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　『Frontier Eyes』創刊号を4月末に発刊致しましたが、その後、皆様から沢山のアンケートを頂

戴し誠にありがとうございました。アンケートの結果からは、今後読みたい記事として、各種産業に

おける詳しい業界分析、再生やM&Aの事例紹介、ASEAN諸国を中心とした海外ビジネスでの

情報提供等の具体的なご要望が寄せられるとともに、大変心強い激励のお言葉を頂戴しました。

そのような皆様からのご要望を貴重なご意見として参考にしながら、この度『Frontier Eyes』第2

号の発刊をさせて頂きました。

　アベノミクスによる金融緩和等により円安・株高傾向が進むも、為替や株価は、海外（欧米や新

興国）の動向が変化する中で一進一退をしている今日この頃ですが、今年はクロスボーダーM&A

もさることながら、国内M&Aも急速に増加しそうな勢いにあります。これは、日本政府、そして大

多数の日本企業にとっての重要課題である成長戦略の一環として、M&Aに力点を置き始めた会

社が増加していることが少なからず影響をしているものと思います。この点、弊社としては、昨年よ

りM&Aのアドバイザリー部門を大幅に強化しておりますので、ぜひとも皆様のお役にたてるような

恰好の提案をしていければと思っております。

　さて、今回の第2号ですが、ここ数年弊社が力を入れているクロスボーダーM&Aの特集記事を

掲載させていただきました。また、再生事例においても、中国およびASEAN諸国に工場や子会

社等を抱えた企業の具体的な事例を掲載しており、これまでの国内の事業再生よりさらに難易度が

高いグローバル化した企業の再生事例でのノウハウをご紹介させていただいていますので、ぜひ

ご一読ください。

　『Frontier Eyes』の創刊号はいかがでしたでしょうか？いくつかの誤字や誤表記を発刊後に気付

くなど初歩的なミスもあり、皆様にはご迷惑をお掛けしました。一方、レポート内容について多くの

皆様からいただいたアンケート結果は、概ねポジティブなご評価であり、弊社グループ一同大変感

激させていただくとともに、第2号に向けてさらに高質な内容にしていかなくてはならないと、改めて

ネジを巻いたところです。

　他のコンサルティングファームと比べて、弊社グループの特徴は、所属する人間に紐付いている

専門性が格段に多様性を持っているところです。『Frontier Eyes』の各レポートも、産業分析、コ

ンサルティング手法、M&Aのトレンド、企業再生の論点、法的・会計的・税務的論点、中国や

東南アジアの状況など、極めて幅広いトピックを扱っています。

　我々が多様なソリューションを扱っているのは、まさに本機関誌の読者である皆様が日々 直面して

いる複雑な問題点を解決するためには、単一の専門性からのアプローチではなく、多面的なアプロ

ーチが必要と考えているためです。おそらく、『Frontier Eyes』の中には、読者の皆様個々人から

ご覧になると専門外のトピックも多いと思いますが、どこかでいつかお役に立つ内容かもしれません。

お時間のある際は、ご自身の専門以外のトピックを扱ったレポートにも目を通していただければと思っ

ております。

　そして、ぜひ、叱咤激励も含めて、皆様がお持ちになったご感想を我 ど々もにフィードバックして

いただければと思っております。毎号進化した『Frontier Eyes』にしていく所存ですので、引き続

きよろしくお願いします。
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クロスボーダーM&A案件における
買い手としての日本企業の課題と評価

東京外国語大学外国語学部（国際関係論）卒業。
日本証券アナリスト協会検定会員。1988年に野
村證券㈱入社。調査部門のアナリストを経て、
1990-1998年にアジアで投資銀行業務に従事。
2002年より同社企業情報部にて主にクロスボー
ダーM&A案件を統括。2005年からロンドン駐在
で、欧州投資銀行業務共同部門長（2008年以降
は、欧州に加え中東･アフリカも管掌）、2010年か
らは同社産業戦略開発部長を務める。2013年に
フロンティア・マネジメント㈱に入社。

日本企業によるIn-Out案件の推移図表1

クロスボーダーM&A案件の買い手 

日本企業によるM&A案件の件数／金額の地域別分布
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　2000年代に入り、日本企業による海外企業のM&A（Ｉｎ-Ｏｕｔ）
はリーマンショック以降の一時期に減少したものの、基本的には増
加傾向にある。特に2012年の日本企業によるＩｎ-Ｏｕｔ案件は、国内
市場の停滞と円高の進行を背景にUS$1000億超の566件に達し、
史上最高を記録した《図表1》。日本企業は、2012年の世界のク
ロスボーダーM&A案件において、金額ベースでアメリカに次いで
第2位の買い手となっている《図表2》。
　海外でのM&Aに慎重な姿勢を示し、後述するいくつかの
M&A推進における迷信を堅持してきた日本企業も、複数のクロス
ボーダーM&Aを行う企業も出現するなど経験を積み、M&Aが海
外での成長戦略の一つとして徐々に定着してきたことが伺える。日
本企業は、今や世界のM&A市場で注目される買い手なのだ。

　2010-2012年の3年間に、日本が買収（資本提携も含む）した企
業を地域別に示したのが、《図表3》である。右の金額ベースでは

北米と欧州・中東・アフリカで全世界の70％を占めるのに対し、
左の件数ではアジア太平洋が56％と半数以上を占めている。
　欧米の買収案件では、ターゲット企業の規模が比較的大きく、
組織全体やグローバルなオペレーション全体の買収という案件も多
い。また、売り手がファイナンシャル・インベスターのケースもあり、
オークションによる売却が多いのも特色である。
　アジアの買収案件では、個々の案件規模（金額）が欧米に比べ
て小さく、工場買収など生産設備のみの案件も多い。また、既存
のローカルパートナーの持分取得や増資に応じるなど、買収では
なく資本･業務提携型の案件も多い。売り手もローカルパートナー
やオーナーが多く、取引形態も相対が多い。アジア新興国では、
政府が国有企業や工場を売却するという民営化案件も見られる。
　In-Out案件は本年に入って円安の進行もあり件数・金額とも減
速しているが、将来的な国内の市場縮小と海外での需要拡大とい
う構図に大きな変化は望めず、手元流動性の高い日本企業にとって、
依然として海外でのM&A推進が今後の成長の鍵と言えよう。
　では、過去の日本企業が関与したＭ＆Ａ案件から、買い手として
の日本企業の課題や売り手から見た日本企業の姿を議論してみよう。

・被買収企業をマネージできないことを理由に買収しないことが多
いが、信頼に足る経営陣を継承できれば、日本人がマネージする
必要は無い。被買収企業の経営陣をどう動機付けするかが重要
・日本主導・日本人主導のマネジメント体制が前面に出ると、優秀
な人材が流出するリスクがある
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買収後、自社でマネージする必要がある迷信その1

売却意向を表明していない
ターゲット企業への買収提案は無駄である迷信その2

質問攻めで、多大な時間が必要とされるイメージその2

イメージその3 M&Aストーリーを考える上で独自の想像力が
乏しく、スキルが定着しない

イメージその4 M&Aの基本的な流れやスタンダード
プラクティスを理解していない

イメージその5 最終段階での突然の交渉打ち切り
（ドタキャン）

評価 その1 約束を守る、安易に提示した条件や
価格を変更しない

評価 その2 被買収企業の経営陣（ヒト）の継続 / 
買収後の経営陣の自主性・独立性の維持

評価 その3 担当事業部のハンズオンによる案件関与と
精緻な事業戦略・シナジー創出努力

評価 その4 非買収企業（組織）を大切にする / 
新たなグループ企業として積極的に活用する

M&A案件、特にファイナンシャル・
インベスターが売り手の場合、価格が全て迷信その3

オークション案件で、
低い評価・金額を提示しても無駄である迷信その4

イメージその1 不透明で時間が掛かる、
複雑な意思決定プロセス

（2012年）

（2010-2012年）

地域別M&A金額
（2,230億USドル）

地域別M&A件数
（全1,365件）

専務執行役員
事業開発第2部長

Yoshiyuki NUMANO
沼野 由行

買い手としての日本企業のイメージ

最近日本企業が買い手として評価されている理由

日本企業が陥りやすい独特のこだわりや迷信

日本企業は世界のM&A市場で
注目される買い手に躍進

日本企業による買収案件における
ターゲット企業の地域別特徴

・相手が特に欧米の上場企業の場合は、取締役の善管注意義務
により、良い買収提案を積極的に検討する
・相手が外部出身のマネジメントである場合、買収提案が自己の
利益と一致することも少なくない
・相手のオーナーが継承問題に直面しているケースが少なくない

・ターゲット企業のマネジメントや従業員にとっては、金額よりも誰（ど
のような買い手）が買収・継承するかが重要
・初期ビッドでの提示金額が低い場合でも、今後の統合計画や具
体的な経営方針の確実性をアピールすれば、十分に勝機もある

・この金額ではとても無理と考え辞退したが、最終的に他の買い
手企業が同等の金額で買収に成功した事例も存在する。むしろ
高い金額を最初に提示し、デュー・ディリジェンスで問題が無いに
も係わらず提示金額を大幅に引き下げる方が相手の信頼を失う

・本社に関連する部署や担当者が多く、意思決定プロセスが複雑
で時間が掛かる。（××専務がつかまらない、など）

・デュー・ディリジェンスやマネジメントインタビューにおいても、質
問のプライオリティを付けるのが不得手
・買収するかどうかの判断とはおおよそ関係の無い細部への拘り
・価格や条件において、客観的なマーケットの見方や評価を無視
するケースがあり得る

・自社で手掛けていない事業は、 隣接領域であっても概ね新規事
業と見做され、M＆Aの意思決定に対するハードルが高い
・自社より業界地位や技術で優れたターゲット企業の買収を躊躇
・M&A慣れした本社企画部とM&A初体験の事業部間の調整

・社内異動が多く、M&Aのスキルが蓄積されにくい構造的な問題
・M&A・戦略企画のプロを外部採用しないので、自前のロジック
が先行する（外部ファイナンシャル・アドバイザーの必要性）
・過去の例外的な経験が必要以上にその後の考え方に影響する

・交渉が順調に進んでいると思っていたら、前触れ無く突然交渉
を止めてしまうリスクがある

・トップが深く関与しない（海外ではトップ自ら交渉する場合も多い）

　上述のように、従来の日本企業は「取り扱いの難しい買い手」と
認識されていたようだが、最近ではトップ自らがM＆A戦略に深くコ
ミットし、ノウハウやスキルも定着し始め、グローバルで買い手候補
として認知される日本企業も出てきている。その際評価されるポイン
トは以下のとおりである。

・一旦合意した事項は、それを極力守ろうとする
・駆引きや戦術の理由で、堅持する気の無いビッドを出さない

・被買収企業の経営陣やキーマネジメントを積極的に活用し、そ
の自主性を尊重する

・買い手である日本企業の担当事業部のメンバーが買収後の統合
と定着に継続して関与する
・コーポレートの戦略としてではなく、各事業部レベルで買収目的と
シナジーを検証する

