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インドM&Aにおける実務上の留意点

　本機関誌「Frontier Eyes」は早くも第3号を迎え、今回は弊社共同代表の松岡が「時間資

本主義」をテーマに自ら執筆した、消費者と企業との商品取引における時間価値の重要性に関す

る論稿の他、各コンサルティング部門の部員による得意業種、または各アドバイザリー部門の部員

による注目の制度・スキーム等についての考察論文を内容としており、盛り沢山の内容になってい

ます。その中で私が今回注目しているのは、アジア事業部による中国関連の記事です。

　弊社は、2011年の10月に上海の子会社を設立して以来、これまで日本企業の中国進出に関す

るコンサルティングや日中間のM&Aアドバイザリー業務を行ってきましたが、最近相談が増えてきて

いるのが、中国の子会社または関連会社（合弁会社を含む）についての撤退とそれに伴う持分

譲渡のコンサルティングです。弊社は、これまで日本の事業再生業務において、子会社の撤退・

売却等のサポートを何度も行ってきましたが、その際、撤退対象の事業の存続と雇用の確保を重

視し、結果として、当該会社の経済合理性の確保を実現してきました。

　弊社は、中国関連業務においても、同様の見地から、顧客である日本企業の企業価値向上の

ため、単に子会社等の清算方法をアドバイスするだけでなく、中国子会社等の事業の存続と雇用

確保に十分留意しながら、撤退と持分売却等のサポート業務を行っています。

　このようなテーマにお悩みのお客様がありましたら、是非とも弊社アジア事業部宛にご連絡を頂け

ればと思います。

　毎年騒がれるノーベル賞の発表も終わりましたが、調べてみるとアジア人初のノーベル賞はインド

の詩人タゴール氏で、ちょうど100年前の1913年のことのようです。湯川秀樹氏が日本人初の受

賞をした1949年よりも遥か昔です。タゴール氏はインド国歌の作詞・作曲者でもあり、インド人と話

をする際は頭に入れておいた方が良い人かもしれません。実際に弊社でも、インドとのクロスボーダ

ービジネスが出てきており、彼らの文化を理解してコミュニケーションをとることが肝要だと感じさせら

れることが多くあります。

　多くの国や日本の各地域でビジネスをさせていただいている弊社としては、常に色々な文化的背

景を尊重してクライアントの方 と々接することを心がけています。クロスボーダービジネスも、言語能

力が高いだけではクライアントの心の機微を理解することは難しいと思っています。また、日本の地

域も各々が長い歴史を背景にして現在があり、その現在をモザイクのように形作っている多くのステ

ークホルダーのサポートなくしては、案件遂行は難しいと考えています。

　異なるバックグラウンドの専門家を集合体として組織化している弊社は、常に異なる経歴をお互い

に認めてリスペクトし合うことでチームアップする訓練をしています。そうした行動規範こそが、日本

の各地域や、日本と外国の間といった環境下で威力を発揮すると自負しております。本機関誌も、

異なるバックグラウンドの人間が自らの専門性を軸に原稿を書いており、統一性よりも多様性が強く

出た格好になっておりますが、この多様性こそが皆様が抱える複雑な諸問題に対応させていただ

ける源泉であると考えております。
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時間資本主義の時代

東京大学経済学部卒業。㈱野村総合研究所、バー
クレイズ証券会社を経て、1997年にUBS証券会
社に入社し、1999年に株式調査部長兼マネージ
ングディレクターに就任。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年にフロンティア・マネジメント㈱を設立。
『流通業の「常識」を疑え！』（日本経済新聞出版社 
2012年）、『ジャッジメントイノベーション』（㈱ダ
イヤモンド社 2013年）等の著書がある。

　本稿では、近年の我が国の消費者や企業の行動について、
「時間価値」という側面からスポットライトを当ててみる。小学校
の算数や中学校の数学の授業で「補助線」を引くことによって、
図形・幾何問題を解いたことを記憶している読者の方も多いだ
ろう。本稿では、まさに「時間価値」という「補助線」を提示する
ことで、現在発生している経済活動を分かりやすい構造として
提示したい。
　さて、「時間価値」という概念だが、そもそも「価値」とは制約や
希少性から生まれるものである。無限に存在していて、誰もが容
易に入手できるものには、消費者は「価値」を見出さない。
　中世から近代にかけては、身分・移動・職業選択・収入・
情報など、我々にとって様 な々制約条件が存在していた。しかし、
自然権や社会契約説などの近代思想の導入、産業革命や市場
メカニズムの導入、情報技術の進展などによって、これら制約条
件からの脱皮が図られてきた。近代の人類の歴史は、大脳とい
う道具をフル活用して科学や思想を操り、我々が様々な制約条
件からの解放を志向してきた知の営みと言える。
　しかし、どうしても克服できない制約条件は「時間」である。洋
の東西を問わず、一般国民はもとより、権力の絶頂にある人間
ほど、「時間」という絶対的な制約に悩み、その克服を目指してき
た。不老不死の薬を求めた秦の始皇帝、メソポタミアの『ギルガメッ
シュ叙事詩』、インドの『リグ・ヴェーダ』など、時間制約に悩んで
不老不死を求める人間の話は枚挙にいとまがない。
　残念ながら、色々な制約条件をクリアしてきた我々人類も、「時

間」という制約条件は未だクリアできていない。一日の時間が24
時間であるという客観的事実は、すべての人間にとって平等で
唯一無二の制約条件なのだ。そして、二つの要因によって、我
が国ではかつてないほど消費者一人一人の時間の希少性つまり
「時間価値」が高まっている。
　第一は、高齢化である。日本の現在の平均年齢は45歳で、
20年後には50歳を超える。明治から戦後までは日本の平均年齢
は30歳以下であったため、ここ半世紀の高齢化は驚愕である。
これは、国民全体で平均余命が少なくなることと同値であり、国
民全体で見た時間の希少性は上昇している。
　第二は、都市部への人口流入である。都市部への人口流入
は、都市部における情報・商品・サービスの交換や売買の速
度を上げ、都市部における労働生産性を引き上げる。労働者の
賃金は、中長期的に見れば労働生産性の関数であるため、都
市部における労働生産性の上昇は都市部で働く人々の期待賃
金を上昇させる。
　期待賃金が上昇すれば、労働という人的資本を提供できる人
間は、収入を極大化するために労働時間を増やすインセンティブ
があり、労働時間は長時間化する。IT技術の発達もそれに拍
車をかけている。その結果、買い物や余暇の時間は減少の一
途を辿ることが予想され、都市部に居住する一人一人の「時間
制約」への意識は急速に高まっていくことが予想される。
　以上のような、高齢化と都市化との掛け算によって、我が国に
おける「時間価値」は幾何級数的に増大している。企業活動は
こうした「時間価値」という補助線を使って戦略を立てることが急
務になっているのだ。
　世はまさに『時間資本主義の時代』に突入したと言える。

代表取締役

Masahiro MATSUOKA
松岡 真宏

高まる時間価値と
『時間資本主義の時代』の到来

『時間資本主義の時代』における
商品の対価は「消費者の時間価値」

すべての企業が消費者の
24時間を奪い合う時代

　『時間資本主義の時代』では、商品のプライシングが根本的に
異なってくる。商品のプライシングの歴史を概観してみよう。
　アダム＝スミスやリカードなどの古典派経済学やマルクス経済学
の始祖マルクスは、当該商品を生産するために投入された労働
力が商品の値段を決めるという「労働価値説」を主張していた。
つまり、供給者側の論理で値段が決まると考えていた。しかし、
その後19世紀後半になり、ワルラスやメンガーなどが提唱した「限
界効用理論」によって、商品の値段は消費者が価値を認める効
用（満足度）と供給の量とのバランスによって決まるという考え方が
一般的になった。ここで初めて、供給者側の論理だけでなく、消
費者側の意向がプライシングに影響するという考え方が始まった。
　ただしこの時点では、商品の売買とは、「商品」と「商品の代金」
の交換というフレームワークである。当時の経済学者が考えてい
た制約条件は消費者の収入だけであり、時間制約という考え方
はなかった。当時は、産業革命で労苦を強いられた単純労働者
を除けば労働時間は現在よりもはるかに短く、時間制約という考
えは不要だったのである。
　『時間資本主義の時代』においては、商品の売買によって交
換されるものは、「商品」と「商品の代金と消費者の時間価値の
総和」である。当該商品の購買の際に使われる時間は、本来で
あれば、その時間を労働や余暇に振り向けて得られたであろう
賃金や精神満足度を放棄した機会費用として消費者が支払うコ
ストとなる。あるいは、当該商品を購入して使用することで、労
働や余暇時間に振り向ける時間が増大し、賃金や精神的満足
度を引き上げることができた副次的な対価として消費者が支払う
コストになるとも言える。

　では、「商品の代金と消費者の時間価値の総和」の中では、代
金と時間価値はどちらが大きいのだろうか？
　対象商品が、高額家具や特選ブランド品であれば、商品の代
金の方が大きい場合もあるだろう。しかし、スーパーマーケットや
コンビニで購買される生活必需品であれば、客単価は数百円～
三千円前後に過ぎない。多くの都市部居住者や高齢者にとって
の「時間価値」を考慮すると、消費者の「時間価値」が増大して
いく中で、商品の値段が多少高いか低いかということの重要性
は低下していると考えられる。あるいは、労働時間や余暇時間
を増やすことを可能とするような商品・サービスであれば、消費
者は嬉 と々して十分な対価を払うと思われる。
　つまり、現在のように消費者の「時間価値」の急増という断層
的変化としてのパラダイムシフトにより、「バリューチェーンをどう改
善して商品単価をどう下げるか」といった多くの産業が従来命題
としていたことの重要性は希薄化しつつあるのだ。新しいパラダ
イムシフトを前提とすれば、多くの産業が主要命題とすることは「消

