手と買い手双方が
数々の工夫をして成立するものである。交渉
には先を見越したナビゲーター役が必要であ
り、それは我 ア々ドバイザーが担うものだとい
う気持ちで日々 業務を推進しているので気軽
に相談して頂きたい。

Ｍ＆Ａの失敗の原因

高値買収を防ぐ方法としての
「アーンアウト取引」

アーンアウトが利用される場面

アーンアウトの利点

アーンアウトの支払条件

アーンアウト交渉において
よくある議論

最後に

�

クロスボーダーM&A案件に見られる上手な買収の方法 ～アーンアウトについて～

兵庫県立大学（旧神戸商科大学）商経
学部卒業。日商岩井（現双日）、プライ
ス・ウォーターハウス・クーパース、ラザー
ドフレール、ＧＣＡサヴィアンを経て、
2012年にフロンティア・マネジメントに
入社。国内と海外のＭ＆Ａアドバイザ
リー業務に15年以上従事。

Toshi MITSUZAWA

光澤 利幸

常務執行役員
ファイナンシャル・アドバイザリー第2部長

今や日本企業が世界のM＆Aマーケットの主役になったといっても過言ではない。
一方で、M＆Aの成否が経営に与える影響も大きくなってきている。
失敗しないM＆Aをいかに行うか。日米間のイン・アウト案件でよく見られる手法の一つを紹介する。

M&Aトピック❷

クロスボーダーM&A案件に
見られる上手な買収の方法 
～アーンアウトについて～
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　近年は中国企業が資金力を背景に海外
で大型買収を進めるケースをよく耳にする
が、逆に海外企業が中国企業を買収する
ケースも増えている。その理由は、中国に進
出するにあたり一から立ち上げた場合には
時間がかかることから、既存の会社を買収
して「時間を買う」というものが多いだろう。
また、最近は中国でのビジネス環境の変化
に伴い、中国国内の会社の整理・統合を検
討・実施しているケースもある。日本企業に
よる中国企業の買収案件の相談も多くなって
きている。
　しかし、中国企業のM&Aは経験上リス
クが高いケースが多く、それなりの覚悟を
持って進めることが必要である。中国の企
業は大きく分けて国家資本を中心とした国
有企業と、民間の民営企業に分けられるが、
特に民営企業では遵法意識が低いケース
が多く、日本では考えられないような問題に
あたってしまう。法律が整備され、行政手
続も整理されてきているとはいえ、やはり人
治の部分は大きいと感じる。
　そこで以降では、現地での実体験に基づ
く中国企業のM&Aにおける留意点を順に
紹介していく。

　中国でビジネスをする上では、あらゆる所
で許認可を意識しておく必要がある。有効な
ライセンスの有無は対象会社の価値に多大
な影響を与えるため、M&Aの入口で明らか

にしておくことが重要である。現在およそ
1700種類の許認可手続が必要とされており、
この様な許認可手続に対する権限を持つ官
僚組織が賄賂等の不正の温床になっている
との批判もあるため、5年以内に3分の1で
許認可を廃止するとされているが、現在のよ
うな状況はしばらく続くと想定している。

　中国のM&Aの一般的な手法は、持分譲
渡と資産買収となる。当然のことながら、日
本企業が資産買収をする場合には既存の
子会社などを利用することが必要となる。
　対象会社に既に外国資本が入っている場
合には、外商投資企業（合弁企業・独資
企業）に分類され、外国資本が入っていな
い場合には、内資企業となるなど、対象会
社の属性によって必要な内部手続・許認可
が変わることに留意していただきたい。

　中国は社会主義市場経済という独特の政
策を採用しており、国民の共有財産である
国有資産を厳格に管理している。国有資産
となる出資持分を買収の対象とするM&Aで
は、資格を持った資産評価機関に依頼をし
て、評価を取得することが必要となる。さら
に、この評価額の90％以上の価格での売
買が原則強制されるなどの規制があり、こ
れを利用して不当に高く評価される可能性

に注意しなければならない。また、公開入
札を採用しなければならないなど、持分優
先購入権の意義が薄れるような規制がある
ことにも留意が必要である。

　実務上は中国企業に投資しているオフショ
ア（香港、ケイマン、BVIなど）のホールディ
ング・カンパニー（シェル・カンパニー）を買
収するケースに出会うことがある。日本では
あまり見慣れないストラクチャーであるが、匿
名性を確保して海外に資産を移転するため
や、出資者に外国株主を入れることで外商
投資企業として租税減免措置を受けるため
など、様 な々便宜のために利用されている。
　この方法は、買収が中国国外で行われる
ため当局の許認可などが原則として不要で
ある。ただし近年は中国税務当局も租税回
避スキームに目をつけているため、実体のな
いオフショア・カンパニーを買収する場合に
は注意が必要と考える。

　中国の会社の内部統制の整備状況は一
般的にそれほど高くなく、管理帳票が不足
していることが多い。とりわけ、意図的に属
人的な業務プロセスを構築し、出世競争で
追い抜かれないようにするという動機が強く
働いているように感じる。そのため社内の
キーマンを見極め、買収後の経営関与と内
部統制の整備を検討することも重要である。