・買収後に短期間で転売するというようなリスクが少ない
・特に伝統ある欧米系企業のオーナーの継承時には、堅実な日本
企業の評価が高い

　このように、日本企業の持つ真面目で真摯な取り組み姿勢が、
グローバルM&Aマーケットにおける買い手として日本企業の評価
と信頼に反映されてきているようである。当社は今後、企業のコー
ポレート機能を社外からサポートしていくことで、日本企業のグロー
バルな展開に貢献できれば幸いである。
　なお、本稿の執筆においては、筆者の前職におけるロンドン駐
在当時の元同僚で、DC Advisoryマネージング・ディレクターの
小嶋聰氏にも協力を頂いている。最後にお礼を申し上げたい。

リーマンショック



日系大手ホテルチェーンの課題 ～業界内外の脅威によるアイデンティティ喪失～図表1

他業界からの脅威

ホテル業界内の脅威

他業界からの脅威

外資ラグジュアリーホテル

ハウスウェディング等 高級レストラン等

ステータス感 非日常

宿泊特化型ホテル
利便性 コストパフォーマンス

アットホーム感
手作り感

プライベート感
斬新性独自の価値？独自の価値？ 独自の価値？

日系大手ホテルチェーン
（シティ/リゾートホテル）

宿泊事業婚礼事業 料飲事業

高
価
格

中
価
格

低
価
格

の成熟化に伴い、「非日常感」「ステータス
感」といった高価格を正当化する「情緒的
価値」の見返りがあれば、高額消費は厭
わなくなっている。一方拘りのない分野に
は、最低限の「利便性」や「コストパフォー
マンス」といった「機能的価値」を求めるよ
うになっている。日系大手ホテルチェーンは、
情緒的価値において外資ラグジュアリーホ
テルに大きく見劣りする一方、機能的価値
においては宿泊特化型ホテルに劣後する
ため、消費者に訴求する「『ならでは』の
価値」を打ち出し切れないのである。

　ホテル事業の業績は、エリア（地域）・ハ
ード（施設）・ソフト（サービス）の3要素に
よって決定され、エリアのポテンシャルが十
分でなければいくら質の高いハードやソフト
を乗せてもうまくいかない。また、ハードの
供給量が過剰であれば、ソフトにいくら磨
きをかけても限界がある。したがって、エ
リア・ハードの厳格な見極めに基づく店舗
の選別が非常に重要となる。
　「中価格帯病」から抜け出すには、メリ
ハリのあるハード・ソフトを作り込むことが
必要である。ハード面では、店舗の選別
によるスクラップアンドビルドが欠かせない。
消費の二極化による中価格帯市場の低迷
から市場では供給過剰が生じていると考え
られ、ポテンシャルのある店舗とない店舗
に選別を行い、後者については思い切っ
た売却や撤退を行う必要がある。

　国内宿泊サービス市場が低迷する中、
ホテル業界の経営環境が厳しさを増してい
る。特に苦境に立たされているのが、高
度経済成長期に国民の余暇消費の牽引
役となってきた「中価格帯」日系大手ホテル
チェーン（シティホテル・リゾートホテル）で
ある。これらは元来「中価格帯」だったわ
けではなく、バブル崩壊まではむしろ「高
級」ホテルとして欧米発の新しいライフスタ
イルを提案し、国民の「憧れ」や「ゆとり」を
実現する存在であった。ところが消費者の
要求水準の高まりと相まった外資ラグジュア
リーホテルの参入を契機に、相対的に「中
価格帯」に押しやられ、「高級」「憧れ」の
座を奪われてしまった。
　その結果、「良いサービスなら高くてもお
金を払う」客が外資ホテルに流出した。さ
らに宿泊特化型ホテルと呼ばれる低価格

帯ホテルの利便性強化、サービス簡素化、
低価格化攻勢により、「必要な機能をでき
るだけ安く」求めるビジネス客・旅行客の
流出も進んでいる。この他、料飲事業、
婚礼事業では高級レストランやハウスウェ
ディング等の他業界プレーヤーに顧客を奪
われている《図表1》。
　従来国内ホテル業界は重い固定資産を
抱える企業が多かったが、かかる苦境が
財務体質の悪化を招き、改装に回す資金
の不足が老朽化と客離れを招き、さらに財
務体質を悪化させるという悪循環に陥って
いる企業も多い。

　
　不振の根本原因は、消費者から見た日
系大手ホテルチェーンの提供価値の「中途
半端感」にある。消費者はライフスタイル

　ソフト面では、フラッグシップ（旗艦ブラン
ド）の作り込みとブランドの体系化が必要で
ある。中価格帯ブランドは中価格帯として
だけ存在しても、価値訴求が曖昧になりが
ちである。そこで、フラッグシップによるイメ
ージの牽引が有効となる。消費者が憧れ
る情緒的価値を提供する高価格帯フラッグ
シップブランドを構築し、中価格帯ブランド
をそれに準ずるセカンドブランドと位置付
け、提供価値を明確化するのである。
　さらに、低価格帯ブランドを再定義する
ことで中価格帯ブランドに「＋α感」を醸成す
ることも可能である。ここで重要なのは、
単に高価格帯や低価格帯に進出すること
ではなく、全体として整合的な提供価値を
定義し、ブランドを体系立てることである。
例えば高価格帯ブランドの提供価値を「癒
し」と定義するのであれば、中価格帯ブラ
ンドにおいてもそれに準ずる「リラックス感」
を提供すべきである。まったくバラバラの価
値提供を行っていては、中価格帯ブランド
の訴求は難しい。

　上記のごとく打ち手は比較的明確である
にもかかわらず、現実には実行に着手でき
ないケースや、実行に移しても成功しない
事例が多い。特に「ブランド体系化」にあた
ってのフラッグシップブランドの作り込みは最
も重要な施策であるが、同時に最も難しい
施策でもある。2005年にブランド体系化に
取り組んだプリンスホテルも、高価格帯ブラ

ンドの構築には苦戦しているとみられる。
　上記における最大のボトルネックは、長
年の成功体験で根付いた「高級幻想」と「自
前主義」であると考えられる。実際に筆者
がホテルのブランド改革を支援して驚くの
は、支配人等の自社ブランド認知と消費者
からのブランド認知の大きな乖離である。消
費者はもはや「中価格帯」ブランドとしか認
知していないのに対し、自らは「高級ホテル」
としての過去の成功体験が根強く、今でも
「高級」であるとの意識が抜けない。
　またこのような「高級幻想」ゆえに、自前
ですべて構築しようとして他社の活用に目
が向かない。そのため既存ブランドの延長
線上にある発想から抜けられず、抜本的
な価値転換が図れないのである。かかる
意識を改革するには、「高級幻想」に捕わ
れない世代を積極的に登用し組織の若返
りを図るとともに、社外のケイパビリティ（海
外のホテル運営企業の運営力や、高級消
費財ブランドのブランド力、コンサルタントの
第三者性等）を幅広く活用すべきである。

　店舗の選別に基づくスクラップアンドビル
ドがうまく機能しない背景には、経営のガ
バナンス構造に問題があるケースが多い。
欧米では、ホテルの所有者と運営者が分
かれ、両者が牽制し合うことで店舗選別と
運営効率の最大化が図られることが多い
が、日系ホテルにおいては、まだ所有と運
営が混然一体となっていることが多い。こ

のため、業績の低迷がエリアやハードのポ
テンシャル不足によるのか、ソフトの運営力
不足によるのか見極めがつかず、資産売
却等に踏み切れないケースが多い。種々
の制約から直ちに運営特化型ビジネスモデ
ルに変更するのは難しいとしても、所有機
能と運営機能を別会社化して独立採算制
を採らせる等、両者が牽制し合う仕組みを
構築することは急務である《図表２》。

　以上、日系大手ホテルチェーンの「中価
格帯病」についてみてきたが、同種の問題
は多くの消費財・小売・サービス企業にも
当てはまると言える。1980年代にDCブラ
ンドブームを享受したアパレル企業には、
今も「高級幻想」から抜け切れず、成長力
のあるプレミアムブランドの構築や整合性の
あるブランド体系化を実現できない企業が
多く、抜本的な意識改革が必要と考えら
れる。また小売業においては、「不動産所
有者」の視点と「不動産テナント（運営者）」
の視点が混然一体となっているために組
織の方向性を見出せない企業が多く、ホ
テル業界に準ずるガバナンス改革が必要と
も考えられる。本稿がホテル業界のみなら
ず、広く「中価格帯病」に陥る日系企業の
課題解決の一助となれば幸いである。

東京大学文学部卒業。公認会計士。総合商社、
監査法人、グローバル戦略コンサルティングフ
ァームを経て、2013年にフロンティア・マネジメ
ント㈱に入社。大手ホテルチェーンのブランド戦
略策定、中堅リゾートホテルの再生計画策定・同
実行支援等、消費財・サービス業界の戦略策定
と実行支援に豊富な経験を有する。

～国内ホテル業界を例に～
消費の二極化が進む中、外資高級ブランドと新興低価格商品・サービスに挟まれた「古参」日系企業が
「中価格帯」依存から抜けられず苦境に喘いでいる。このような「中価格帯病」からの脱却は
国内BtoC業界共通の課題である。本稿では日系ホテル業界を事例にその処方箋を検討する。

コンサルティング第1部
シニア・ディレクター

Wataru MATSUMOTO
松本 渉

「中価格帯病」に陥った
 成熟企業の再活性化に向けて

「中価格帯」日系大手
ホテルチェーンの不振

他業界の「中価格帯病」

提供価値の“中途半端感”による
アイデンティティの危機

「中価格帯病」への処方箋 ～「なぜできないのか」に注目する～図表2

価格と価値に
メリハリを付ける

「高級幻想」と
「自前主義」

「若返り」と
「オープン化」

若い世代の登用による
意識改革
第三者の活用による
能力補完

●

●

高価格のフラッグシップ
の作り込み
ブランドの体系化

●

●

過去の「高級」イメージ
への執着
閉鎖的なリソース活用

●

●

スクラップ
アンドビルド

ブラックボックス化
と「甘え」

●

●

ハード価値とソフト価値の
混然一体化
所有と運営の馴れ合い

●

●
不採算店舗の撤退
成長事業への投資

「見える化」と
ガバナンス改革

●

●

「運営力」と「立地力」の
「見える化」
所有・運営間の牽制の
仕組みを構築

「中価格帯病」の本質

AUG. 2013 AUG. 2013

「中価格帯病」に陥った成熟企業の再活性化に向けて ～国内ホテル業界を例に～
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方向性（何をやるか） ボトルネック（なぜできないのか） アプローチ（ではどうやるか）