費者の時間制約の高まりを認識し、時間価値に見合う業態・サー
ビス・商品を作っていくことで、消費者の時間価値を極大化する」
ということになる。
　これは単純に、家の近くにあって購買するための往来の時間
が少なくて済むコンビニが有利になる、といった矮小な議論では
ない。調理や清掃などの家事時間や、通勤・通学や旅行など
の移動時間、食事や睡眠や排泄などの本能的に必須な時間
等々、本来的には創造性や労働生産性とは親和性がない時間
をどのように減らすか、あるいはそのような時間をより快適なもの
に変えるのかということに対して「時間制約」を感じている消費者
は、喜んでその対価を払う時代になっているのだ。
　鳥瞰的言説が許されるとすれば、『時間資本主義の時代』にお
いては、「すべての商品・サービスは、他のすべての商品・サー
ビスと競合する」と言える。
　これからの企業にとっての経済活動とは、自らの商品・サービ
スを使って、消費者一人一人の一日24時間という時間を、（同業
他社に限らず）他の企業の商品・サービスとで奪い合う試合に
なったということである。これは、テレビ局が自らの番組枠という
時間制約を所与のものとして、電通や博報堂など広告代理店を
通じて、番組枠のバリュー（＝時間価値）を極大化するようイール
ドマネジメントをして、番組スポンサー候補に売却するという図式
と相似である。同様に、これからの消費者は、自らの時間制約
をベースにして自らの精神・理性を大手広告代理店と見立てて、
どの企業のどの商品・サービスが自らの購買行動や生活におけ
る精神的満足度を極大化してくれるかというエージェント（代理
人）ショッピングをしていくと言える。
　ドイツの哲学者ハイデッガーが指摘したように、我々は気が付
いたらこの世に生を受けていて、各人にとっての相対的な「現在」
という時間に否応なくからめとられて、制約されている。そして、
不可逆的な技術進歩を梃子にして自らの労働生産性を上げれば
上げるほど、「時間制約」と「時間価値」がパラレルに高まるという
カルマの如き仕組みから逃れることはできない。
　一方で、我々は本来的には自由を求める生物であり、この時
間制約という枠組みから少なくとも心理的に脱却できるような商
品・サービスを半永久的に求め続けると思われる。これこそが『時
間資本主義の時代』の本質であり、効率性やモノの値段の高低
とは次元の異なる分野として、既存企業や新規企業にとって新た
なビジネスフロンティアが存在していると考えられる。

高齢化や都市化が進む中、
我が国では消費者の「時間価値」が急速に高まっている。
この新たなパラダイムシフトの中で、
消費者一人一人の制約された時間を、
企業は業種を超えて奪い合わなくてはならない。
日本の各産業にとって対応が急務となる
『時間資本主義の時代』とは。



年代別の清酒消費額（一人当たり・年額）図表1

清酒の輸出数量推移図表2

と呼ばれる低価格帯の清酒である。この価
格帯の清酒は大手製造業者のNB（ナショ
ナルブランド）が中心であるが、近年は大手
小売のPB（プライベートブランド）の攻勢を
受け、またNB間でも品質面の訴求ができ
ず価格のみの競争となっているため消耗戦
となり、一様に業績を悪化させている。
　清酒の品質は一頃の三倍増醸酒よりは
大きく改善しているものの、悪いイメージを
払拭することができていない。業界団体で
も需要喚起の取り組みを行っており、「國酒
プロジェクト注2」等の官民一体の取り組み
もあるが、消費者まで浸透しているとは言
えない。また、地域振興の一環として清
酒が活用されるケースは多いが、それぞ
れの規模は非常に小さく、清酒業界全体
の改善には繋がっていない。
　それでは、清酒業界の活性化（復権）
のためには何をすればいいのだろうか。
　ここからは「顧客（既存、新規）」および
「製品（既存、新規）」の観点から対策を
検討したい。（「新規顧客・新規製品」に
ついては、難易度が高く優先度が劣後す
ると考えるため割愛する）

　まず、「新規顧客・既存製品」の対策と
しては、海外への輸出増加による販路の
拡張が考えられる。
　貿易統計によると、近年清酒の輸出は、
中国を中心に東日本大震災および福島第
一原発事故による食品輸入規制の影響
があったものの、増加傾向を維持してい

　東日本大震災後に東北の地酒が「復興
応援消費」という形で消費量を伸ばし、
2011年は16年ぶりに出荷量が前年を上回
るといった動きはあったものの、清酒業界
は長い間苦境にあえいでいる。日本人全
体の「アルコール離れ」が進んでいることに
加え、清酒を主に消費する年代が高年齢
層に偏っており《図表１》、今後の消費の
伸びが見込めない状況である。
　品質向上や販路の地道な開拓を続けて
いる一部の地方の蔵元は売上を伸ばして
おり、直近においても「特定名称酒」と呼
ばれる高級な清酒は出荷量を増加させて
いるものの、ボリュームの大きい「普通酒」
については出荷量を低下させ続けている。
　さらに、普通酒は原料となる安い「加工
用米」の価格が大きく上昇しているため、
値上げを表明せざるを得ず、価格競争力
を失う状況となっている。
　かつては酒税が国税の中で税収1位を

占めていた時期もあり、税収確保の観点か
らも清酒業界は販売面で数々の規制に守ら
れてきた。また、新規参入が困難であり、
需要が供給を上回っている間は、販売力
のある大手製造業者は「作れば売れる」状
態であったため、販路の開拓等の営業努
力を怠ってきたと言わざるを得ない。
　しかし、戦後「三倍増醸酒注1」に代表さ
れる質の低い清酒が普及することにより、
清酒へのイメージは悪化し、貿易自由化
等に伴いワイン等、他の酒類の拡大を招く
ことになり、清酒の地位は低下を続けていっ
た。加えて、1990年代後半から進んだ販
売面の規制緩和は、酒類全体ではチャネ
ルの拡大による販売量増加につながったも
のの、既存の販売チャネル（酒販店）に多
くを依存していた清酒業界の大半の企業
は、他の酒類との競争に敗れ、さらなる苦
境に陥ることになった。
　地酒等、清酒として注目を集めるのは「大
吟醸酒」「純米酒」といった比較的高級なも
のだが、量販店の店頭陳列数が最も多い
のは、出荷数量の66％を占める「普通酒」

る《図表2》。しかし、数量ベースではまだ
国内消費全体の1/40にしか過ぎず、まだ
まだ拡大の余地はあると考えられる。
　清酒がある程度生活に根付いている台
湾を除くと、海外において清酒は「日本食」
とセットで販売される傾向が強い。例えば米
国のスーパーにおいては、日本食品を扱う
スーパーでは清酒を置かれるケースもある
が、一般的な地元のスーパー（walmart等）
に清酒が置かれることは非常に稀である。
そのため、日本食（レストランおよび食材）
の普及をいかに推進するかが重要となる。
　また、今後は清酒そのものの魅力をい
かに伝え、その普及を促すかが重要とな
る。英国のワイン品評会には清酒の部門
があり、高級酒を中心にアピールする機会
がある。ただし、清酒は日本からの輸送コ
ストも高いため、日本からの輸出について
は吟醸酒をはじめとする特定名称酒の輸
出が中心になると考えられる。

　次に「既存顧客・新規製品」の観点から
の対策を検討したい。ここでは、清酒の強
みを生かした商品開発が鍵となる。代表
的な例が「甘酒」と「化粧品」である。
　酒粕を活用した「甘酒」は、近年の健康
志向の高まりからブーム化しているが、今
後も安定した需要が期待できる。
　また、清酒の杜氏の手が美しいことは有
名だが、その効果を「化粧品」に応用し、
高い美白効果・保湿効果を持った商品を
開発・販売している会社もあり、ある大手
製造業者では売上高の1/3強を、化粧品
をはじめとした酒類以外が占めている。
　清酒は米で作られるため、清酒製造業
者は米の性質や効用を熟知している。さら
に、清酒は「並行複発酵」と呼ばれる「糖
化」と「発酵」を同時に行う独自の醸造により
製造され、各社はこれらの醸造を行うため

の麹や酵母の研究も長年進めてきている。
　この醸造を通じて得られる発酵技術は高
いものがあり、様々な製品に応用できる。
化粧品以外にも、米や酵母由来の食物繊
維を活用した健康食品や、麹菌を活用し
た様 な々バイオ技術の活用が期待される。

　ここまで新規の市場あるいは商品を検討
してきたが、中期的には国内の清酒市場、
つまり「既存顧客・既存製品」の構成比が
最も高く、その対策が最も重要である。
　清酒市場が過去40年近くにわたって縮
小を続けた大きな要因は、若年層を中心と
した「清酒離れ」であるが、その主な要因
としては前述した「他の酒類が拡大する中
で、品質面の訴求ができていない」ことが
大きいと考えられる。
　これまで、主に価格のみを訴求する営
業を展開してきたが、清酒の魅力を消費
者にきちんと伝え、他の酒類へ流れた顧
客を取り戻す必要がある。そのために、
テレビCMだけでなく小売の店頭やWEB
を活用して、消費者に飲み方や効用を直
接提案・紹介することなどにより、市場全
体を喚起することが必要だと考えられる。
　ここで重要なポイントは、製造業者個別

の取り組みだけではなく、業界全体での取
り組みを強化することである。若年層の飲
酒全体が減少している傾向にあるが、そ
こから逃げずに若年層にも伝わる形で、
ニーズをくみ取った商品開発と販売促進を
業界全体で行っていくことが重要である。

　以上、右肩下がりである国内市場を主
戦場とする伝統産業の活性化について、
清酒を例に検討してきた。
　「日本の文化は海外でも受け入れられつ
つある」、「長年の技術の蓄積により応用で
きる分野はある」
　この2点を踏まえて、伝統産業は活性
化を図るべきだろう。伝統産業も変化を続
け、発展を目指すべきである。本稿がそ
の一助となり、伝統産業の活性化が新た
な文化形成に繋がれば幸いである。

京都大学経済学部卒業、中小企業診断士。㈱ダ
イエー、㈱朝日ホールディングスを経て、2010
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。小売
業の中期計画策定・管理業務を長年にわたり経
験し、消費財メーカー（飲料、繊維）や卸売業に
おいても中期経営計画策定やビジネスデュー・
ディリジェンス、および計画実行支援を経験。

～清酒業界を例に～
実りの秋である。冬に向けて熱燗が欲しくなる方も多いだろう。
しかし、日本の食文化の一面である「清酒」は生産量がピークの半分を下回り、
業界全体が苦境に陥っている。清酒業界を例に、伝統産業の
生きる道（活性化のための対策）を考えたい。