　まず基本合意書などの入り口の段階で
DDへの協力義務と実施時期・範囲を明確
にしておくことが重要である。ここをおろそ
かにすると、なかなか資料が出てこなかった
り、回答が返ってこないことになる。会社を
高く売却するためや、交渉を有利に進める
ために駆け引きが必要となってしまう。DD
の後の契約・価格交渉の流れや買収契約
の仕組みを丁寧に説明し、買収後の経営方
針なども含めて深い信頼関係を作ることも
重要である。
　なお中国企業同士の買収では、買手側が
売手側に様 な々「一筆」の文書を書くように
依頼している事例を目にした。例えば「買
手にとって、すべての必要な資料を出した」
や、「売手の提出した資料には、あらゆる点
で虚偽の情報は無い」といった、いわゆる
買収契約の表明・保証に含まれる内容を、
DDの最中に会計士や弁護士へ差し入れる
よう要請された。この文書の必要性はともか
く、これを早い段階で売手側に見せておくこ
とは、価格交渉や契約締結段階まで情報を
出し渋ることや虚偽の情報を出すことに利益
が無いことを、売手側に意識付ける意味で
は、一定の効果があると感じた。

　優秀な通訳を使うことのメリットは、内容
を理解し、記録を取り、自分の考えをまとめ
て、意見を述べるという煩雑な作業が軽減
されることである。
　中国側との交渉では、当然のことながら
中国語（普通話）が中心となるが、それぞ
れの地域での方言が好まれる場合もある。
上海で交渉をする際には、上海語の話せる
上海人がいることが心強い。逆に北京で食
事をしたときには、同行者が上海出身と分
かった瞬間に気まずい空気が流れた。同郷

の人がいることで交渉が驚くほどスムーズに
進んだケースもある。
　通訳やアドバイザーは中国式の交渉スタイ
ルに通じ、同じ中国人同士の連帯感からく
る共感を得るというメリットもあり、買収交渉
の成否に影響を与える。

　中国側との契約交渉は極めて難航すると
感じている。特に、「すべての契約条件はサ
インするまで変更可能」ということを嫌という
ほど思い知らされる。
　交渉のプロセスでは、参加者や交渉内容
を明確化する必要がある。例えば、国有企
業などを相手にすると、傘下の色 な々会社名
の名刺を持つ人々が次 に々現れ、会議へ参
加するが、上下関係も良くわからず、誰が最
終的な意思決定者であるかが分かりにくく、
ひどく混乱した。また、基本的な理解が不足
した質問も多く出るため、会議時間は往 に々
して長くなる傾向にあり、通訳を介した場合
には、さらに時間が長時間となりやすい。
　当たり前のことであるが、混乱を避けるた
めには、会議の出席者の席順や論点、議論
の進め方などを事前にじっくりと打ち合わせ
しておくことが必要である。また、中国側の
意思決定のプロセスを明確にしておき、会
議への出席者についても、最小限に絞るこ
とが重要である。

　契約条件については、中国側からはダメ
もとで色 な々議論を仕掛けてくるが、しっか
りと理論武装をして、丁寧にかつ明確にこち
らの考えを伝えることが重要だと感じる。
　またM&Aの最終フェーズで中国側と条
件交渉していても、最後になって新たな要
求を出してくることも多く経験した。基本合
意書に価格算定式を入れていても、無視さ
れて合意事項をひっくり返されることもあり、
交渉自体がなかなか前に進まない場面に出
くわしたこともあった。
　政治的な問題もあったが、中国でこの1年
間のM&Aを通じて様々な驚きと発見があ
り、日々 新鮮な経験をしている。

❶許認可制度とライセンスの
　確認の必要性

❷対象会社の属性と許認可

❸対象会社に国有資産がある
　場合の留意点

❹オフショア経由の買収の留意点

❺未整備状態の内部統制

❼交渉における通訳と言語の
　重要性

❻デュー・ディリジェンス（DD）に
　おける留意点

❽中国特有の交渉手続の
　理解と整理

�

海外トピック

慶応義塾大学理工学部卒業。公認会計
士。新日本監査法人で会計監査の業務
に従事した後、2007年にフロンティア・
マネジメントに入社し、国内外のM&Aア
ドバイザリーやコンサルティング業務に
従事。2012年より約1年間は、中国現地
法人（100％子会社）であるFrontier 
Management (Shanghai) Inc.に出向
し、日中間のクロスボーダーM&A等の
業務に従事。

Hiroshi NAGAMORI

長森 洋志

ファイナンシャル・アドバイザリー第2部
ディレクター

日中M&Aの留意点
近年の急速な経済成長により中国の世界でのプレゼンスが高まる中、
中国は会計・税務・法律制度等の導入を進め、M&Aを行う環境が整ってきている。
しかし、やはり中国は多くの点で日本と異なる文化・習慣・歴史を持つ国であり、
思うようにM&Aの交渉手続が進まないのが実情だ。
そこで今回は、現場のM&A担当者が肌で感じる中国特有の事情を紹介する。
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中国でのM&Aの一般的なプロセス★

中国で行われる契約交渉のプロセスは日本の実務と大きく変わらない。
秘密保持契約を結び、意向表明書なり基本合意書を締結してから、デュー・ディ
リジェンス（DD）を実施し、契約交渉からクロージングという流れになる。 