メリハリのある
ハード・ソフトの作り込み

何をすべきか

組織の若返りと意識改革
～「高級幻想」「自前主義」からの脱却～

どうすべきか❶

「見える化」とガバナンス改革

どうすべきか❷

出所: フロンティア・マネジメント作成

出所: フロンティア・マネジメント作成



新規事業はどう新規なのか図表1

事業戦略策定・遂行の枠組図表2

AUG. 2013 AUG. 2013

「既存」の事情を把握することが必須だ。

　主力事業で成功を果たし内部昇進した
経営陣は、「新規事業」の必要性はわかっ
ても、土地勘がないため、「金を使わず頭を
使って汗かいてやれ」と新規事業担当者に
発破をかけるが、それで期待する期間内
に収益源に育った例は稀である。
　一つ例を挙げる。2000年前後、建設
関連企業の中には、新設工事受注が減
少の一途を辿る中、成長が見込まれる維
持・補修あるいはリニューアル分野に注力
し、新たな収益源とすべく部署を新設した
企業は多い。しかし、竣工後に何十年も
ご無沙汰していた施主にリニューアル提案
に行って門前払いを食らったり、細かくて

　ここのところ、弊社には際立って、業種
を問わず新たな成長路線を指向する相談
が増えており、実際にお手伝いしている。
事業環境が刻々、時に急激に変化する中、
既存事業を補う収益源を確保すべく、従
前より多くの企業で「新規事業」を検討して
いることが背景にある。
　弊社に依頼いただく理由は、長年にわ
たり屋台骨であった主力事業に代わる「新
規事業」の成功例は非常に少なく、「新規
事業」を成功させる本質的な難しさをクライ
アントの皆様もよく理解されているからであ
る。
　新規事業が失敗する主因を、経営資
源を適切に配分し経営意思決定ができな
いこととするのが、「コンサルタント的」な診
断結果だが、「既存」と「新規」と両断論法
的に捉えることが真の失敗の起点である。

　たとえば、筆者が専門とするヘルスケア
（医薬品、医療機器、介護・福祉等）分
野は、電機、化学、建設等の分野と同様に、
グローバル競争激化や需要低迷など、市
場・競合両面での構造的な変化に直面す
る業界である。そのため業界内の各社は、
新たな収益源を求めて新規参入や本格展
開を現下検討している。一般に、新規参
入者が強く認識すべきことは、参入しようと
する領域が、彼らにとって「新規」でも、そ
の領域の現プレーヤーにとっては既存だと

いうことであり、自社の参入が成功する根
拠として強い仮説を構築できなければ参入
すべきでない。
　ヘルスケア業界は、「すごく儲りそうだが、
ITを含めて技術は洗練されていなく、す
ごく非効率な感じ」というのが、実は同分
野に関わる方ですら抱いている印象だ。し
かしながらそれは、一見非効率で前近代
的に見えるヘルスケア業界のルールを理解
できていないことによるものである。
　業界のルールを的確に理解すれば、医
療・介護従事者・患者・家族・行政とい
った多岐にわたるステークホルダーの相克
する利害が、複雑だが極めて合理的なダ
イナミクスを成していることが見える。しか
し、それは業界の外にいる者には極めて
わかり難い。「新規」だからわからなくて当
然だと言うのは簡単だが、参入しようとす
る業界を青い芝生として眺めず、芝生の

気を遣う居抜き工事故に現場が積極的に
ならない等が原因で、未だに収益の柱に
育っていない例が多い。
　もう一つ例を挙げる。電機メーカーや化
学品メーカーは、広く産業財分野において
コモディティ化したモノを売るだけでは、グ
ローバル競争の中で売上減少に加え、収
益性が大幅に悪化する状況が続いている。
そのため、10年以上前から「顧客の問題
解決」をする大義名分を「ソリューション」と
称し、新しい部署を立ち上げたり、顧客業
界の理解を深めるため、顧客の業界（たと
えば半導体製造業）出身者を営業・マーケ
ティング担当に配したりしてきた。しかし、
実際には自分が解決できる範囲のソリュー
ションにとどまり、顧客にとって中途半端な
解決にしかならず、結果としてソリューショ
ン事業が育っている例は少ない。

　新規事業について、顧客や提供する製
品・サービスが既存か新規か、何を強みと
して勝つか、ルールはどう違うか、といった
軸で進むべき方向性を考えると、ほとんど
の新規事業は「ド新規」ではない《図表1》。
これはよく使われる戦略枠組「アンゾフの箱
（Ansoff’ s Box）」に一次元加えたもので、
この立方体の８象限の内、わずか１象限
のみが「ド新規」である。貴社が検討され
る新規事業はどこに当てはまるだろうか。
　「温故知新」という言葉が、まさに失敗し
ないやり方を端的に言い表している。自社
にどんな（自分にも見えていない）強みがあ
るのか。同じ観点で他社はどうか。これら
の論点に答えた上で、ではどういう手を打

つのか、を考えるのは経営者の仕事であり、
単に「新規事業」と位置付けて責任者を決
めてやらせるのではうまくいく訳がない。
　新規事業は定義により、市場・顧客や
製品・サービスのいずれかあるいはすべて
に土地勘が無いが、そこで勝たなければな
らない訳で、既存あるいは今後出現する競
合よりうまくやり続けなければならない。企
業において、利益を出せていない新規事
業の責任者が、主力事業部門が有する強
みを活かすことは並大抵ではない。

　以上、新規事業の本質的な難しさにつ
いて述べてきたが、成功の王道はある。
新規事業戦略を策定し、確実に結果を出
す上で決して手を抜くべきでないのは、表
現は陳腐だが、会社の事業戦略および戦
略遂行能力の診断である。この診断にす
べてがかかっている。
　弊社では、既に多くのクライアントに展開
した「事業戦略策定ツール」と「事業機会評
価シート」という独自の枠組・ツールを開発
し、プロジェクトを通じて進化させている。
これにより、研究開発・営業・マーケティング・
生産等が事業価値の向上に貢献するかど
うかを、顧客や製品・サービスごとに評価、
定量化すると共に、自社に必要なケイパビ
リティ（企業が全体として持つ組織的な能
力）を徹底的に洗い出せる《図表２》。
　この枠組を用いると、事業戦略とその遂
行能力が赤裸々に評価され、自社に不足
している能力や必要な経営資源（ヒト・モ
ノ・カネ・情報）が具体的に特定できる。
また、不足している能力を構築できるかど

うかや、他社との提携やM&Aの必要性
と戦略的意義も明らかになる。
　この枠組の基本思想は、既存事業と新
規事業を併せて共通の軸で評価し、経営
資源配分を行うことにある。新規事業の必
要性は、この枠組に含まれる、事業環境（市
場・競合、技術、規制等）の評価から得
られる示唆によって明らかになる。
　激変する厳しい事業環境に置かれるど
の企業にとっても、新規事業は中期的に
成功させなければならず、決して「隣の青
い芝生」に惑わされたり、あるいは片手間
に取り組むべきものではない。そしてその
要諦は、明確な戦略的方向性の定義と「勝
利」の仮説、それに自らの評価にあり、こ
れを継続的・客観的・徹底的に行うことは、
組織としての力量を磨くことに他ならない。
　最後に、新規事業に限らないが、事業
戦略および事業計画は策定時点でのベス
トの仮説であることに留意することは鉄則
である。経営者の皆様にはぜひあらため
てご一考を期待したい。

新規事業は本当に「新規」なのか

東京大学工学部卒業。ミシガン大学ビジネススク
ール修了。鹿島建設、米国系大手コンサルティン
グファーム、GEヘルスケアを経て、2012年に
フロンティア・マネジメント㈱に入社。建設・化学・
ヘルスケアおよびクロスボーダー案件を担当。

いくらコストを減らしても、売上が上がらなければ儲からない。
主力事業が窮すると増収のため新規事業を検討するのは常套手段だが、
実際にはほとんどの新規事業は失敗する。しかし、失敗しないやり方はある。
それはあえて「新規事業」と考えないことに始まる。

コンサルティング第2部
マネージング・ディレクター

Hajime KOBAYASHI
小林 創
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「新規事業」と位置付けることが
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市場成長・変化
要因特定事業環境
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事業モデルの
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目標・KPI施策 能力・資源

出所: フロンティア・マネジメント作成

出所: アンゾフの箱（Ansoff,s Box）を元にフロンティア・マネジメント作成



顧客の関心・ニーズと外部／内部要因分析のベストミックスイメージ図表1

外部要因分析

顧客の
関心・ニーズ

Best Mix

Best Mix

内部要因の分析

経営者目線 投資家目線

個々の企業等によるコントロールが
困難なマクロな視点が重要

個々の企業等によるコントロールが
可能なミクロな視点が重要

サービスや商品の唯一性、
差別性などの個性に関心

投資ユニバース※や同業他社など
特定集団内での立ち位置に関心

※投資ユニバース：投資対象とする銘柄群（母集団）

新
規
事
業
完
全
撤
退

外部／内部要因分析の実施事例（イメージ）図表2

AUG. 2013 AUG. 2013

行動を的確に予想することが投資判断に
おいて重要となることを、「最も多くの投票
者が美しいと評価するであろうと予想され
る候補者を選ぶ」というルールの美人投票
になぞらえてケインズは指摘している。
　「ケインズの美人投票」の場合、「どの
候補者が最も美しいと思うか？」という検討
を投票者は一応行うであろうが、 この点
について、すべての投票者の意見が一致
することは稀と思われる。ここで、他の投
票者との意見の不一致にあまり関心を払わ
ないのは、「より多くの投票者がその候補
者を美しいと評価するか？」の方が重要な
関心事項だからである。ある投票者（投
資家）がより少ない出費でより高いリターン
を得るには、より多くの投票者に美しいと
評価されるに違いない候補者に票を集中さ
せれば良いのである。
　一方、先月行われた「AKB総選挙」の
ルールは200名以上の候補者の中からファ
ンが好きな特定の候補者に投票をし、そ
の票数で選抜メンバーを選ぶというもので
あり、複数投票が可能であるという特徴は
あるものの、一般的な美人投票に準じた
ルールである。

　もしも「ケインズの美人投票」の投票者か
ら優勝獲得のためのコンサルティングを依頼
されたら、コンサルタントがやるべきことは、
①他の投票者がどんな候補者を美しいと評
価しているのかを明らかにした上で、②どの
候補者がその基準を満たすのかを依頼主
である投票者に伝えることであろう。さらに

　前号の本コーナーでは、コンサルティング
と医療行為の類似性を指摘した。コンサル
ティング・プロジェクトを成功に導くために、
コンサルタント（医師）とクライアント（患者）
の間で「密な双方向型のコミュニケーション
を取ること」によって各々異なる課題・悩み
（症状）を把握した上で、最適なソリュー
ション（治療）を追求するのがコンサルタント
の基本姿勢である。
　ただし、コンサルティングと医療行為には
相違点もある。医療行為の場合、遺伝性
や感染性などが疑われる場合を除き、診
断対象は原則として患者自身の症状や体
調、生活習慣などであり、医師はその症
状をもたらす内部要因の分析にのみ集中
する。一方でコンサルティングの場合は、
お客様自身の現状・ニーズなどに対する
内部要因分析に加えて、お客様を取り巻
く経済・社会・利害関係者など、外部要
因分析も的確に行うことが必要となる。
　コンサルタントは、仮説の構築と検証、