コンサルティング第1部
ディレクター

Akitaka NAKAMURA
中村 暁高

伝統産業の生きる道

清酒業界の苦境

NOV. 2013 NOV. 2013

伝統産業の生きる道～清酒業界を例に～

出所：財務省『貿易統計』、国税庁『酒税統計』

出所：総務省『家計調査』
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強みを生かした新商品
→米の効用や発酵技術の活用
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→業界全体での顧客奪還

③「既存顧客・既存製品」の対策
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①「新規顧客・既存製品」の対策

三倍増醸酒：米と水から酒を造るのではなく、醸造用アルコールや糖類、酸味料、調味料などを添加した
日本酒のことを言う。米と水のみから酒をつくる場合に比べて約3倍に増量されるため、このように呼ばれる。

注1

國酒プロジェクト：「ENJOY JAPANESE KOKUSHU（國酒を楽しもう）」プロジェクト。日本酒と焼酎を日本
の「國酒（こくしゅ）」とし、その魅力の認知度の向上と輸出促進に取り組むため、2012年5月に国家戦略担当
大臣の命により発足した。

注2
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国内自動車メーカーの国内外生産・国内販売・輸出台数（2012年）図表1

九州における自動車生産実績図表2

NOV. 2013 NOV. 2013

持を図るための重要な拠点戦略が「国内
自動車生産の九州へのシフト」とみられる。
　九州における自動車生産は急激に立ち
上がってきており《図表2》、10年前の2002
年時点では約6.7％しかなかった九州の比
率が直近約15％、台数ベースではあと一
息で150万台の大台に乗りそうなところまで
きている。メーカー別にみると、日産自動
車九州が約56.1万台（前年比+8％）、日
産車体九州は約10.6万台（同+49％）、ダ
イハツ九州は約45万台（同+8％）、トヨタ
自動車は約29.7万台（同▲2％）、特に日
産、ダイハツが大きく増加傾向にある。
　さらに各社九州で生産している車種の
傾向が異なることもみてとれる《図表3》。
トヨタはレクサスなどの高品質・高付加価
値車の国内生産の中心拠点としており、
ダイハツは滋賀で組み立てている２車種を
除いた他の軽車種すべてを九州で生産し
ている。他方、日産は九州をいわゆるボ
リューム量産車の組立て工場と位置づけて
おり、セレナの湘南工場からの移管など国
内他工場から積極的に生産移管を実施
し、既に九州での生産は日産の国内生産
全体の約50％に達している。
　各完成車メーカーが九州を国内生産拠
点として選ぶ理由としてはいくつかあるが、
まず「関東圏に比べて2割は低いとされる賃
金水準」を挙げることができる。実際、日産
は当該メリットを最大化すべく2011年8月に
九州工場の分社化を実施、賃金上昇を抑
えるという方針のもと本体から切り離した。
　加えて「九州は輸出入拠点として利便性
が高い」ということも挙げられる。特に “ア
ジアの玄関口”として地の利があるため、

　2012年の国内自動車生産は、994万台
と1000万台手前で足踏みする格好となっ
た《図表1》。他方、日系メーカーの2012
年の海外生産台数は、1600万台（前年比
＋18.2％）と過去最高を更新している。尖
閣問題が存する中国では伸びなかったも
のの、タイの洪水からの復興に加え北米
での需要好調が大きく貢献した。メーカー
別の海外生産台数をみると、トヨタは524万
台（前年比＋25.8％）、ホンダに至っては308
万台（同＋40.2%）と過去最高を記録してお
り、生産の海外主導という傾向が一層強
まっているように思える。またホンダ、スズキ、
ダイハツなど一部のメーカーは海外輸出分
については既に相当部分を現地生産に切
り替えていることが見て取れる。
　そのような中、トヨタや日産など一定程

度の国内生産規模を確保することを明言
している完成車メーカーも存在する。具体
的には、トヨタはそのアニュアルレポートのな
かで「国内300万台の生産体制はトヨタの
競争力の礎」、「ハイブリッド車開発に代表さ
れる付加価値の高いモノづくりを国内に残
し、その強みを生かすことでグローバルで
のトヨタの競争力をさらに向上させる」と述
べている。日産も「国内で年間100万台の
生産は維持」（カルロス・ゴーン社長）と明
言しており、中国などから部品を調達し国
内で組み立てるという、いわば“逆ノックダ
ウン（KD生産）”方式を採用してでも国内
生産を維持するという態度を明らかにして
いる。

　各完成車メーカーにとって国内生産維

韓国や中国からの割安な部品の調達が容
易であるという特徴がある。このポイントは
特に各社重視している。例えば、日産車体
は2012年度の九州生産比率を約6割に拡
大する見込みであるが、それに併せて調
達網を見直し、九州生産拠点の部品調達
先を九州を中心とする地場で5割とする一
方、韓国や中国などのアジアのLCC諸国
からも4割調達するとしている（従来は地場
5割、LCC2割）。

　九州における急速な自動車生産の規模
拡大に対して、それを支える地場の部品
メーカーの成長が現状追いついていない
状態とみられる。逆にいえば、九州地場
の部品メーカーもしくは九州に進出可能な
部品メーカーにとってはビジネスチャンスで
あることは間違いない。特に、例えば中部
地区などでは供給構造が相対的に固定的
であるのに比べ、九州における新規取引
拡大の可能性は大きいものと推察される。
　他方、いくつか課題も存在する。まず、
上記の九州拠点のメリットの裏返しである
が、「韓国・中国のサプライヤーと優位性
比較をされる」ということである。実際、安
全性に関わるブレーキ関連部品でさえ、「モ
デルチェンジに合わせ2－3割コストが安い

韓国製部品に切り替えられた」（日産自動車
九州の取引部品メーカー）という例もある。
　次に、「九州地場で優良な金型メーカーを
見つけにくい」ということが挙げられる。九
州の金型メーカーの多くは半導体や弱電向
けの金型生産から出発している企業が多
く、小型金型に対応した設備しか持ってい
ない企業が多い。他方、一般的に自動車
向けのプレス部品、プラスチック成形部品
は大型のものが多く、金型加工用の機械
や工場内のクレーンなど各種設備面でより
大型金型に対応したものが必要となる。

　以上、九州が自動車産業の一大集積
地として勃興してきている状況について理
解いただいたことと思われるが、本当の意
味での「自動車産業の集積地」と見なされ
るためには生産体制だけでは不十分であ
り、やはり研究開発についても九州である
程度行っていく必要があると思われる。
　今までは完成車メーカーの研究開発機
能はやはり中部や関東といった従前の集積
地に置かれる傾向が強かった。しかし、「開
発と生産現場を近づけることが必要」（トヨ
タ九州社長）という言葉に表されるように、
研究開発機能を生産現場の近くにおいて、
モノづくりの観点から車を作りこんでいくこ
とが求められる。そのような体制が実現で
きれば、九州も「生産拠点」という位置づ
けを脱し、「真の自動車産業の集積地」と

呼ばれるようになるものと思われる。

自動車産業集積地としての九州の可能性

東京大学法学部卒業、ニューヨーク大学ビジネス
スクール修了。1988年に三菱銀行に入行。
1998年にゴールドマン・サックス証券会社に入
社し、投資銀行部門を経てPIA（自己勘定投資部
門）に移籍。2002年にブーズ・アレン・アンド・ハミ
ルトンに入社、アリックスパートナーズ・アジア・エ
ルエルシーを経て、2012年にフロンティア・マネ
ジメント㈱に入社。

国内自動車生産全体に占める九州の比率は約15%と上昇してきており、
日系自動車メーカーにとって、国内生産を維持するための拠点戦略として九州の重要性が高まっている。
ただし、真の意味での自動車産業の集積地となるためには、
生産機能に加えて研究開発機能も九州に設置することが必要と思われる。

コンサルティング第2部 兼
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

Hideki TAKESHIMA
竹島 英樹

自動車産業集積地としての
九州の可能性

海外主導が進む自動車生産

九州生産体制強化

出所：北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議 プロジェクト資料を基にフロンティア・マネジメント作成出所：経済産業省九州経済産業局統計データを基にフロンティア・マネジメント作成

出所：アイアールシー「自動車産業レポート第777号、第778号」を基にフロンティア・マネジメント作成
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■参考文献
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「北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会
議プロジェクト資料」福岡県
経済産業省九州経済産業局統計データ
「九州経済調査月報2012年6月号」九州経済
調査協会
「九州の自動車産業を中心とした機械製造業の
実態及び東アジアとの連携強化によるグローバ
ル戦略のあり方に関する調査研究（平成18年3
月）」財団法人九州地域産業活性化センター
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自動車部品メーカーに与える示唆

九州における完成車メーカーの生産拠点図表3

国内生産：
全メーカー合計

海外生産：
国内販売：
輸　　出：

994
1,600
537
480

対全国シェア（右軸）
九州の自動車
生産台数（左軸）
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　以下、当該フレームワークを使って内部
分析を行うにあたっての主な着眼点を説明
する。
　まず、「戦略機能」の分析にあたっては、
戦略の立案・推進力が顧客企業の人材
や部門に内在しているかを判断することが
重要である。
　次に、「戦略の実行基盤」の分析につ
いてであるが、①モニタリング機能に関し
ては、その企業の管理会計上、どのよう
な軸（部門組織軸、商品軸等）とタイミング
（適時性）でモニタリングが行われているか
を確認する。②オペレーション機能に関し
ては、人事制度、組織体制および業務プ
ロセスが競争環境（競合企業）または市場
（顧客セグメント）に対して適合したものにな
っているかを確認する。③インフラストラク
チャー機能に関しては、情報システムや物
流ネットワークの整備状況等が最適なもの
となっているかを確認する。インフラストラ
クチャー機能については一部もしくは全部
をアウトソーシングしているケースもあるが、
グループ経営においては当該機能が無駄
に重複していることも多い。
　以降、当該フレームワークを活用した具
体的な事例を紹介する。

　事例企業は、食品スーパー事業（コア
事業）と複数の異なる事業の多角化経営

　前号の本コーナーでは、コンサルティン
グにおける外部／内部要因分析について、
分析に費やす時間が限られている場合に
は、コンサルティングの目的や顧客企業の
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
果的な対応が必要であることを説明した。
　本稿では、内部要因分析を短期間で行
うために、筆者らがしばしば活用している
「企業オーバービュー（事業構造の概要把
握）」のフレームワーク《図表》について説
明する。これにより短期間で顧客企業の
事業構造を把握し、各階層における主要
課題を抽出する。この主要課題の抽出か
ら施策の策定・実行に結び付けていく過
程において、仮説検証を繰り返すことで、
的確に課題解決を行うことが可能となる。
　内部要因分析のフレームワークとしては
「バリューチェーン分析」が活用されることも
多い。これは、購買物流、製造、出荷物流、
販売・マーケティングおよびサービス等の
各主活動領域における強み・弱み等を時
間をかけて詳細に分析する際に有効な手
法である。それに対して「企業オーバービ
ュー」は、時間的な制限が厳しい中で、
短時間で内部要因分析を行う際に有効な
フレームワークである。

　「企業オーバービュー」のフレームワーク
は、大きく「戦略機能」と、それを支える「戦
略の実行基盤」に分けられる。「戦略機能」
とは、グループ本社機能に代表されるように、
その企業の競争・市場環境の中で、リソ
ース（人材、設備、キャッシュ等）の最適配
分を行う等、戦略の立案・推進を行う機能
であり、グループ全体の業績目標の設定等
を行う。戦略の立案・推進力は企業成長
の最重要ドライバーである。
　「戦略の実行基盤」とは、①モニタリング
機能、②オペレーション機能、③インフラス
トラクチャー機能の3つの階層に分けられ、
相互に関連する機能である。①モニタリン
グ機能とは、後述のオペレーション機能が
有効に効果を発揮しているかを管理会計
等を用いてウォッチする機能である。②オ
ペレーション機能とは、戦略機能を支える
人事制度、組織体制、業務プロセスの3
つの主活動機能である。③インフラストラク
チャー機能とは、オペレーション機能より上
位の階層を支える情報システム、物流ネッ
トワークという2つの支援活動機能である。
　企業の成長ステージを勘案した場合、
一般的に成長企業については、有効な戦
略機能は備わっている一方、戦略の実行
基盤の整備が追いついていない（そのた
め、営業活動を含めた納品サービスレベ
ルの低下や間接コストの肥大化等を招いて
いる）ことが多い。一方、成熟企業の場合、
実行基盤は整備されているが、戦略機能
が機能不全に陥り、リソース（人材、設備、
キャッシュ等）の不適切な配分等により、競
争環境に取り残されている状況にあること
が少なくない。

を行っている企業である。強力な戦略推
進力によりM&Aを含む多角化を行って急
成長する一方、グループ経営管理の勘所
がわからず、グループ全体の経営の舵取
りに苦慮していた。短期間でコンサルティン
グを行う必要がある中で、「企業オーバービ
ュー」のフレームワークを活用して、階層別
に以下の主要課題を抽出した。

①グループ経営におけるグループ本社機 
　能と個社機能の未分化

①グループ本社におけるモニタリング機能
　（部門）の未設置
②個社（各事業）への最適なリソース（人
　材、設備、キャッシュ等）配分を分析す
　るための管理会計の未整備

①グループ全体の人事制度の不適合（そ
　れによるグループ企業の従業員満足度
　の低下）
②業務プロセスの不適合（営業および営
　業支援部門の業務機能、責任・権限

　の不適合による顧客対応力および業務
　運営の効率性の低下）

①基幹情報システムおよびBI（ビジネス・
　インテリジェンス）注の未整備（意思決
　定に必要な経営情報を的確かつ迅速に
　提供できていない）
②非効率な物流ネットワークによる不必要
　な在庫の発生とコストの増大

　本事例ではこれらの主要課題について優
先度付けを行い、事業の成長性と経営の
効率性を高めることを目的に、次の3つの
施策を最優先施策として策定・実施した。
①グループ本社機能と個社機能の再設計
②グループ本社機能として管理すべき項目
　の設計
③事業を遂行するグループ個社の組織・
　業務機能の再配置と人材要件の設定

　最後に、「グループ経営における本社機

能の設計ポイント」を紹介する。グループ
本社は、「戦略機能」として、株主や資本
市場に対して業績をコミットするとともに、
グループ個社に対してそれぞれのミッション
に応じた業績目標を設定する。これをベー
スにグループ経営資源（人材、設備、キャ
ッシュ等）を再配分するとともに、「モニタリン
グ機能」として個社（各事業）の「オペレーシ
ョン機能」をウォッチする。そして、「オペレ
ーション機能」において、現状の組織体制
が競争環境（競合企業）または市場（顧客
セグメント）に対して不適合と判断される場
合は、グループ本社主導による、事業管
理単位（部門別ではない実質の事業セグ
メント）とその権限・責任の再設計を実施
する。
　また、個社（各事業）を横断した活動に
ついても、グループ本社による統制が必要
である。個社（各事業）間に重複する機能
（開発、MD等）の統廃合や共通するオペ
レーション・ノウハウのグループ内展開によ
り、個社（各事業）間におけるシナジー効
果の発揮が見込めるためである。
　このように、グループ本社が戦略機能、
モニタリング機能および個社（各事業）のオ
ペレーション機能を最適に再設計すること
で、グループ全体の機能パフォーマンスが
最大化され、個社（各事業）の経営陣によ
る業務の執行において事業・製品カテゴ
リー・エリアの収益性最大化を目指すこと
が可能となる。

関西学院大学経済学部卒業。澁澤倉庫㈱、富士
通㈱コンサルティング事業本部を経て、2007
年に㈱三菱総合研究所に入社し、ビジネスソリ
ューション本部グループリーダーを務める。その
後、㈱ミスミグループ本社ロジスティクス部門統
括ディレクターを経て、2013年にフロンティア・
マネジメント㈱に入社。

コンサルティング第3部
ディレクター

Yoshihiro TAKEMOTO
竹本 佳弘

最短で企業の主要課題を抽出するための内部分析フレームワーク

短期間でコンサルティングを実施する場合、初期段階でまず顧客企業の
「オーバービュー（事業構造の概要把握）」を行い、
早期に顧客企業の主要課題を抽出することが重要となる。
本稿では、そのための内部要因分析のフレームワークと具体的な事例を紹介する。

最短で企業の主要課題を
抽出するための内部分析フレームワーク

「企業オーバービュー
（事業構造の概要把握）」の
フレームワークとは

「企業オーバービュー」
の概要

「企業オーバービュー」を
活用するにあたっての着眼点

「企業オーバービュー」
の活用事例

グループ経営管理における
本社機能の再設計

出所: フロンティア・マネジメント作成

BI（ビジネス・インテリジェンス）：業務システムなどから蓄積される企業内外のデータを、組織的かつ系統的に
蓄積・分析・加工して、企業の意思決定に活用しようとすること。
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食堂運営の継続受託により、安定した収
益を稼得してきた。
　しかし2000年代に入り、競争激化等に
よる食品製造販売事業の収益性低下に対
応すべく、新工場設立による商品力強化・
生産性改善を図ったが、売上減少・収益
性悪化に歯止めがかからず、新工場設立
投資に係る有利子負債が重くのしかかって
いた。
　X社は収益弁済原資が不足する中で、
手許現預金・換金可能資産を取り崩して
約定弁済の継続を優先した結果、日々の
運転資金にも事欠く状況であった。したが
って、事業再構築のために必要なリストラ
資金や、安定した収益が稼得可能な食堂
運営の更新投資に係る資金といった収益
の維持・改善に必要な資金の手当ても困
難であった。
　そうした中で経営陣は、窮境に対して
各々問題意識を持ちながらも、現場を動か
すに足るリーダーシップを発揮できず、有
効な手立てを講じることができないでいた。
　こうしたX社の再生に向けては、食品製
造事業の立て直しはもちろんのこと、金融
機関や地域再生ファンド等の外部ステーク
ホルダーの協力のもとで、①過大な金融債
務の抜本的な削減、②収益の維持・改善
に必要な資金の調達、③変化の激しい事
業環境に対応できる人員・組織・ガバナン
ス体制の構築が必要な状況であった。

　本件では、再生に向けて上述の窮境原

　私的整理ガイドラインや事業再生ADR
において債権放棄を受ける場合、原則と
して経営者が退任することが明示的に求
められている。一方で、中小企業再生に
おいて多用される中小企業再生支援協議
会スキームでは、「対象債権者に対して金
融支援を要請する場合には経営者責任の
明確化を図る内容とする」という記載となっ
ており、債権放棄案件を含めて、経営者
交代が明示的には求められていない。
　債権放棄案件となった場合には、経営
責任の重大性の他、モラルハザード防止
の観点からも、他の金融支援の場合と比
べて経営者交代が求められる蓋然性が高
い。ただし、一般的に中小企業では、対
内的・対外的に信頼を勝ち得ることのでき
る経営人材が不足しており、現経営陣以
外の代替人材がいない場合が多い。その
結果、中小企業再生支援協議会スキーム
での債権放棄案件においては、1/3程度

が経営者続投となっている《図表》。
　本稿では、債権放棄案件において経営
者続投となった事例について、その背景と
経営者責任の取り方について紹介したい。

　事例企業（以下、X社）は、売上約60
億円の地元名門企業として食品製造販
売・食堂運営受託事業を営み、取引金
融機関も地元の地方銀行・信用金庫が中
心となっていた。X社の役員構成は、代
表取締役1名を含む取締役4名および監
査役2名であり、いずれも親族であった。
代表取締役は、長年に渡りX社経営に従
事して消費者・取引先・従業員の信頼を
得ており、また地元名門企業の社長として
その存在は広く知られていた。
　X社は過去、「老舗としての知名度」とい
う経営資源を活かした食品製造販売と、
「長期にわたって構築した食堂委託業者と
の良好な関係」という経営資源を活かした