論点整理、解決方法検討などの諸作業を
効率的かつ有効に進めるために、外部／
内部双方の要因の把握・分析を適切に組
み合わせることに常に留意しているのであ
る《図表1》。
　以下、その適切な組み合わせについて、
「ケインズの美人投票」と、近時人気の高
いアイドルグループである「AKB48」の総選
挙を例に挙げて、検討してみたい。

　「ケインズの美人投票」は、「どの女性が
最も美しいと思うか」を投票によって決定す
る一般的な美人コンテストとは異なり、「100
名の女性の中から最も美しい6名を投票に
よって選び、その選択が投票者全体の平
均的な好みに最も近かった者に賞品が与
えられる」というルールである。
　株式市場等の集団による合意形成によ
って価格が決定されるマーケットでは、投
資家の中期的かつ合理的な判断よりも、
群集心理等を含め、近い将来の投資家

コンサルタントが③有望な候補者の不足す
る部分を解明の上、特定の有望な候補者
に対してシェイプアップやメイクアップなどの
アドバイスをすることができれば、依頼主の
優勝確率はさらに高まるであろう。
　このコンサルティングにおいて最も重要な
作業は①であり、それを受けての②③とい
う構成になっている。外部要因の把握・分
析が主、内部要因の把握・分析が従とい
うタイプのコンサルティングといえるだろう。
　ちなみに今回の「AKB総選挙」におい
て、選抜に入った特定メンバーに対して大
量集中投票を行ったファンは、応援する候
補者がスポットライトを浴びる姿をみて満足
したであろうが、大量集中投票のために
費やした金銭負担は多額に上ったと思わ
れる。もし、特定メンバーのファンから、
「AKB総選挙」において、「最低限の出費
で」当該メンバーを優勝させるためのコンサ
ルティングを依頼された場合は、どのように
対応すればよいだろうか。この場合、②投
票先はそのメンバーに固定されているので、
（諸事情を考慮しなければ）あとは①で明確
となった外部要因（そのメンバーにどの程度
の票が集まりそうで、かつ選抜メンバーに
選ばれるためにはどれだけの票が必要とな
るか）に沿って、③で内部要因の対応に努
めれば、最低限の出費で特定メンバーを勝
たせることができるかもしれない。

　この美人投票優勝コンサルティングは、
投票者に加えて、優勝したいと願う候補

者にも有効かもしれない。
　しかしながら、こうしたイベントに参加し
て多くの投票者に支持されることに関心を
持たないフツウの人から「身近な家族や友
人などに愛されながら交友関係を広げるな
かで夢や幸せを追求していきたい」という
依頼を受けた場合には、美人投票優勝虎
の巻のようなソリューションを提供したら、
別世界の話として違和感やとまどいを感じ
るかもしれないし、押し付けられれば反発
するかもしれない。そもそも住んでいる世
界が違うため、実行・実現可能性が低い
机上の空論になっているかもしれない。
　一人ひとりの異なる夢や幸せの実現を支
援するコンサルティングの場合は、依頼者
の身の回りや社会に目を向けることも大事
であるが、まずは「よくみる、よくきく、よく
はなす」という密なコミュニケーションを通じ
て課題を整理し、解決方法を見つけること
の方が優先されるだろう。その結果として、
優勝はおろか美人投票のステージに上が
ることすらできなくても、きっと依頼者に感
謝されるにちがいない。こちらは、内部要
因の把握・分析が主、外部要因の把握・
分析が従というタイプのコンサルティングと
いえるだろう。

　弊社の強みは、投票する側（投資家目
線）とされる側（経営者目線）の双方の立
場にまたがるコンサルティング実績にあると
考えている。二つの立場横断的に再生や
成長の多様な現場に数多く立ち会ってきた

弊社のコンサルティングチームには、外部
要因と内部要因の把握・分析のベストミッ
クスをベースとする、実行・実現可能性
の高い将来の戦略や施策を具体的に描く
経験・ノウハウが蓄積されている。
　本稿の最後に、この蓄積を活かし、顧
客・利害関係者・社会の三者の期待に
応えるという弊社の経営理念を具現化した
事例をひとつご紹介したい《図表2》。弊
社の顧客企業である機械メーカーは、新
規事業として成長産業分野への進出・投
資を進めたものの、その後のグローバルな
市場環境変化を受けて当該新規事業は頓
挫した。そして、当該新規事業の価値の
毀損が、時々刻 と々進行する中、弊社は、
当該新規事業の今後の展開をどのように
するかについてコンサルティングを依頼され
た。当該事例では、内部要因分析結果を
受けて外部要因分析を初期的・簡易な段
階に留め、許容される範囲の限られた時
間軸の中で新規事業完全撤退判断を行っ
た。また、一部事業整理に伴い、株主資
本が大きく毀損するとともに有利子負債縮
減の見込みも立たない状況となっていた
が、自助努力による構造改革を進めるとと
もに、既存事業の安定性等に着目した投
資家の投資を受け入れて企業の継続性を
確保した。弊社は、現在も当該企業に対
するコンサルティングを通じて、顧客や地
域（雇用確保等）のニーズに応えていると
ころである。

東京大学経済学部卒業、早稲田大学大学院ファ
イナンス研究科修了（MBA）。1988年に西日本
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行本部、野村総合研究所コンサルティング本部
を経て、2011年にフロンティア・マネジメント㈱
に入社。
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コンサルティングにおける外部／内部要因分析のベストミックス

顧客企業：機械メーカー

外部要因分析

内部要因分析

市場成長可能性は高い
上位企業による寡占市場
当社のシェアは数%

将来市場規模予想
将来競争環境予想
将来市場シェア予想 など

スポンサー発見困難

経営分析
業績分析
商品分析 など

リスク許容困難
開発投資余力不足
投資管理体制未整備
顧客基盤脆弱

継続期待できない事業の
外部要因精査は省略

※

※

※ ※技術の唯一性不十分
商品の差別性不十分

経営課題：有利子負債過重・株主資本毀損 解決方法：不採算事業撤退・既存事業集中

新規事業として成長産業
分野への進出・投資を進め
たものの、その後のグロー
バルな市場環境変化を受
けて頓挫

■

一部事業整理に伴い株主
資本が大きく毀損するとと
もに有利子負債縮減の見
込みも立たない状況に

■

新規事業の一部はなお残
されたものの、足元の収益
貢献はほとんどなく、将来
の売上見通しも不透明

■

コンサルティングサービスの出発点は、顧客企業の現在の経営状態をもたらしている外部／内部要因の二つを
徹底的に分析することである。ただし、分析に費やす時間や費用が限られる場合には、コンサルティングの目的や
依頼者である顧客企業の関心・ニーズに応じて、各要因分析に費やす時間の比重を変える等、
効率的かつ効果的な対応が必要となる。

コンサルティングにおける
外部／内部要因分析のベストミックス

コンサルティングと医療行為

外部／内部要因分析の
ベストミックス

ケインズの美人投票と
AKB総選挙

外部要因分析が主、
内部要因分析が従のコンサルティング

内部要因分析が主、
外部要因分析が従のコンサルティング

出所: フロンティア・マネジメント作成

出所: フロンティア・マネジメント作成
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請に対して差押え等の強硬手段が採られ
たり、信用不安を惹起するような情報が取
引関係先に流れたりした場合、有機的一
体性をもって事業を営むX社グループにお
いてその事業価値は著しく毀損されてしま
う。その場合、事業価値の維持を目指し
て私的整理に踏み込んだにもかかわらず
本末転倒の結果になることも十分考えられ
た。そこで、X社において日本国内の金
融機関に一時停止を要請する一方で、中
国・ASEAN子会社は金融機関との間で
経常取引を継続する方針をとった。
　なお、中国・ASEANの各子会社に対
するX社のメイン行系列の現法からの借
入については、各期日到来の都度、同額
の折り返し融資を頂いたため、事実上邦
銀からの借入金について国内・国外を問
わず約定弁済の猶予をいただく形となっ
た。

　X社グループでは、グループ内において
有機的一体性をもって事業のオペレーショ
ンがなされていた。具体的には、X社と中
国・ASEAN子会社とは親子ローンで資
金を融通し、本社へのロイヤリティやコミッ
ションの支払いにより日本への資金の還流
を行う他、本社と各子会社及び子会社相
互間において半製品や製品の実需取引に
基づくグループ内取引が行われていた。
他の多くの日本の製造業でも見られる状況
と思われるが、一部の大口顧客による拠
点の海外シフト及び中国・ASEAN地域
の経済発展に伴い、単純に中国・
ASEANの各拠点で製造した製品を日本

　X社グループは、X社を筆頭に中国・
ASEAN各国に製造・販売子会社を要す
る企業体である。同グループでは、X社に
おいて技術開発・顧客開拓を中心に行い、
主に中国・ASEANの製造子会社におい
て製品を製造し、X社、あるいは中国・
ASEANの販売子会社を通じてこれらを販
売するというものであった。
　X社は、多くの日本企業と同様に、国
内金融機関から借入を行い海外子会社を
設立して製造拠点を築き、市場の拡大に
沿うように設備投資を拡大していった。し
かしながら、最盛期には400億円に迫る勢
いであった売上高は、注力製品のアプリケ
ーションが急速に縮減する中で、3年余り
の間に、半分以下まで減少してしまってい
た。X社グループは、エレクトロニクス業
界向けの売上が多く、そのエンドユーザー
の事業特性から高い品質と顧客ごとの特
別な仕様が期待される手間隙のかかる商
品が多い上に、これらの商品のライフサイ
クルは短期であり、顧客・商品ごとの販売
台数が短期間に大幅に変動するリスクを
内包したボラティリティ（変動性）の高い事
業ポートフォリオとなっていた。
　このような市場構造の転換による大幅な
売上の低下に対して、アジア各地へ拡大し
た設備・人員が重荷となり急速に資金繰り
にも窮する事態となった。そこでX社では、
取引銀行各行の同意を得て約定弁済の一
時停止を受けた上で、事業再生計画を策
定する私的整理手続を行うこととなった。
　本件で問題となった論点は多岐に亘る
が、本稿では紙面の都合上、❶一時停止

の対象とすべき金融債務の範囲、❷各拠
点の資金繰りとグループ全体の資金繰り
の調和の2点に絞って述べる。

　X社グループでは、X社に150億円程の
金融負債がある一方で、各中国・ＡＳＥＡ
Ｎ子会社においてもそれぞれ借入があり、
その総額は25億円に上っていた。通常、
子会社が事業を運営する上で独自に資金
繰りが回るのであれば、当該子会社を親
会社の私的整理手続に巻き込む必要はな
く、その範囲外として子会社の金融負債
について約定弁済の一時停止を要請する
必要もない。一方、子会社が単独では資
金が回らない場合、または子会社からの
資金の還流が親会社の資金繰り上重要な
場合には、当該子会社の負債も含めて約
定弁済の一時停止を要請する必要があ
る。X社グループでも子会社の一部は単
独で資金が確保できている状況ではなかっ
た上、中国・ASEANでの販売高が多く、
これらの拠点で獲得した資金を日本に還流
しない限り本社の負債の返済原資が十分
ではないため、本来であれば、X社本体
の金融負債にかかる約定弁済の一時停止
と同時に、中国・ASEAN子会社の金融
負債について約定弁済の一時停止を要請
する必要があった。
　しかし、中国・ASEAN各国における
私的整理の実務が乏しい上、各国の倒産
法制も未整備のため、中国・ASEAN子
会社が地元の銀行に約定弁済の一時停
止を要請した場合の予測可能性が低いこ
とが問題であった。仮に、一時停止の要

へ輸入するのみならず、現地や他の中国・
アジアへの拠点へ販売する取引の割合も
多く、実需取引に基づくグループ間の資金
決済はかなり複雑なものとなっていた。
　さらに、資金繰りが逼迫するにつれて、
一時的に資金が不足する拠点に資金を集
める一方、資金余剰が生じる拠点の資金
を吸い上げる等の拠点間の資金オペレーシ
ョンも煩雑になっていた。ところが、中国・
ASEANの多くの国々では為替取引が管理
されており、自由な海外送金が制限されて
いるところが少なくない。拠点間の一時的
な調整のための資金移動はグループ間貸
付で処理ができず、グループ間の実需取引
に基づく送金タイミングを調整する方法に多
くを依存することとなっていた。したがって、
各拠点の資金繰りとグループ全体の資金繰
りの状況は複雑で取引債権者からは分かり
にくいものとなっていた。
　この点、本件では前述の事情から、国
内の金融機関に約定弁済の一時停止を要
請する一方で、中国・ASEAN子会社は
金融機関との間で経常取引を継続する方
針をとったため、本来は国内の金融機関
に対する返済減資となるべき資金が不当
に海外へ流出しているのではないかという
点は、国内の金融機関の方々の立場から
は当然抱くべき懸念であった。
　特に、一部の金融機関はその現地法
人を通じて中国・ASEAN子会社に貸付
残高を有しているため、国内の貸付のみ
について残高を有する金融機関はどうして
も国内の資金繰りに注目する一方、現地

法人を通じて自ら具体的な海外の貸付残
高も有する金融機関は、当該海外拠点の
資金繰りが関心事となる。この結果、具
体的にどの程度の資金を海外拠点に残し、
どの程度を本社に還流させるべきかを巡っ
ては、見解の相違が生じることもあり、そ
の調整も必要となった。
　そこで、X社としては、各拠点間の資金
繰りも併せて協力いただいた金融機関の皆
様へ説明した。また、返済計画の策定に
あたっては中国・ASEAN子会社には必
要不可欠な流動性資金のみ手元に残し、
配当あるいは移転価格税制による規制の
範囲内での仕切り値の調整やロイヤリティ
率の調整という手段を用いて利益をX社へ
吸い上げる前提で数値計画を策定した。
そして、当該数値計画から導かれるX社
の手元流動性資金をベースにリスケジュー
ル中の最低弁済額を算出することとした。
また、中国・ASEAN子会社における設
備投資も設備の更新等必要最低限のもの
のみ計画に織り込み、当該計画値を超過
しないようにする努力義務を負うこととした。
　なお、仮に中国やASEAN諸国におい
ても私的整理の枠組みが確立され、一定
の予見可能性を持って私的整理に踏み込
める状況が整っていれば、本件のような問
題は生じなかったわけであり、そのような
枠組みの早期確立が望まれる。現在
ABA（Asian Bankｅｒｓ Aｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）のガ
イドラインを改訂し、国際的な私的整理の
枠組みとして確立させようとする動きがある
ようであり、今後刮目していきたい。

　X社グループの事業再生計画は七難八
苦の末に全金融機関の同意を得て成立し
た。各国の法制、税制、外為規制が異
なる中で、債務者側アドバイザーとして各
拠点の資金繰りとグループ全体の資金繰り
の調和の観点から各金融機関に対して適
切で分かりやすい説明に努めたが、至ら
ぬ点も多々あったと思われ、ここにお詫び
申し上げる。一方、時間的制約と精神的
な重圧の中で会社再建に向けて努力いた
だいた会社担当者の皆様、長期にわたる
プロジェクトにおいて辛抱強く我々の説明に
応じてご協力いただいた金融機関の皆様
方のご理解にこの場を借りてお礼を申し上
げる。

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。

近時多くの企業が中国・ASEANへ進出しているが、今回はそのような企業が再生局面に至った場合に
直面することとなる問題について事例を踏まえながら紹介する。なお、事例は弊社が関与した案件をベースに、
ステークホルダーへの配慮などから適宜脚色を加えている点については、予めご了承いただきたい。

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

Shunsuke SAEKI
佐伯 俊介

一橋大学法学部卒業。弁護士（東京弁護士会所
属、同会業務改革委員会委員、同会倒産法部部
員、全国倒産処理弁護士ネットワーク会員）。
2007年に富士法律事務所に入所し、2010年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

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

Satoshi NAKAMURA
中村 哲

中国・ASEAN進出企業の
事業再生事例

対象企業の概要及び
窮境の原因

中国・ASEAN進出企業の事業再生事例

借入

X社グループ

製品・半製品取引 ロイヤリティ・コミッションフィー

海外子会社 海外子会社 海外子会社

国内金融
機関

海外金融
機関X1社 X2社

X社

X3社

終わりに

❶  一時停止の対象とすべき
各拠点における金融債務の範囲

❷  各拠点の資金繰りと
グループ全体の資金繰りの調和

出所: フロンティア・マネジメント作成



企業倒産件数の推移図表1 金融円滑化法利用後に倒産した件数の推移図表2

していた。
❸無計画な見込生産による
　不良在庫の増加
　過去の販売実績に基づく甘い予測での
見込生産を行っており、製品在庫が滞留
し、倉庫スペースは在庫で山積みの状況
となっていた。
❹非効率な関係会社の存在
　A社には、卸売会社であるB社、特定
製品の販社C社、加工会社D社、生活
用品の購買会社であるE社の4つの関連
会社が存在し、B社とC社については自社
競合を起こすケースもあり、経営管理の面
からも非効率な組織となっていた。

　上記の窮境原因を踏まえ、以下を骨子
とする事業再生計画を策定するとともに、
金融機関から返済猶予を得ることで、当
面の安定的な財務基盤を確保した。
❶汎用品から受注品を中心とするセール
　スミックスへのシフトと赤字受注削減
　（営業改革）
❷生産計画の精緻化と標準在庫の低減
　（生産改革）
❸組織再編による関係会社の整理
　（組織改革）
❹第三者のコンサルタントの関与による
　計画実行

　再生計画を確実に遂行するため、弊社
コンサルタントが半常駐にて改革実行を支
援した。実行支援でのポイントを、上記の
計画骨子と対応させながら以下に記載す
る。

　金融円滑化法が2013年3月末で期限切
れを迎えたが、2009年12月の施行以来、
同法に基づいて約40万社の業績不振企
業が貸付条件の緩和を受けたと言われる。
　2008年のリーマン・ショック以降、企業
業績が低迷する中、企業倒産件数は減
少傾向にあり《図表1》、同法が中小企業
の大量倒産回避という役割を果たしたのは
確かである。しかしながら一方で、同法に
基づき貸付条件変更を受けた後に倒産し
た企業は増加傾向にあり《図表2》、返済
猶予を受けながら経営課題の解決を先送
りにした企業や策定した改善計画が計画
通り進んでいない企業が相当数存在する
と推察される。
　

　弊社は中堅･中小企業の事業再生に多
数関与しているが、業績不振に苦しむ中
堅・中小企業の再生に対する経営改革ア
プローチは、以下の4つのタイプに大別で
きるものと考えている。
■自主再建（債権者主導）
■ファンド活用
■地域合従連衡
■大手傘下
　以後数回の連載に渡って詳しく解説し
ていくが、“中堅･中小企業再生の真のア
プローチ”の第1回目として、本稿では「①
自主再建（債権者主導）」の事例を紹介し
たい。

　A社は売上高約20億円の化学製品メ
ーカーである。1980年代から1990年代前
半にかけては業界に先駆けた製造ラインの
導入等により、ニッチ領域における国内シ
ェアは30%を超え、業界リーダーとしての
地位を築いていた。しかし、競合企業に
製造技術がキャッチアップされたこと等によ
り徐々にシェアを失う中、2000年代半ばに
オーナー創業者が逝去、二代目社長によ
る経営執行体制に移行した。ニッチ市場
のパイを奪い合う厳しい競争環境の中、シ
ェアは2008年には約15%にまで低下、一
方で借入金の返済負担が増大し、外部コ
ンサルタントを招聘して抜本的な事業再生
に着手することとなった。

❶ガバナンス及び戦略マインドの欠如
　経営状況が悪化する中、含み益計上
等による利益で配当を行うことで、財務体
質の一層の毀損と問題提起の遅延を招い
ていた。また長年のワンマン経営で指示待
ちの企業文化が熟成され、新体制におい
ては戦略立案の役割の担い手が不在とな
り、業績悪化に有効な打ち手を見いだせ
ない状況が続いていた。
❷場当たり的な営業戦略
　A社製品は汎用品と受注品に大別さ
れ、高い技術に基づく受注品が収益の源
泉であったが、収益性の低い汎用品をさ
らに値下げして販売するという場当たり的
な対応を繰り返し、赤字受注が多数発生

❶自律的組織への転換
　二代目社長はリーダーシップを発揮する
というより、合議を重視するスタイルであり、
それが意思決定の遅れや事業戦略の曖
昧さに繋がっていた。計画実行において
は受け身の企業体質を自律的組織に転換
することが最重要であったため、全社員に
対し社長の口から厳しい経営状況と今後
の事業計画を説明し、全社一丸で再生に
向かうことを明確にすることから始めた。
　実行体制として、営業、生産、マネジ
メントの3つの分科会を立ち上げ、改革キ
ーマンを分科会リーダーに指名。各分科
会からの起案を討議・決定する場として、
ステアリング･コミッティを隔週で開催した。
❷営業改革（営業分科会）
　各拠点がそれぞれ独立して行っていた
営業を、本社に本部機能を持たせて一元
化し、分科会リーダーを営業本部長とした。
これにより本部長主導で営業方針が一本
化されるとともに、各拠点の課題を営業部
員が共有できる体制となった。
　分科会では、まず不採算製品・顧客を
洗い出し、不採算顧客に対しては値上げ
交渉を粘り強く行い、採算割れの顧客をゼ
ロにすることを目指した。また、それまでの
御用聞き営業を改め、付加価値の高い受
注品を計画的に提案すること、提案を行う
に当たっては技術･生産との連携を充分に
図ることを営業方針とし、営業メンバー全
員へ徹底した。
❸生産改革（生産分科会）
　営業と販売計画を密に共有することで
生産計画の精度向上を図り、見込生産の