因を除去するために、以下の事項につい
てステークホルダーに依頼を行った。
■過大な金融債務の抜本的な削減
⇒取引金融機関への債権放棄の依頼
■収益の維持・改善に必要な資金の調達
⇒メインバンク・地域再生ファンドへの出資・
　貸付の依頼
■変化の激しい事業環境に対応できる
　人員・組織・ガバナンス体制の構築
⇒地域再生ファンドからの人材派遣の依頼

　本件は、現代表取締役が長年に渡り経
営を主導しており、また債権放棄を前提と
したファンド参画型の再生案件である上に、
新規資金調達も必要とするなど、外部ス
テークホルダーへの負担が非常に大きく、
一般的には経営者の続投は非常に困難で
あると想定された。
　しかしながら、社内には代替となる経営
人材がいないという条件下で、消費者・取
引先・従業員の“X社=X社社長”という認
識を無視した外部人材への経営者交代は、
「老舗としての知名度」に悪影響を与える可
能性があり、また、地元地方銀行・信用
金庫が中心であった取引金融機関にもその
認識の共有が可能であった。また、ファンド
参画によるX社の大幅な株主構成の変動
が「長期にわたって構築した食堂委託業者
と良好な関係」にどのような影響を与えるか
について、大口委託先への事前相談を行
ったところ、委託先側からは株主構成の変
動は容認するものの、代表取締役・窓口担
当・食堂運営方針の継続を求められた。
　このような事情に加え、人員・組織・ガ
バナンス体制構築にはファンドからの人材を
経営陣に据えることで対応可能であったこと
や、私財提供等にて一定の経営者責任を
履行することもあり、本件においては、債
権放棄案件ながらも経営者続投となった。

　債権放棄案件における経営者続投は、
事業再生に資するという理由でのみ正当
化されるものであり、会社を窮境に至らせ
たことは否定できず、退任以外の方法によ
り経営者責任を果たすことが要求される。

また、債権放棄時には保証人としての保
証責任も問題になる。
　本件の経営者責任・保証責任の履行
内容は以下のとおり、経営者続投によるモ
ラルハザード等に配慮した形となっている。
❶代表取締役の経営者責任
　（退職慰労金請求権の放棄、保証履行
　による求償権放棄）
　役員退職慰労金については、役員在職
時の会社への貢献に基づき支給されるもの
であり、本件においては会社の窮境を招い
たことをもって、代表取締役は役員退職慰
労金請求権を放棄するものとしている。
　後述のとおり代表取締役は保証履行を
行ったが、これによる求償権については、
経営者責任に鑑みて全額放棄としている。
　なお、本件において代表取締役は既に
生活困難な水準にまで役員報酬の削減を
行っていたため、追加での役員報酬削減
は行っていないが、一般的には役員報酬
削減が行われることも多い。
❷代表取締役の保証責任
　（私財提供による保証履行）
　他の中小企業と同様に、X社の代表取
締役は有利子負債について個人保証をし
ている。代表取締役は、個人資産額を表
明保証のうえ、保証履行として、預金・
生命保険解約返戻金・金融商品につい
ては売却等により換価し、破産の場合の自
由財産に相当する99万円を控除した後の
全額を代位弁済している。これにより債権
放棄部分について保証解除を受けている。
❸他の役員の経営者責任
　（役員辞任および退職慰労金請求権の放棄）
　X社再生の観点において、他役員の続
投は必須ではないことから退任としている。
そして現役員退任後はファンドより新役員を
派遣することで、人員・組織・ガバナンス
体制を担保する形をとった。役員退職慰
労金請求権については、代表取締役と同
様に放棄とした。なお、他の役員は個人
保証をしていないことから、保証責任の履
行は社長に限定されている。

　株主は代表取締役およびその親族で構

成されている同族会社であった。本件は、
第二会社方式での債権放棄を行っており、
特別清算により旧会社の株主はその地位
を失うとともに、新会社へはファンドのみが
出資する形となった。

　企業規模に関わらず、金融支援を依頼
する場合には相応の経営者責任が果たさ
れるべきである。しかしながら、中小企業
再生における経営者交代については、経
営者責任の観点に加えて、対象会社の再
生に資するかという観点から柔軟に対応し
ていくことが求められる。

早稲田大学商学部卒業。弁護士。2003年に東
京丸の内法律事務所に入所。2013年にフロン
ティア・マネジメント㈱に入社し、事業再生業務
に従事。

プロフェッショナル・サービス部
シニア・ディレクター

Akira NOMOTO
野本 彰

慶應義塾大学商学部卒業。公認会計士。2007
年に新日本有限責任監査法人に入社。2011年
にフロンティア・マネジメント㈱に入社し、地方中
堅・中小企業の事業再生業務に従事。

プロフェッショナル・サービス部
アソシエイト

Tomohiro NOZAKI
野崎 智広

私的整理手続きにおける
経営者責任の考え方

X社の概要と窮境原因

窮境原因除去施策と
再生への前提条件

経営者責任・保証責任

株主責任

中小企業再生における経営者責任 ～債権放棄案件における経営者の続投～

～債権放棄案件における経営者の続投～
中小企業再生では、大企業再生と異なり、代替人材不足等の理由から経営者続投事例が散見される。
本稿では、地方中堅企業の債権放棄案件における経営者続投事例を取り上げ、
経営者続投が事業再生に資するケースを考察する。

中小企業再生における
経営者責任

■参考文献
中小企業庁「中小企業における個人保証等の在り
方研究会資料」

中小企業再生支援協議会を利用した
債権放棄案件における経営者交代の状況図表

出所：中小企業における個人保証等の在り方研究会 第5回資料（中小企業庁）を基にフロンティア・マネジメント作成

※中小企業再生支援協議会を利用した債権放棄案件：
　全96件（2010年～2012年上期）

経営者続投
28件

退任・
一族継承
31件

退任・
その他継承
37件

債権放棄案件の場合であっても、
経営者の退任は必須ではない。

29％
39％

32％

1

2

3



フロンティア・ターンアラウンドのクライアント企業への関わり方図表

Y社の身分を有しながら、様々な改革を行
なった《図表》。
　弊社関与前は、十分な利益も出ず高コ
スト赤字体質、さらに資金繰りは厳しさを
増しており、とても事業の維持発展が見込
める状態ではなかった。特に、数値の見
込みが非常に甘く感覚的な意思決定が行
われ経済合理的な判断は皆無であり、毎
月の資金繰り見込みが大幅に修正されるこ
とで、メイン行も対応にあたって障壁が多
かった。
　弊社が関与してからは、現実的な計画
を作成したうえで、抜本的な改革を自ら推
し進め、損益と資金繰りを安定させた。損
益を安定させるためには、見込みを科学
的に行い、かつ厳しく損益管理を行うこと
が必要であり、損益計画達成に必要な改
善インパクトを適切なタイミングで発現させ
るための施策を常に行う、ということを社
内で推進してきた。それにより、資金繰り
も安定し、メイン行も日々の対応に追われ
ることなく、中長期的な目線でY社を支援
する関係に変化してきた。

　本件では元々、創業社長時代からの古
参経営陣、いわゆる番頭的な取締役が数
名存在していたが、能力面で問題があり、
経営改革の抵抗勢力となっていた。そのた
め、弊社が経営に参画にするにあたってマ
ネジメントチェンジを行い、有用な人材を抜
擢して若返りを図った。しがらみの無い外
部専門家として弊社スタッフが常駐すること
で、これまでのしがらみを断ち、二代目オ

　事業承継は、一般的に中堅・中小企
業での代替わりをイメージするが、大企業
でのケース、例えば世襲の確実な実施や、
グループ会社の中での重要子会社の次期
社長へのスイッチ（商社、メーカー、その他）
など、企業規模を問わず多く散見される。
　その中でも、経営そのものの引継ぎであ
る経営承継が注目されるが、現経営者の
後継者教育の不足や、経営基盤が脆弱
（後継者以外の経営陣の質の問題）、後
継者を支える組織体制が未整備など、上
手くいかないことが多くある。既存のリソー
スでは限界があり、外部からの「変革ドラ
イバー」の活用が鍵を握るはずである。

　最初に、企業の変革を行うために必要
なドライバーは、大きく3つある。

　企業の変革においては、経営陣のリー
ダーシップ、即ち求心力が不可欠である。
市場性および事業ポテンシャルがあり、社

会での存在意義を認めうる企業であって
も、経営陣に求心力がなければ変革はな
し得ない。
　特に中堅・中小企業にとっては、この
経営陣の求心力が重要となるが、残念な
がらその力が欠乏していることが変革のボ
トルネックになるケースも多々散見される。
　こうした場合に、外部の専門家による一
時的な経営のサポートを受け、上記変革ド
ライバーをそれぞれ効果的に外部補強す
ることで、経営改革の成功確率が大幅に
上昇する可能性がある。
　なお、事業承継以外に会社に変革が必
要となる場合について、企業再生から成
長過程への転換時や、外部環境変化によ
る必然的な機構改革時、企業買収時
（PMI）等、企業のベクトルを変えるあらゆ
るシーンにおいても変革ドライバーの必要
性は同じく有用であることを申し添えたい。

　

　事例企業（以下、Y社）は3県にまたが
るある特定地域を事業領域としている企業
であり、カリスマ色の強い先代から引き継い
だ会社について、長引くデフレ経済や高度
化・複雑化する経済環境など、まさに経営
改革が必要な状況に陥っている、いわゆる
創業二代目オーナーが苦悩している事業承
継案件である。当初は、あくまで第三者の
立場としてのコンサルティング事案であった
が、現社長から直接依頼を受けて、フロン
ティア・ターンアラウンド（以下、弊社）から
Y社に出向し、経営改革エージェントとして

ーナーの右腕となる新たな経営意思決定の
システムを構築することが可能となった。

　変革ドライバーとしてのタスクフォースチー
ムの役割の1つとして、短期的な経営課題
の抽出とその課題解決（いわゆる「Quick 
Hits」を多く生み出すこと）が挙げられる。
「Quick Hits」とは、アクションを起こせば、
すぐに結果に結びつく収益改革機会のこと
である。「Quick Hits」の施策は、一つ一
つの経済的効果は小さいが、定性的な効
果、例えば経営改革やそれを主導する経
営陣・タスクフォースチームに対する社内
外からの求心力・信頼感の醸成、モチベ
ーション向上などの重大な効果をもたらす。
本件においても、数多くの「Quick Hits」を
飛ばし短期間で多くの結果を出すことで、
二代目オーナーにとって、最も大事な社内
外からの求心力・信頼感を醸成し、リーダ
ーシップを構築することに成功した。

　弊社が当該案件に関わるケースでは、
必ず事業計画策定時に、施策の定量化と
責任部署（担当者）を明確にした詳細なア
クションプランを策定する。また、本件では、
二代目オーナー自らが、弊社から派遣され
た常駐メンバーとともに厳格にタスク管理を

行った結果、確実な結果を出すことに成
功した。そして、経営陣に、場当たり的な
施策ではなく、その時々の状況下におい
て優先度の高い経営課題を設定し、厳格
なタスク管理と検証システムを構築するとい
う習慣が根付いたことで、結果として1年
弱の期間で会社全体が大きく変化した。

　このような変化が実際に起こりえたのは、
弊社が先頭に立って改革を進めた、という
点もあるが、二代目オーナー自身に強い覚
悟があり不退転で改革に臨んだこと、それ
を支える新しい会社幹部がいたこと、そし
てメイン行である地方銀行がY社の再生を
強く願い、それを全面的にサポートした、と
いう要因が揃ったことにあると考えている。
　これほど多くの条件が揃うことは稀だが、
弊社の関与するほとんどの案件で、このよ
うな変化が生じる。それは、会社がどのよ
うなステージにあっても、何らかの条件に
は恵まれていて、その機会を活かす可能
性が必ず秘められているからだと考えてい
る。どのような会社にも変革の機会があり、
その機会を最大限活かすために、一時的
に外部の「変革ドライバー」を利用すること
は有用ではないかと自負している。
　経営改革には、多種多様な高度な知識
と経験が必要と理解されがちだが、何より
も重要な点は、「その企業に関わる人々を
いかにマネジメントするか」、そして「いか

一橋大学法学部卒業。外資系戦略コンサルティ
ングファームであるベイン・アンド・カンパニー・
ジャパンを経て、2009年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。2012年にフロンティア・ターン
アラウンド㈱の設立とともに、同社に出向。

フロンティア・ターンアラウンド㈱
ディレクター

Tetsuaki TAKAHASHI
高橋 徹輝

中堅･中小企業再生に向けた真のアプローチ ～番外編「事業承継」について～

に求心力を保ち彼らのモチベーションを維
持・向上させるか」、さらに「埋没している
あるいは埋没してしまいがちなヒトを円滑に
流動化させられるか」である。
　事業承継の問題においては、マネジメ
ントチェンジをする中で、マネジメント機能を
移行するために行うべき上記3つを確実に
実施することが鍵となる。その際、これま
で日本では自社内で完結すべきものという
慣例であったものを、外部専門家を起用
することでその確率を高めることができる。
さらに、これは経営改革というシーンまで拡
大解釈しても同様であると確信している。

なぜ事業承継が問題か

経営改革の鍵となるドライバー

Y社の事例紹介

NOV. 2013 NOV. 2013

～番外編「事業承継」について～
事業承継を企業経営の最重要課題として捉える機運は益 高々まりを見せ、わが国の最重要課題の一つとして、
現在様 な々法整備や手法の研究がなされている。企業経営者は近い将来訪れる事案の解決をどう図るのか、
また、外部専門家はどのような役割を担うべきなのか。本稿では、企業規模を問わずこの事業承継という機会を
企業変革の好機と捉え、確実かつスピーディな承継について、経営改革のドライバーを外部から調達する利点を紹介する。

中堅・中小企業再生に向けた
真のアプローチ

❶マネジメントチェンジ
　（マネジメント体制の維新）
❷マネジメントチェンジの際の
　タスクフォースチーム組成
❸マネジメントシステム構築
　（責任所在の明確化と厳格なタス
　クメニューの推進および検証シス
　テム構築）

❶マネジメントチェンジ
　（マネジメント体制の維新）

❸マネジメントシステム構築
　（責任所在の明確化と厳格なタスクメ
　ニューの推進および検証システム構築）

❷マネジメントチェンジの際の
　タスクフォースチーム組成

クライアント企業の状況や株主側の意向などに沿った形で、4つの形態を組み合わせるなど、案件毎に最適な支援体制を選択
※FTI：フロンティア・ターンアラウンド

クライアント企業 クライアント企業

FTI

事例Y社での関わり方

クライアント企業FTI

FTI

客観的立場に立った事業調
査・評価、課題抽出・整理
個別テーマ（営業、生産、人事
等）に対する経営コンサルティ
ング
定期的な会議への参加、経営
層への助言など

経営変革チームとして社内組
織化（暫定的）
各テーマをプロジェクト化し全
社改革を推進（複数プロジェ
クトの統括管理機能）
プロジェクトワークを通じた各
部門への働きかけ、改革実行
支援

原則として常駐スタイルで改革
支援を実施
社内の変革推進部門に属しな
がら、各部門に入り込み協働で
各種課題へ取り組み、全社レベ
ルで改革推進を強力に支援
株主、経営層との密なコミュニ
ケーション

CEO、COO、執行役員など経
営層として経営に参画（状況
に応じFTIから投資先企業へ
転籍、出向なども想定）
株主と一体になって、企業価
値向上を主体的に推進。密な
コミュニケーション、株主の意
向・戦略の具現化

「アドバイザリー」型

株主 株主 株主

クライアント企業

「経営変革チーム常駐」型 「経営改革エージェント」型 「経営者人材投入」型

株主



明治大学政治経済学部卒業。公認会計士。
2002年に新日本監査法人に入社し、監査部門
を経て、2008年に税理士法人に入社し、税務
アドバイザリー業務に従事。2013年にフロンテ
ィア・マネジメント㈱に入社。

　原則的な連結納税への加入処理となっ
た場合には、前述①～③の処理が必要と
なる。このうち、①の資産の時価評価益
に係る追加の納税負担や、②の繰越欠損
金の切り捨てによる将来の税負担の増加
は、企業価値評価を実施する際にも考慮
する必要があると考えられ、その結果、
入札形式のM&Aプロセスの場合、連結
納税制度を導入しない他の入札相手に買
い負けてしまう状況も考えられるため留意
が必要である。
　なお、時価評価対象資産の中には、自
己創設営業権としてののれんも時価評価
すべき固定資産の中に含まれていると考え
られているため、当該のれんの評価に関し
ても留意が必要である。自己創設営業権
としてののれんの時価評価の要否および
評価方法に関しては、税法上の取り扱い
が明確ではないと考えられるため、税務専
門家の意見も参考に慎重に判断する必要
があると考えられる。

　前述の通り、連結納税の加入処理の原
則的取り扱いは、資産の時価評価が必要
となり、繰越欠損金の切り捨てが行われる
が、例外的取り扱いとして、株式交換によ
る完全子会社化のうち、税務上の適格株
式交換の要件を充足する場合には、これ
らの取り扱いが不要となる。
　しかし、この場合の留意点として、みな
し事業年度における申告手続は実施する

　連結納税制度とは、連結納税グループ
を一つの納税主体として法人税を申告・
納付する制度である。連結子法人となる
子法人を有する会社（連結親法人）は、自
己の選択により連結納税制度の適用を行う
ことができる。ここでの連結子法人とは、
発行済株式のすべてを連結親法人に直接
または間接的に保有される内国法人であ
る。
　企業が連結納税制度を導入する一般的
な理由としては、①連結納税グループにお
ける所得通算による納税額の圧縮、②連結
親法人が有する税務上の繰越欠損金の利
用による納税額の圧縮、の2点が主に挙げ
られる。①の所得通算による納税額の圧縮
は、連結納税グループの中に赤字が生じた
法人がある場合には、黒字の法人の所得
と通算することで法人税負担を圧縮するこ
とができるものであり、②の繰越欠損金の利
用による納税額の圧縮は、連結親法人が
有する繰越欠損金を連結子法人の所得で
利用することで、法人税負担を圧縮するこ
とができるものである。

　連結納税制度を導入している会社が、
ある会社を買収（国内の会社の株式を100
％取得する買収に限定される）した場合、

当該会社が連結納税グループに加入する
買収ストラクチャーとしては主に以下が考え
られる。
■発行済株式全部の取得による完全子
　会社化
　・相対取引による株式全部の取得
　・TOB（株式公開買付け）の実施＋ス
　　クイーズアウト注の実施による株式
　　全部の取得
■株式交換による完全子会社化
　この他、親会社と合併することで当該
被合併法人の子会社が連結納税に加入
するケースなどがあると考えられるが、本
稿では上記2つの買収ストラクチャーを分
析することとする。

　ある会社が連結納税グループに加入する
場合、単体法人から連結法人へと課税主
体の変更が行われる。この場合、これまで
の単体納税制度下における課税関係を一
旦精算するために以下の処理が行われる。

　このうち、①の一定の資産の時価評価と
は、固定資産、土地、有価証券や金銭
債権等のうち、評価損益が1000万円以
上のものを税務上時価評価し、当該評価
益および評価損を、益金・損金とすること
である。

必要がある点、および、当該完全子会社
の繰越欠損金が特定連結欠損金としての
取り扱いを受けるため、所得を限度（かつ
連結所得を限度）として繰越欠損金の利
用が可能となる点がある。

　連結納税制度下においては、買収スト
ラクチャーの相違により税務上の影響が生
じるため、買収ストラクチャーの選定に際
しては税務への影響を特に考慮することが
必要となる。
　特徴的な事例としては、TOB（株式公
開買付け）実施後のスクイーズアウトの手
法の選定が挙げられる。TOB実施後のス
クイーズアウトの手法としては、以下の2点
が代表的な方法である。

　上記の①については、株式の取得により
完全支配関係を有することとなるため、資
産の時価評価および繰越欠損金の切り捨
てがなされてしまうが、②の株式交換が税
制適格株式交換である場合には、前述の
とおり資産の時価評価が不要となり、繰越
欠損金の切り捨てもなされないこととなる。
　なお、税制適格株式交換の要件（※）は、
以下のとおりである。

　連結納税制度を開始する場合の取り扱
いについては、以下の場合は資産の時価
評価および繰越欠損金の切り捨ての対象
外と定められている。

　