比率を引き下げるとともに、標準在庫を設
定して在庫削減に取り組んだ。また、生
産効率を高めるために、工場レイアウトの
見直しや生産品目の絞込みを行った。
❹組織改革（マネジメント分科会）
　関係会社4社を100%子会社にした上
で、適格合併によりA社に統合した。組
織再編に際しては、オペレーションの見直
し、顧客や債権者に対する対応サポート、
法務･会計･財務面でのディール実行及び
PMI注全般に渡り弊社が支援し、半年とい
う短期間で組織再編を完了した。

　計画初年度に単月黒字化を果たし、計
画2期目には計画を大きく上振れする形で
経常黒字化を達成、在庫削減に関しても1
億円を超える在庫削減を行うことでキャッシ
ュフローを改善した。3期目の業績も計画を
大きく上回り、中小企業再生支援協議会及
び金融機関より、再生ステージからの卒業
のお墨付きを3期で得ることができた。

　弊社は、計画策定から、半年間の半
常駐での実行支援、そして約1年半にわ
たるモニタリング・経営アドバイスと、延べ
2年以上に渡り同社の再生に携わった。
　A社が自主再生を果たすプロセスにお
いて特に重要だった点は、①経営トップの
コミットメント及び改革リーダー達の強いリー
ダーシップにより、短期間で抜本的な構造
改革をやりきったこと、②施策効果を着実
に積み上げたことで従業員が自信を取り戻

慶應義塾大学経済学部卒業。アンダーセン・コン
サルティング、カート・サーモン・アソシエイツを
経て、2009年にワタミフードサービス㈱に入
社。経営企画本部長、執行役員・CFO、ワタミ㈱
執行役員・総合企画室長等を歴任。2013年にフ
ロンティア・マネジメント㈱に入社し、フロンティ
ア・ターンアラウンド㈱（100%子会社）に出向。

2009年度以降、金融円滑化法等の効果で企業倒産件数は減少傾向にあるものの、
金融支援の下支えによる延命措置で、企業価値の向上を伴った本質的な事業再生が
進んでいないケースが散見される。そこで、中堅･中小企業の課題と
その解決のためのアプローチについて事例を交えながら考察する。

フロンティア･ターンアラウンド株式会社
マネージング･ディレクター

Satoshi YONEYAMA
米山 智

中堅･中小企業再生に向けた
真のアプローチ～その❶～

中堅･中小企業再生に向けた真のアプローチ ～その❶～

終わりに

Ⅰ 事業の概要

Ⅴ 成果Ⅲ 再生計画の立案と財務安定化

Ⅳ 再生計画の実行

Ⅱ 窮境に陥った原因

し、そのことがさらなる取組みへのマインド
につながっていったことである。
　計画が想定通り進んでいない企業にお
いては、本質的な課題解決にまで踏み込
まず、改革施策が対処療法的なものに留
まった結果、売上減→コスト削減→社員の
モチベーション低下・競争力低下→更な
る売上減→さらなるコスト削減、という「負
の連鎖」に陥っているケースが散見される。
中堅･中小企業の再生にあたっては、しが
らみのない第三者の関与によって短期間で
社内の「負の連鎖」を断ち切り、自律的に
組織が成長する仕組みを構築することが
特に重要である。

出所：㈱帝国データバンク  注:倒産件数は、負債総額1000万円以上の法的整理を集計したもの
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早稲田大学商学部卒業。公認会計士。監査法人
トーマツにて金融機関の米国基準監査業務に従
事した後、2009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。2013年7月よ
りフロンティア・ターンアラウンド㈱（100％子会
社）へ兼務出向。

ことで、対象会社への支配権を取得する
ケースがある。この一連の取引は、貸付
債権の額面以下での売買とDESによる株
式の取得を組み合わせることで、実質的
な金融支援とM&Aを同時に実行している
ことになる。

　私的整理を伴うM&Aを行う場合には、
スポンサー候補企業から提示された対象
会社の企業価値評価は金融機関による金
融支援額に直結する。そのため、金融機
関から合意を取得するプロセスにおいて、
交渉によりスポンサー候補企業からもっと高
い企業価値評価を引き出すことができるの
ではないか、あるいは、もっと有利な条件
を提示するスポンサー企業がいるのではな
いか（それにより金融支援額はもっと少なく
できるのではないか）、という議論が起こる
ことが通常である。
　したがって、対象会社の事業の特殊性
や、既存の株主・取引先との関係、時間
的制約等の理由により、特定の企業しか
スポンサーとなり得ないケースのように入札
手続を行うことが困難または効果的ではな
い場合を除き、スポンサー企業は入札手
続により決定することが多い。しかし、仮
に入札手続を行ったとしても、時間的制約
や私的整理が行われているとの情報漏洩
が起きた場合に事業価値が毀損するリスク
を考慮すると、スポンサー候補企業として
打診する企業の範囲には限界があるた
め、入札手続を行うだけで、必ずしも、「金
融支援額はもっと少なくできるのではないか

　再生型M&Aに厳密な定義があるわけ
ではないが、一般的には、M&Aに伴い債
権者（通常は商取引債権者は対象とせず、
金融債権者（金融機関）のみを対象とする）
から債権放棄等の何らかの金融支援を受
けるケースを再生型M&Aと呼んでいる。
　再生型M&Aは大きく、民事再生・会社
更生等、裁判所が関与する法的手続の下
で行われるケースと、法的手続ではない私
的整理手続の下で行われるケースに分けら
れる。このうち、法的手続の下で行われる
ケースは、各手続の根拠となる法律の規定
によって手続の内容が規律されているのに
対して、私的整理手続の下で行われるケー
スでは、一定の準則はあるものの、全債権
者の合意に基づき手続が変わり得たり、対
象会社が上場会社であり、私的整理を行っ
ている事実が適時開示される場合等を除き、
私的整理が行われている事実自体が公表さ
れないことが通常である。そのため、その
ような私的整理手続の下で行われるM&A
と通常のM&Aとの違いについては、広く一
般的には認知されていないと思われる。
　そこで本稿では、私的整理を伴う再生
型M&Aについて、通常のM&Aと比較
した特徴を概観したい。

　法的整理手続の場合は多数決の原則
により手続が進められるが、私的整理手
続はあくまでも全員同意がなければ成立し
ない。そのため、私的整理を伴う再生型
M&Aを行う場合には、全金融機関から
金融支援に関して同意を得ることが前提と
なる。そして、法的なルールが無い下で
利害関係の異なるすべての金融機関から
同意を取得するためには、公平かつ透明
性の高いプロセスを経ることが極めて重要
である。また、私的整理手続を行う場合、
各種の企業再生税制の恩恵を受けられる
かどうかが、実務上重要なポイントである
ことが多い。
　このような観点から、私的整理を伴う再
生型M&Aを行う場合、プロセスの公平
性・透明性を担保し、かつ税務上の恩恵
を受けることが可能な一定の制度・準則
を利用することが広く行われている。現在、
一般的に利用されている制度は、特定認
証紛争解決手続（事業再生ADR）、中小
企業再生支援協議会の支援手続、地域
経済活性化支援機構（旧企業再生支援機
構）の支援手続の3つである。これらの制
度のうち、どの制度を利用すべきかは、
対象会社の規模、出資機能を必要とする
か（上記3つのうち、自ら出資機能を有し
ているのは地域経済活性化支援機構のみ
である）等を勘案して判断することになる。
　なお、上記のような制度・準則を利用
せずに、いわゆる純粋私的整理の下で再
生型M&Aが行われるケースもある。例え
ば、対象会社に対する金融機関の貸付債
権を額面以下でスポンサー企業に売却し、
当該スポンサー企業が取得した貸付債権
をデット・エクイティ・スワップ（DES）する

」という金融機関の疑問に答えることができ
るわけではない。
　このように、私的整理を伴うM&Aで最
も重要となる全金融機関の同意取得のた
めには、“このような手続を行えばよい”と
いうルールが必ずしもあるわけではない。
むしろ、全金融機関の同意が前提となる
以上、一部の金融機関から同意を得られ
ないことにより、手続が暗礁に乗り上げるリ
スクは常に存在する。
　それでは、私的整理を伴うM&Aのプ
ロセス設計や実務上の判断をする際に何
を座標軸にするべきかということになるが、
抽象的であることを承知の上で表現すれ
ば、全関係者（特に金融機関）にとって「や
り尽くし感」のあるプロセスを経たかどうか
という点にあると思われる。特に、現状現
れているわけではない、より良い条件を提
示する「潜在的な」スポンサー企業が絶対
に存在しないことを疎明することは事実上
困難であるから、金融機関から同意を得
られるかどうかは、公平かつ透明性の高
いスポンサー選定プロセスを行った上で、
スポンサー候補企業をどのように選定した
か、その中からどのような判断基準で最終
的なスポンサーを選定したか、当該スポン
サー企業から引き出す条件を最大化する
ための誠実な交渉をしたか等について、
納得感のある説明をできるかという点にか
かっている。
　私的整理を伴う再生型M&Aの場面に
おいては、前述の私的整理のための制度・
準則において対象会社からは独立した第
三者（事業再生ADRにおける手続実施
者、中小企業再生支援協議会の支援手
続における協議会及びその専門家アドバイ
ザー等）がプロセスに関与していることが、
プロセスの公平性・透明性の向上に寄与
し、金融機関の合意形成に大きな役割を
果たしていると考えられる。
　以上のとおり、私的整理を伴う再生型
M&Aでは、スポンサー企業選定のプロセ
ス設計・運営を行う当事者（対象会社）と
プロセスの成否を左右する重要な決定権
を持つ当事者（金融機関）が異なるという、
再生型M&A固有の特徴を十分に考慮し
てプロセス設計・運営を行う事が肝要で

ある。
　なお、以上の点は、私的整理を行う対
象会社側の観点から述べたものであるが、
スポンサー企業にとっても重要な点である
ことに変わりはない。むしろ、出資機能と
利害調整機能を共に有する地域経済活性
化支援機構の支援手続を利用するような
例外的なケースを除き、金融機関から同
意を取得する手続は対象会社側が行うも
のであるため、スポンサー候補企業は対
象会社側の金融機関とは接点を持たない
ことも多い。そのため、例えば入札手続に
参加する場合、上記のような再生型Ｍ＆
Ａの特性を理解した上でプロセスに臨むこ
とが重要となる。

　金融支援の内容として債権放棄やDES
を行う場合には、株主責任として、株主の
権利の全部又は一部を消滅させることを求
められることが通常である。一方、Ｍ＆Ａ
の手法として、組織再編行為を行う場合
等、一定割合以上の株主の同意がM&A
の前提となる場合がある。そのため、この
ような場合には、株主から同意が得られる
ように利害調整を行うことが必要となる。
　同様に、金融支援を要請するに至った
原因を作った経営者に対して、どのような
経営責任を問うか、あるいはどの範囲の
経営者にまで責任を追及すべきかという点
も、通常のM&Aにはない再生型M&A
固有の論点である。

　通常のM&Aと再生型M&Aで外部専
門家に期待される役割は共通する部分が
多いが、再生型M&A固有又は通常の
M&Aより重要性の高い検討課題も存在
するため、それらについての専門性が外
部専門家には期待される。
　例えば、再生型M&Aの一環として債
権放棄を検討する場合、対象会社におけ
る債務免除益による税負担の有無や、金

融機関側において損金算入が可能か等、
税務上の課題がストラクチャー決定上の重
要なポイントとなることが多い。そのため、
これらの観点から適切なストラクチャーを検
討することが税務アドバイザーには求めら
れることになる。
　また、再生型M&AのM&A契約では、
対象会社側に資力が乏しい等の理由で、
補償条項の効力が実際には減殺されてし
まう等の通常のM&A契約にはない固有
の論点があったり、私的整理手続におい
ては、いわゆる事業再生計画を作成した
上で金融機関に提示し、これについて金
融機関から同意を取得するというプロセス
上の固有の論点があるため、再生型M＆
Aでは法務アドバイザーにもM&Aと事業
再生双方の専門性が求められることにな
る。
　また、ファイナンシャル・アドバイザーが
各分野における再生型M&A固有の論点
を熟知していることに加えて、前述した金
融機関をはじめとする各種ステークホルダ
ーの利害調整に関する経験・能力を有し
ていることが、再生型M&Aのプロセスの
円滑な遂行のためには重要であると考えら
れる。

フロンティア・ターンアラウンド株式会社
 兼 ファイナンシャル・アドバイザリー第1部

ディレクター

Koji KATO
加藤 浩司

AUG. 2013 AUG. 2013

再生型M&Aの特徴 ～私的整理を伴うM&Aについて～

私的整理のための
制度・準則の存在

❶

金融機関からの
同意取得

❷

その他の関係者との
利害調整

❸

外部専門家に
期待される役割

❹

再生型M&Aとは

再生型M&Aの特徴

私的整理を伴う再生型M&Aには通常のM&Aとは異なる特徴がいくつかあるが、
上場会社等の場合を除き、私的整理が行われている事実自体が公表されないことが通常のため、
その違いについては一般的にはあまり認知されていない。
そこで、実務を通じて感じる再生型M&Aと通常のM&Aとの違いについて概観したい。

再生型M&Aの特徴
～私的整理を伴うM&Aについて～



慶應義塾大学総合政策学部卒業。2001年にモ
ルガン・スタンレー証券会社に入社。投資銀行部
にてテクノロジー企業顧客を中心として資金調
達及びM&Aアドバイザリー業務に従事し、
2010年にエグゼクティブ・ディレクターに就任。
2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

前提となる。
　❶の対外発表のタイミングについては、
特に上場企業であれば、買収金額等を含
む諸条件に合意し、適時開示の要件を満
たした場合には可及的速やかに公表しな
ければならず、重要なのはいつ発表する
かではなく、いつ何を合意するかであり、
条件については可能な限り詳細に契約書
に落としておく必要がある。
　❷の為替変動リスクについては、多くの
場合VaR（Value at Risk）を用いて計測
する。詳細な議論は割愛するが、VaRと
は過去の一定期間の為替変動データに基
づき、将来の一定期間（この場合、契約
書締結日から実際の支払日までの期間）の
間に、ある一定の確率の範囲内で為替変
動による買収金額の最大増加額を統計的
手法により推定することである。一般的に
用いられるVaRでの計測方法には分散共
分散法、モンテカルロ・シミュレーション法、
ヒストリカル法などがあり、それぞれに利点
と欠点があるが、いずれの方法もバック・
テストによって検証することが重要となる。
　❸の不成立リスクは、この取引が買収
側、売却側／対象企業の株主価値最大
化に資する取引となるよう諸条件を交渉し、
また、各国の公正な市場競争環境を害さ
ないようストラクチャリングしていくことで、リ
スク自体の最小化を図っていく。（しかし、
リスクがゼロになることは決してない）
　❹は、買収者自身のリスク・エクスポー
ジャー注1を確認するものである。特定の方
向の為替リスクにさらされている場合に、
さらに同様のリスクを追加するべきではな
く、カウンター方向のリスク・ヘッジを検討
するべきである。

　2009年春先に1米ドル＝100円を割ったド
ル円相場は、さらに2010年初夏に90円を
割り込み、その後80円前後を彷徨う展開
となった。しかし、昨年10月頭より一転急
激に反落、約3年半の円高分を取り戻し、
1米ドル＝100円に達した。
　例えば米ドルについて言うと、海外資産
の買収においては、買収金額が円ベース
で割高になったと感じられる方 も々いるかも
しれない。ストックでみると、仮に円ベース
で買収総額が膨らんだとしても、一方で、
対象企業の総資産、売上高、キャッシュ
フローも同じく膨らむため、買収後の連結
バランス・シートの左右は文字通りバランス
するはず、という見方もできる。ただ、実
際はそのように単純な話ではないし、少な
くとも、円安により、1米ドル＝80円の時と
比べると、その他の条件が全く同じであれ
ば円ベースの初期投資（買収金額）は2割
近く増加することになる。

　一般的に、海外資産買収において考慮
すべき為替リスクには2つある。１つは、
前述した、買収金額（円ベース）が想定し
ていた額から変動するリスクであり、もう１
つは、すでに買収済み、または出資済み
の海外子会社や現地法人等の純資産価
値を円ベースで連結する際に変動するリス
クである。
　本稿では特に前者にフォーカスするが、
このリスクは、例えば、株式譲渡契約
（SPA）に調印してから、その後クロージン
グ監査を経てクロージングの前提条件が充

足されていることを確認し、最終的に買収
金額の払込みを行うまで一定期間が過ぎ
る場合に、顕在化する可能性がある。そ
の間に円安が進行したら、当然SPA締結
時点よりも円換算での支払金額は増加す
る。これを避けるために為替リスクをヘッジ
する戦略をとるが、その手法はいくつかあ
り、また、費用も掛かる。

　為替リスク・ヘッジ取引を行う場合には、
まず、当該案件の状況と自社のリスク許容
度等を測るため、下記のポイントをチェック
する必要がある。

　その上で、どのような為替リスク・ヘッジ
の手法を選択するかを検討していくわけだ
が、買収金額の支払通貨と円の為替市場
が、十分な取引規模と流動性があり、仮
に為替ヘッジ取引を行った場合でも市場へ
の影響を最小限に抑えられる（確実かつス
ムーズな取引執行ができる）ということが大

　さて、これらのポイントを確認した上で、
次は為替リスクのヘッジ戦略の選択となる
が、一般的に大きく分けて3つの戦略が考
えられる。
　１つ目は、まったくヘッジをしない、という
戦略である。買収を公表してから実際に決
済が行われるまで、為替ポジションを取ら
ず、決済直前にスポットでの為替取引を実
行するアプローチだが、投機的であり、十
分な財務体力がある（または案件規模が非
常に小さく、財務的影響が極めて限定的
な）場合にのみ取り得る選択肢と考える。
　2つ目は、為替先物予約を行う戦略であ
る。将来の一定期日（この場合は決済日）
を予約の実行日として為替レートを固定し
ておく為替売買取引であり、初期費用が
掛からない一方で、一度予約をすると原
則、解約ができない（または多額の解約コ
ストが発生する）ため、案件の不成立の場
合に柔軟な対応ができない。もちろん、
SPA締結日から円高に振れた場合にその
メリットを享受することもできない。
　そして３つ目は、通貨オプション取引を
行う戦略である。支払通貨または円のプッ
ト・オプション注2及びコール・オプション注3

の売りと買いの組み合わせ、さらにはストラ
イク・レート（権利行使レート）の設定によ
って、買収者のリスク許容度に応じた多様
な取引条件を設定することが可能である。
　同じ種類のオプション（コールとコール、
プットとプット）を組み合わせる取引は「スプ
レッド」、違う種類のオプションを組み合わせ
る取引は「コンビネーション」と呼ばれ、為
替レートの方向性（円高 vs. 円安）だけで
なく、ボラティリティ（価格変動率）自体の大
小に対して様 な々アプローチで対応できる。
　ここで強調しておきたいのは、為替リス
ク・ヘッジは、あくまでもリスクのヘッジであ
り、企業の財務戦略は常に保守的である
べきと考える筆者としては、ヘッジ手法の
選択にあたっても将来の為替相場に対して
推測するべきでないということである。経
営者は、株主を含むステークホルダーに対
して、海外資産の買収が企業価値最大化

に資するものということだけでなく、価値毀
損のリスクを最小化する手法を採っている
ことの説明責任を果たす必要がある。
　なお、オプション取引は為替先物予約と
異なり、買収が不成立の場合に多額の解
約コストが発生しない代わりに、オプション
料が発生することに留意されたい。
　ここで、オプションを組み合わせるケース
を１つ紹介する《図表》。ゼロ・コスト・カ
ラーというものだが、これはコール・オプシ
ョンの買いとプット・オプションの売り（または
その逆）の組み合わせであり、オプション料
等もすべて含んだ設計であるため、初期コ
ストを限りなくゼロに近づけることが可能に
なる。そもそもの為替リスクについては、
一定のレートのレンジ内にリスクへのエクス
ポージャーを限定することが可能となる。
　なお、対象資産の国籍によっては、当
該国金融市場で資本規制等が存在する
場合があり、非居住者が当該国の通貨及
び金利にアクセスする際には、オフショア
市場の方が、流動性が高く、条件面で有
利となるケースもあることを付け加える。

　最後に、本稿では触れなかった、買収
完了後または出資済みの為替リスクについ
ても紹介したい。それは、為替レートの変
動で為替換算調整勘定が増減することに
よって、連結上の純資産価値が増減する
リスクである。包括利益の勘定科目であり、
連結財務諸表の純資産に直接的に影響
する。国際会計基準においては、「その他
包括損益」が損益に付加されるため、貸

借対照表のみならず損益計算書上へも影
響が及ぶことになる。
　海外資産買収における為替リスク・ヘッ
ジ戦略は、買収戦略の中の重要な一つで
あり、M&Aアドバイザリー業務の一貫とし
て、弊社のような独立したファイナンシャル・
アドバイザーの第三者の意見をご活用され
たい。

ファイナンシャル・アドバイザリー第2部
マネージング・ディレクター

Naotomo AKUNE
阿久根 直智

AUG. 2013 AUG. 2013

リスク・エクスポージャー：保有金融資産の、市
場の価格変動リスクに対する露出
プット・オプション：基礎商品を満期日までの期
間内にあらかじめ定められた権利行使価格で
売り付ける権利
コール・オプション：基礎商品を満期日までの
期間内にあらかじめ定められた権利行使価格
で買い付ける権利

注1

注2

注3

買収価格についてどのタイミングで相
手方と合意するか
買収価格合意の日から、実際の払込
みを行うまでの間に、どの程度の為
替変動のリスクがあるか
買収価格合意／対外発表後、実際に
取引が不成立となるリスクがどの程度
想定されるか（株主総会での承認、関
係当局による審査、他社の対抗提案
等）
通常の商取引においてどの程度為替
取引、為替ヘッジ取引を行っているか
（リスクにさらされているか）