　したがって、連結納税制度を導入して
いない会社においても、今後5年以内に
連結納税制度の適用を開始する可能性が
ある場合には、例えばTOB後のスクイー
ズアウトの手法として株式交換を選択し、
税制適格株式交換となるように設計するな
ど工夫が必要である。なお、今後の事業
所得では解消できない大きな繰越欠損金を
抱える会社を買収する場合には、あえて
時価評価をすべき買収ストラクチャーにし、
連結納税の開始に係る時価評価益で繰越
欠損金を利用することで、将来の繰越欠
損金の期限切れリスクを排除することも考
えられるため、事前の分析が必要であると
考えられる。

　連結納税制度の主なメリットは冒頭のと
おり、①連結納税グループにおける所得通
算による納税額の圧縮、②連結親法人が
有する税務上の繰越欠損金の利用による
納税額の圧縮、であるが、M&Aを頻繁
に実施する会社、特に企業価値を向上さ
せた後に子会社を売却することが多い会
社には、連結納税制度の「投資簿価修正」
によるメリットの享受が考えられる。

　ここでの投資簿価修正とは、連結納税
制度特有の概念であり、連結納税開始後
の利益（所得）の積み上げによる株式価値
の上昇分の売却益にかかる二重課税を排
除しようという制度である。すなわち、連
結納税後に稼得した利益（所得）に関して
は、当該子法人の投資簿価がステップアッ
プされることで、会計上の子会社株式の
売却益に比較して税務上の株式売却益が
小さくなるものである。
　以上より、M&Aを頻繁に実施する可能
性が高い会社の場合には、連結納税制
度の導入がメリットとなると考えられる。

　連結納税制度は複雑な制度であり、買
収ストラクチャー等により税務上大きな影響
がある場合がある。そのため、連結納税
制度を導入している会社、または導入を
検討している会社においては、買収ストラ
クチャーの選定等に際して適切な税務専
門家の関与または課税当局への照会の検
討を行うべきである。

ファイナンシャル・アドバイザリー第1部
アソシエイト・ディレクター

Hidenori SAKURAI
櫻井 秀憲
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連結納税制度採用時におけるM&Aのポイント

連結納税制度とは

～連結納税に加入することとなる
買収ストラクチャー～

連結納税制度下における
M&A

～連結納税に加入することとなる
子会社の原則的な処理～

これから連結納税制度の
採用を検討する場合の
M&A実施における留意点

～M&Aを頻繁に実施する
会社における連結納税のメリット～

～原則的な連結納税への加入処理と
なった場合のM&A実施への影響～

～原則的な連結納税への
加入処理に対する例外的取り扱い～

～連結納税開始に係る取り扱い～
～連結納税下のM&Aにおける
買収ストラクチャーの選定～

実効税率の低減のため連結ベースで税金を管理しようとする動きの中、
連結納税制度を導入する企業が年 増々加している。
そこで本稿では、連結納税制度を利用したM&Aを実施する際のポイントを紹介する。

連結納税制度採用時における
M&Aのポイント

❶一定の資産の時価評価
❷繰越欠損金（法人税のみ）の切り捨て
❸みなし事業年度における申告手続　  
　（税務上の事業年度を区切って申告・
　税金納付を行う）

金銭不交付要件
（株式交換に際して金銭が交付されな
いこと）
事業継続要件
（株式交換完全子法人の主たる事業
が継続される見込みであること）
従業者引継要件
（株式交換完全子法人の従業者の80％
以上が継続して従事する見込みであること）

・

・

・

連結納税開始前5年を超えて完全支配
関係が継続している子法人
完全支配関係がある中設立された子法人
適格株式交換により完全支配関係を有
することとなった子法人

・

・
・

全部取得条項付種類株式の発行に
よるスクイーズアウト
株式交換によるスクイーズアウト

❶

❷

スクイーズアウト：支配株主（親会社）が少数株主に現金や親会社株式等を交付することによって、その保有
する株式を強制的に買収すること。「少数株主の締め出し」とも言う。

注

（※TOB後の株式交換は、通常50％超100％未
満の状況で行われることとなるため、50％超100％
未満の株式交換の適格要件を記載している）

1

2



　クチャー、バリュエーション面）等
　の影響
❷政策による規制：
　外資による対内直接投資に関す
　る制限（禁止業種、出資比率の制
　限等）

慶應義塾大学理工学部卒業。プライスウォータ
ーハウスクーパースコンサルタント㈱（現IBM）、
㈱KPMG FASを経て、2009年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。

ファイナンシャル・アドバイザリー第2部 兼
事業開発第2部　アソシエイト

Hiroki SHIBATA
柴田 宏樹

日印M&A案件数の推移図表2インドにおけるクロスボーダーM&Aの業種別割合

日本企業のインドM&A戦略（業種別）図表3

年（23.0倍）から2013年8月末（15.4倍）に
かけて縮小傾向にあり、一時期のような高
水準ではなくなってきている。ただし、
M&A件数が多い消費財セクターやインド
の主要産業の一つであるテクノロジー等
は、2010年の水準から2013年に増加して
おり、業種毎のトレンドや特性等を勘案し
た上で、M&Aの初期段階からの検討が
必要である。

　ここからは、インドM&Aを実施する際
に実務上で気を付けるべき、インドM&A
特有の留意点について、以下3つの点に
分けて紹介する。

　過去5年間におけるインドでのクロスボー
ダーM＆Aは、毎年700件程度行われており
（参考：日本企業による2012年の全クロス
ボーダーM&A件数は318件）、今年は経済
成長が鈍化したことで減少も想定されている
が、8月末時点で427件であり、これは今の
ところ例年とほぼ同じペースである。
　また、業種別に見ると、消費財（食品や
衣料品等）と産業財（機械や部品等）で約
5割を占めている《図表1》。これらから、
外国企業がインドを研究開発拠点や製造
拠点として見ると同時に、インドにおける莫
大な消費市場を獲得する戦略が窺える。

　ここ2-3年では、2008年の第一三共に
よるインド製薬大手ランバクシーの買収、
NTTドコモによるインドの財閥タタ・グルー

プ傘下の通信事業者タタ・テレサービシズ
への資本参加のような大型案件こそ見ら
れないが、2011年以降日印M&Aの件数
は急増している《図表2》。
　その理由としては、統合FDI（外国直接
投資）ポリシーによる投資環境の整備や、
円高、チャイナプラスワン戦略等、日印両
国における複合的な要因が考えられる。
　また、《図表3》にあるように、インド企業
に対するM&Aを行う日本企業の戦略は、
業種によって多少の違いはあるものの、高
成長が見込まれる消費市場の取り込みを
企図した販売拠点の確保や、優秀な人材
の確保、コスト削減および原材料・製品
の安定調達先の確保等に集約される。

　過去のインド企業をターゲットとするM＆A
（買収側は国籍問わず）の取引金額ベース
でのEBITDA倍率（トランザクション・マ
ルチプル）注1は、全業種平均では、2010

◆インド会社法改正の影響
　2013年8月に、インド会社法の改正案が
上院議会での可決およびインド大統領の承
認を受け、インド政府により、「The company
Act 2013」として、約50年ぶりに新会社
法が正式公布・施行された。主な変更点
は多岐に亘るが、M&A関連では、外国
企業によるインド企業の吸収合併や、
100%子会社等に対する合併手続きの簡
素化が認められたこと等が挙げられる。
◆ストラクチャーの検討
　インド企業を対象とするM&A（買収側
は国籍問わず）では、約6割の案件で株
式譲渡の手法が採用されている。インド会
社法上、会社分割（吸収分割）や合併の
手続きは、複雑かつ長期間を要すること
が多く、株式譲渡スキームを採用するケー
スが多い模様である。一方で、日本企業
が関与するインドM&Aはジョイントベン
チャー設立形態（会社分割を利用するケー
スを含む）を採用するケースが多く、約3
割の案件で採用されている。通常の株式
譲渡あるいはジョイントベンチャー設立の合
計で約7割を超える水準である。尚、イン
ド会社法上、株式交換に該当する手法は
存在しない。
◆株式譲渡価格規制
　インドでのM&Aを実行する際、インド準
備銀行が定める株式譲渡価格に関する制
限（プライシング・ガイドライン）を考慮する
必要がある。インドでのM&Aにおいては、

対象会社が非上場株式であるケースが多
いが、その場合、インド政府から認可を受
けた会計士がDCF法注2に基づいて算定
する公正価格を下回ってはいけないとい
う、インド特有の価格規制があり、それに
ついても留意が必要である。ただし、実
務的にはこの点が大きな支障をきたすこと
は多くない。
◆株主総会決議
　株主総会決議には普通決議と特別決議
があり、普通決議は過半数（50％超）の賛
成で決議され、特別決議は4分の3（75％）
以上の賛成で決議される。

　2010年4月に整備された統合FDI（外
国直接投資）ポリシーでは、業種毎に出資
制限や出資禁止等の規制がなされている
が、毎年更新されるため、特に留意が必
要である。
　現状では、上述の株主総会決議の要
件から、外資企業の出資規制比率の上限
については、外資企業に規制を加えるた
めに49％または74％となっているケースが
多い。

　インド企業の意思決定においては、プロ
モーター（創業者）が極めて重要な役割を
果たす。ターゲット企業の多くは、プロモー

ターによって構成される家族経営であるこ
とが多く、意思決定も個人あるいはファミ
リーによって行われることが多い。したがっ
て、案件の初期段階から取引相手のファミ
リー構成について理解を進めておくことは
重要である。特に、インド側のプロモーター
との初回面談には、日本側も責任者が同
席することが好ましい。

　インド企業に関するM&Aには、欧米で
のクロスボーダーM&A取引では考えられ
ないような、留意すべき点や手続き等が
多々存在する。インド特有のタフな交渉や
ビジネススタイルも存在するため、単にイン
ドの制度を学ぶだけでなく、インドという国
やインド人の特質・宗教観等も含め、専
門家とともに戦略・戦術を入念に検討して
M&Aを実行していく必要がある。
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インドM&Aにおける実務上の留意点