❶

❷

❸

❹

権
利
行
使
レ
ー
ト

為替レート（満期時点）
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

ゼロ・コスト・カラー

海外資産買収における為替リスク・ヘッジ

終わりに

為替リスク・ヘッジ戦略の選択

為替リスク・ヘッジを行う際の
チェックポイント

海外資産買収時に
考慮すべき為替リスク

図表

スポット：直物相場（スポットレート）での直物取引
カラー：価格変動に対して、上限価格と下限価格
を設定することができるオプション取引

海外資産買収において、デュー・ディリジェンスや価値評価分析、取引ストラクチャー等、
検討・対応を要する数多くのポイントの１つに、支払対価が外貨建ての場合の為替リスクのヘッジがある。
特に対象となる外貨に対して円安基調の場合、円ベースでの買収金額が膨らむ可能性もあるため、
為替リスク・ヘッジ戦略は重要なポイントとなる。

海外資産買収における
為替リスク・ヘッジ

出所: フロンティア・マネジメント作成
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一橋大学経済学部卒業。1999年にサントリー
㈱に入社。2004年にベリングポイント㈱に入社
し、2005年には㈱博報堂ブランドコンサルティ
ングに入社。2009年にフロンティア・マネジメン
ト㈱に入社し、2013年5月よりシンガポール支
店に赴任。

シンガポール支店
ディレクター

Ryota TANOZAKI
田野崎 亮太

する《図表3》。
　CPグループ（タイ）は、会長であるタニ
ン・チャラワノン氏のビジネス手腕がNHK
で放映された事もあり、ご存知の方も多い
かもしれない。種子の輸入や飼料販売を
創業ビジネスとし、養鶏、エビ養殖などの
ビジネスへと垂直展開し、2013年の売上
高は4兆4,000億円を超えると想定される
巨大グループである。日系企業との合弁で
は、1989年に明治（当時、明治乳業）と
協業で、CP-MEIJIを立ち上げ、現在タイ
におけるチルド牛乳市場の約5割のシェア
を占める。これは明治の持つ技術力、商
品開発力に依るところも多いが、タイ国内
に6,800店以上のセブン-イレブンを持ち、
Macroというハイパーストアを50店以上展
開しているCPの持つディストリビューション
能力も貢献している。
　サハグループ（タイ）は、タイ国内に3つ
の工業団地を運営する1942年創業の財閥
グループである。工業団地を運営すること
を強みとし、消費財を中心としたライオン、

　ASEANサミットにおいて、2015年まで
にASEAN10カ国が一つの生産、消費の
経済圏となるAEC（ASEAN Economic 
Community）を構築する目標が採択され
た。東南アジアで事業を展開する多国籍企
業の経営陣は、ASEAN市場を製造拠点
よりも消費市場として期待しており《図表１》、
AECを起爆剤とした自社商品・サービスの
さらなる市場浸透への期待度も高い。
　日系企業がASEAN地域の消費市場を
獲得するには、「どのように事業展開する
か（単独or協業or M&A）」と「どの国か
ら事業展開するか」が大きな論点となる。
「どのように事業展開するか」については、
まだASEANに進出しておらず、大きなリ
スクをとる事が難しい日系企業の場合は、
現地企業との協業が主な選択肢となるだ
ろう。協業手法としては、業務提携（OEM
等）、技術委託、直接投資（合弁等）など

様々あるが、重要なポイントはその協業パ
ートナーが現地で販路を持っているかとい
う点である。「どの国から展開するか」につ
いては、取り組む事業の産業構造などか
ら検討する必要はあるが、今回は、一般
的な事業推進の容易性や名目GDPなどの
需要面から、多くの日系企業が進出をして
いるタイやマレーシアでの事例をいくつか紹
介したい《図表2》。

　タイやマレーシアにおいて、商品・サー
ビスを消費市場へ展開する能力を持つ地
場有力企業の一つとして財閥グループが
挙げられる。中でも、以下に紹介する5つ
の財閥グループは、小売や飲食チェーン
などの顧客接点を豊富に持つことにより、
市場展開力を高めている。それらの財閥
グループについて、その企業戦略や日系
企業とのこれまでの取り組みを以下に紹介

グンゼ、ワコールなど多くの日系企業と合弁
で事業を展開しながら、グループ中核企業
であるサハパタナピブンという卸を通じてタイ
全域に商品を展開している。その他、資
生堂との合弁によるヘアケア＆スパの複合
型サロンや、日清食品ホールディングスが20
％の株式を持つプレジデントフーズによる即
席麺の製造事業などを展開している。
　セントラルグループ（タイ）は、1947年
に海外の本や雑誌などをバンコクで展開し
た事から始まり、今では多くの海外ブランド
のフランチャイジーとなり、グループがもつタ
イ最大の百貨店網を通じてブランド価値を
提供している。2012年のグループ売上高
は約6,000億円で、上場4社の時価総額は
1兆6,000億円を超える。FCとして展開す
る日系ブランドとしてはサンリオショップなど
があり、最近ではタイで60バーツ均一店「コ
モノヤ」を運営するタイワッツの株式51％を
取得した。百貨店からコンビニエンスストア、
食品スーパー、ドラッグストアに到るまで、
多くの流通網を抱えている。
　マイナーグループ（タイ）は、比較的新
しい財閥グループである。1978年にロイヤ
ルガーデンリゾーツをタイのパタヤに創業し
たのを皮切りに、1980年にはThe Pizza 
Companyを立ち上げ、レストラン事業も展
開し、2011年にはオーストラリア、ニュー
ジーランドでホテル・リゾートを展開するＯａ
ｋｓ Ｈｏｔｅｌｓ ＆ Ｒｅｓｏｒｔｓを買収、積極的に企

業規模を拡大している。現在はASEAN、
中東アジア、アフリカなどの22カ国で1,000
以上のレストラン、30以上のホテルを展開
し、時価総額は約2,900億円である。日系
企業との合弁実績はない。
　ベルジャヤグループ（マレーシア）は、
1984年にマレーシアで創業された財閥グル
ープである。展開する事業は幅広く、不
動産を中心として、小売業、飲食業、ホ
テル・リゾート開発、宝くじ運営、金融、
旅行代理店などを展開している。流通網
としては、マレーシアでセブン-イレブンを約
1,400店展開し、ドラッグストアもCoswayブ
ランドで130店 以 上 展 開している。
Coswayはドラッグストアの展開の他に、ネ
ットワークビジネスも展開しており、スリムボ
ディ、パーソナルケア、スキンケア、化粧品、
日用雑貨、浄水器、食料品やジュースな
どの商品をマレーシア、日本、タイ、台湾、
インドネシア、コロンビアにおける100万人
以上の会員に直接販売している。現在は
Coswayで展開できる商品の開発・製造
機能を強化している。

　以上5つの財閥グループは、ディストリビ
ューション能力を持つという共通項はあるも
のの、事業展開の方向性や強みは異なる。
　AECを追い風として、新たな経済圏と
して注目を集めるASEANの消費市場を

獲得するには、基点となるエリアでの地盤
固めが必要であろう。その際、現地の有
力プレーヤーと連帯し、双方の強み・弱
みを組み合わせて新たな価値を創造しな
がら、ＡＳＥＡＮの消費市場を深耕していく
ことは、効果的な戦略オプションの一つと
なるのではないだろうか。

出所：各社Annual Report, ホームページを参考にフロンティア・マネジメントが作成

財閥グループ名

CPグループ
（タイ）

サハグループ
（タイ）

セントラルグループ
（タイ）

マイナーグループ
（タイ）

ベルジャヤグループ
（マレーシア）

シンガポール
マレーシア
タイ
日本
ブルネイ
中国
ベトナム
インドネシア
カンボジア
フィリピン
ラオス

1
12
18
24
79
91
99
128
133
138
163

2,598

経済圏

経済成長率

消費者の規模と購買力

ASEANにおける顧客企業の存在感

法や規制の質

適正な賃金・技術水準の労働力

ASEAN以外への展開可能性

4.5

下記項目について、ASEANはどの程度、魅力的か?（5段階評価, N=147）

出所：Economist Corporate Network（2013） 出所：Doing Business ranking 2012年、IMFApril2012　注：ミャンマーは調査対象外
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2012年
事業推進の容易性

2011年
名目GDP（億ドル）

2,787
3,456
58,695
155

72,981
1,227
8,457
129
2,131
79

農業・畜産・水産
食品製造・卸
小売・飲食

工場団地運営
消費財製造・卸
小売・飲食

輸入・卸
小売・飲食
ホテル・スパ

輸入・卸
飲食
ホテル・スパ

不動産
小売・飲食
ネットワーク
ビジネス　

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

チェスター・グリル（約150店・タイ）
ケンタッキーフライドチキン（中国）

UCC上島珈琲との合弁による
カフェ展開（タイ）

吉野屋、ペッパーランチ、
ケンタッキーフライドチキンなど
12ブランド（約600店・タイ）　

The Pizza Company （約300店・タイ）
Sizzler（約45店・タイ、中国）

Kenny Rogers Roasters
（約90店・マレーシア中心）
スターバックス（マレーシア）

食品スーパー（約50店・中国）
セブン-イレブン（約6,800店・タイ）
ハイパーマート（約55店・タイ）

食品卸（タイ）
ローソン（数店・タイ）

百貨店 （約50店・タイ、中国、イタリア）
ファミリーマート（約250店・タイ）
食品スーパー（約200店・タイ）

※小売展開は少ない模様

セブン-イレブン（約1,400店・マレーシア）
ドラッグストア（約130店・ASEAN等）

明治との合弁による
乳業ビジネスの展開
吉野屋との合弁による
中国市場開拓　

日清食品ホールディングスが
即席麺製造会社に20％出資
ツルハホールディングスと
合弁でドラッグストアを展開　

良品計画と合弁で無印良品を展開
100円ショップのワッツとタイ事業に
おいて資本提携

※日本企業との合弁実績はない

マツダの販売代理店運営

主力事業
主要なディストリビューション機能

業務用 家庭用
日系企業との取り組み事例

消費市場としてのASEAN開拓戦略～地場有力企業との連携～

AUG. 2013 AUG. 2013

ASEANで展開する多国籍企業のASEANへの期待図表1

日系企業がASEANにおける
消費市場を獲得する手法

タイ・マレーシアの消費市場に
広く根を張る財閥ネットワーク

末広 昭、南原 真『タイの財閥―ファミリービジネスと経
営改革』同文舘出版, 1991年
朱 炎「アジアの華人企業グループ－その発展、経営の
特徴、通貨危機の影響と今後の展望」
『Economic Review』Vol.3 No.2 1999年4月
“Riding the ASEAN elephant,” in Economist Corporate 
Network Asia（February 2013）,
http://ftp01.economist.com.hk/ECN_papers/riding
ASEAN.pdf, accessed May 20, 2013
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財閥グループの概況図表3

終わりに

Doing Business ranking 2012年図表2

～地場有力企業との連携～
ASEAN市場が製造拠点から消費市場へと位置づけを変えつつある中、その6億人を越える巨大な消費市場を
獲得する上で、商品展開能力を持つ地場有力企業と日本企業の連携のメリットについて考察する。
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ASEAN開拓戦略
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