インドのM&A市場の傾向

インドM&Aにおける
実務上の留意点

日印M&Aの動向
インドM&Aのトランザクション・マルチプル

図表1

出所：Bloombergのデータ、日本企業複数社のプレスリリースを基にフロンティア・マネジメント作成

ソフト･情報

日本企業のインドM&A戦略（一部抜粋）業種

■インドでのオフショア開発リソースの安定的な確保およびコスト競争力強化
■アジアでの広告事業やスマートフォン市場への事業展開

■日米欧メーカーへの部品供給拠点の確保
■インドの日系自動車メーカーの生産拡大に伴う需要増への対応

■中近東・アフリカ・東南アジア等の新興国への展開に向けた拠点の確保

■品揃え拡充による日系自動車メーカーへの営業力強化

■人口増加により需要拡大が見込まれるインドでの製造・販売拠点の確保

■インド販売網活用による既存製品の拡販
■アジア地域を対象とした新製品の開発力強化

輸送用機器

機械

ゴム

化学

医薬品

出所：Bloombergのデータを基にフロンティア・マネジメント作成 出所：Bloombergのデータを基にフロンティア・マネジメント作成

1990年代には世界経済の中で存在感の薄かったインドは、
2000年以降、驚く程の経済成長を達成し、日本企業にとって無視できない存在となっている。
そこで本稿では、インドへの進出等においてM&Aを実施する際に
日本企業が事前に知っておくべき実務上の留意点について紹介する。

インドM&Aにおける
実務上の留意点

EBITDA倍率（トランザクション・マルチプル）：過去M&A時の取引金額と対象会社EBITDAを基にした
倍率。

注1

DCF法：ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法の略で、事業が生み出す将来キャッシュ・フローを見積もり、
一定の割引率を用いて現在価値を求める手法のこと。

注2

（2009年‐2013年8月） 

❶法的規制について

❷政策による規制について

❸歴史的制度について

〈文化面〉
❸歴史的制度：
　カースト制度、財閥、プロモーター
　等の歴史的な制度面での固有の
　プラクティス
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LUO Hui
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❸合弁企業の場合、他の出資者から同意
　を得られない可能性がある。
❹会社のイメージ･ダウンに繋がり、中国
　への再進出の障害となる恐れがある。
❺各関係者との契約が撤退の障害となるケ
　ースがある。例えば、取引先との間で長
　期供給・保守契約などを締結しており、
　撤退による契約の解除について多額の賠
　償金が要求される等の場合である。
　以上のリスクなどから、十分に計画をせ
ずに撤退手続きを開始すると、途中で挫
折して大幅に遅延したり、多額の撤退費
用が発生したりする可能性がある。そのた
め、現地法人の状況を正確に把握・分析
し、各行政機関、取引先、出資者、労
働者などへの影響を検討した上で、あら
ゆる撤退の選択肢をシミュレーションして、
事前の撤退戦略を慎重に立案することが
重要である。

　近年、中国における日系企業の事業縮
小・撤退の話題をよく耳にする。中国事
業撤退の原因は、主に次のようなものが
挙げられる。
❶企業再編の一環として、中国事業を撤
　退
❷中国の経済成長に伴うコスト上昇を受け、
　よりコストの低い地域へ移転
❸現地パートナーとの経営理念や経営方
　針の不一致
❹現地パートナーまたは現地経営者に任
　せきりの経営により、経営不振・財務悪
　化に陥り、最悪の場合は資金流用など
　の不正も発生
❺中国の環境規制強化による、環境対策
　コストの上昇（例えば、化学工業に対す

　る化学工業園区への移転の強制や、
　生産拡大の制限など）

　中国における撤退が進出より困難である
のは、主に以下のようなリスクによるものと
考えられる。
❶経営期間満了による解散でなければ、
　外資企業の撤退は行政機関の承認が
　必要となる。しかし、行政実績や税収、
　雇用などにマイナスの影響があるため、
　地方政府は非協力的な傾向がある。
❷2008年の新労働法の実施により、労働
　者の権利意識が高まってきたため、外
　資企業撤退の際に、補償金などのコス
　トが高くなったり、労働者と経済補償など
　をめぐるトラブルが多発したりしている。

　中国事業の撤退方法に関して、実務上
では以下の選択肢があると考えられる。
■持分の有償譲渡
■持分の無償譲渡
■解散・清算
■休眠会社化
　《図表》は、中国事業撤退戦略を立案
する際に、撤退方法を選択するためのフ
ローチャートの例示である。事前に中国企
業の現状を分析し、投資（撤退コスト）回
収効果の最も高い方法を選択するのは当
然であるが、会社の状況によって、各選
択肢の実現難易度や効果が変わってくる。
立案の際に、各種の可能性やリスクを十
分検討した上で、撤退方法の優先順位を
付け、バックアッププランを検討したほうが
よいと考えられる。

　持分譲渡は、会社を存続させ、従業員
解雇などの問題を避けられるため、解散・
清算より政府からの許認可を得られやすい
と考えられる。持分譲渡に関しては、以下
の点を留意する必要がある。
❶合弁企業の場合、第三者への持分譲
　渡は、他の出資者全員による同意が必
　要となる。なお、他の出資者には優先
　購入権が認められているため、合弁相
　手の同意を得るための交渉が必要とな
　る。
❷持分譲渡後、外資系企業から中国内
　資企業となる場合には、経営期間など
　の要件を満たせない理由で、従来外資
　企業として受けたインセンティブ（税制優
　遇、地方補助金、輸入関税免除など）
　の返還を求められる可能性がある。
❸売却プロセスをスムーズに遂行し、売却
　価値を最大化するために、売却留意事
　項の整理、問題点の是正が必要となっ
　てくる。そのために、売り手によるセラ
　ーズ・デューディリジェンスの実施が一
　般的である。

　会社の解散・清算に際して、財産処分
や人員解雇、会社登記抹消などの手続き
があり、場合によっては譲渡よりも時間と費
用がかかる。解散・清算においては、以
下の点を留意する必要がある。
❶経営期間未了の場合、会社の解散・
　清算は、行政機関からの承認を得る必
　要がある。地方経済や社会にマイナス
　の影響を与えるとの考えで、地方行政
　機関からなかなか承認を得られないケー
　スが多い。そのため、関連行政機関へ
　の事前打診や説明が必要となる。
❷合弁企業の解散は董事会の全会一致
　による決議事項である。合弁相手は、
　董事会に董事が1名でもいれば、会社
　の解散を反対・阻止できる。そのため、
　合弁相手との事前協議が重要である。
❸中国新労働法では、労働契約の解除
　にあたり、従業員の勤続年数に応じて、
　0.5～12ヶ月給料分相当の経済補償金
　を支払う義務がある。ただし、最近の
　労働者の権利意識の向上により、法定
　経済補償金では満足せず、会社はトラ
　ブルを避けるために追加補償金を支払う
　ケースが増えている。
❹税務登記抹消に際しては、過去3年間
　の企業所得税、個人所得税、増値税・
　営業税などに対する税務調査を受ける
　義務がある。そこで過去の未納・過少
　納付などの問題が検出されれば、莫大
　な追徴課税が課される恐れがある。な
　お、外資企業として受けた税制優遇措
　置や地方政府の補助金などは、経営期
　間未了などの理由により返還が求められ
　る可能性がある。
❺会社清算にあたって、機械設備はスク
　ラップとしての価値しかなく、帳簿価格
　を下回って資産を処分することが多い。
　それに加えて、追加の税金や従業員解
　雇費用などにより、追加の資金投入が
　必要となる可能性もある。損失拡大の
　回避策として、合弁相手または第三者
　へ持分の無償譲渡を有効な方法の一つ
　として検討する価値がある。

　休眠会社化については、特に法規上の
規定はなく、実務上有効な事業撤退の方
法である。持分譲渡や清算がスムーズに
進まない場合に、一旦事業や人員体制を
縮小し、実質的に生産・販売などを停止
して休眠状況にすることも考えられる。そ
の後時間をかけて、最終的な解散・清算
手続きを行う。
　ただし休眠期間中においては、会社は
形式的には存続しているため、外資企業と
して毎年の年度検査を受ける必要があり、
会計記帳や税務申告など最小限の維持コ
ストがかかる。なお、休眠会社化するため
の事業縮小においても、従業員解雇の経
済補償金などを考慮する必要がある。

　中国事業の撤退においては、投資回収
の最大化または投資損失の最小化を図る
ために、事前の周到な撤退計画や、実行
時の必要に応じた路線修正が必要となる。
その際、中国の法規制やビジネス実務に
精通する外部専門家のアドバイスを積極的
に受け入れることが成功の鍵といえる。

出所：フロンティア・マネジメント作成

中国事業の撤退戦略

NOV. 2013 NOV. 2013

中国事業撤退の原因

中国事業撤退のリスク

中国事業撤退の選択肢 解散・清算の留意点

持分譲渡の留意点

中国事業撤退方法の選択フロー図表

最近、中国現地法人の撤退に関する相談が増えているが、
中国の実務において、多くの場合撤退は進出より困難である。
中国事業の撤退においては、現地法人の状況を分析し、
あらゆる選択肢を検討した上での事前の撤退戦略立案や、
実行時の適切な路線修正が重要である。

中国事業の撤退戦略

譲渡先と合意 持分の有償譲渡

解散・清算

持分の無償譲渡

休眠会社化

Yes

Yes Yes

No
No

No

合弁でない

譲渡先
と合意

譲渡先がないor合意できず

譲渡先がないor合意できず

無償譲渡先と交渉
※合弁の場合は合弁相手へ
譲渡することが多い

清算コストが
許容範囲である

潜在的買い手の探索
および交渉

（合弁相手を含む）

清算に関する
行政機関の認可

がある

他の出資者の
同意がある
※合弁の場合

市場・顧客の
影響を分析

（　　　 ）長期供給・サービス
契約等の検証

早稲田大学商学研究科修了、華東師範大学地
理学部卒業。米国公認会計士、中国公認会計
士。新日本有限責任監査法人で会計監査業務
に従事した後、2012年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。日中間M&A、中国現地法人の
業務改善、撤退・清算支援など、多岐にわたる日
中クロスボーダー案件を担当。

休眠会社化の留意点
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