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　明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

　昨年は、「アベノミクス効果」による円安・株高の好影響もあり、企業の業績は好調に推移しまし

た。今年度は、消費税増税の影響も懸念されるところですが、昨年に引き続き、輸出型製造業を

中心に好業績の企業が多いものと予想されます。したがって、各企業とも「成長戦略」推進のため、

国内および国外を問わずM&Aの動きは活発化する他、水平統合または垂直統合による業界再編

も本格化してくるのではないかと想定しています。

　「Frontier Eyes」第4号では、まず特集として、昨年の11月29日に閣議決定をした会社法改正

案（本年の国会にて審議予定）に絡んで、「企業の意思決定メカニズムと社外取締役の効用」を取り

上げてみました。その他、マネージング・ディレクターの栗山による「電機業界復活への鍵～縮小

均衡型⇒戦略的かつ抜本的改革が必須～」も必見です。電機業界は、金融危機以降縮小均衡

の一途を辿ってきましたが、同論稿ではノンコア事業の撤退・売却を加速してコア事業に集中する

とともに、当該コア事業に関しては同時にM&A戦略により拡大を目指す手法を推薦しています。

加えて、昨年の10月に新たに参画しましたマネージング・ディレクターの田畑による「マーケティング

の新潮流～ビッグデータ分析の巧拙が販売増の鍵となる～」では、ビッグデータを利用した新たなマ

ーケティング手法について述べています。

　「Frontier Eyes」は、本号も「多様性」という当社の強みを生かした機関誌になっており、皆様

にはご興味のある記事を選んでご覧いただければ幸いです。

　2013年は株高の一年でした。その背景には、2012年年末からの金融緩和期待、2013年に入

ってからの緊縮財政の緩和など、アベノミクスの二つの矢が奏功していることがあります。地域毎

や産業毎の差はありますが、我々が日々接させていただいている企業経営者の景況感にも薄日が

射しています。2014年は、アベノミクス第三の矢である成長戦略が肝要ですが、成長戦略におい

て我々民間セクターが果たす役割は大きいと思います。

　過去の「失われた20年」によって、日本の株式市場では「上げ相場」を経験したことがない投資

家が増加しました。この結果、保有株式の株価が多少上昇すると、すぐに売却して益出しをする

投資家が増えて困ると嘆く証券マンの恨み節はよく聞きます。ビジネスの世界でも同様です。各産

業の長期にわたる市場縮小という「下げ相場」に慣れてしまった事業会社の経営陣やコーポレートス

タッフは、中期的な計画を立てる際に、新たな事業への多角化や新たなエリアへの進出には過度

に保守的になっているように見受けられます。

　しかし、BRICsやアジア各国に限らず、米国や欧州の方 と々話をすると、短期的な景気循環に

よる楽観・悲観はあるものの、日本の経営者と比べて、実に自由に前広に、中長期の議論を展開

しているように見えます。企業を取り巻く不確実性は増えているように見えますが、その不確実性は

50年前の企業を取り巻く不確実性と比べて大差ないという経営学の論文もあります。いつの世の企

業経営も基本的な経営計画を立てて前進することが大切であり、2014年も弊社としては是非その

お手伝いをさせていただきたいと考えています。
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企業の意思決定メカニズムと
社外取締役の効用

　企業の行う事業活動は、外形的に見ると一連の行動に見える
が、それらは個別の意思決定の集積または累積によって行われ
ている。
　人間の意思決定も、内心の態様としての思考判断の集積また
は累積ということもできるが、外形的にその判断プロセスは明確
でない。それに対して企業の意思決定の場合、一定の重要な
事項は、取締役会・経営会議等の会議体において意思決定が
行われ、その他の事項は、代表取締役、担当取締役、執行役員、
部長等の権限者によって、稟議手続きの中で意思決定が行われ
ており、一つ一つの意思決定の内容が明確になっている。
　加えて、前者の人間の意思決定が、その判断過程に関する
証拠資料が残らないのに対し、後者の企業の意思決定の場合
は、各種会議体の議事録または稟議書として、それぞれ書面（ま

たは電子データ）に形跡が残るた
め、企業の意思決定プロセスに
ついてその内容を事後的に検証
することが可能である。
　また、我々企業における意思
決定は、その議題のテーマに関連するファイナンス、ビジネス、
会計・税務、法務等それぞれの分野における制度または考え
方の検討だけでは不十分であり、企業の意思決定の多くは、そ
れらを混合または融合して結論が導かれることになる。しかしな
がら、それら混合または融合して行われる企業の意思決定のメ
カニズムは、企業ごとにそれぞれの考え方で運用されているのが
実情であり、むしろ、そのような意思決定メカニズムや判断基準
を特段意識することなく意思決定を行っている企業の方が、多い
かもしれない。
　その結果、時として経済合理性に反した意思決定を行ってい
るケースや、リスクを過大に恐れることにより必要以上に消極的な

企業活動と意思決定プロセス

意思決定メカニズムの具体例

意思決定メカニズムの類型化

意思決定をしてしまうケース、またはリスクの程度を十分に見極
めることなく過度にリスクが高い意思決定をしてしまうケースが発
生する。そしてそれらは、必ずしも事後的に検証されていない場
合もあるだろう。

　例えば、あるホテル運営会社にて、ホテルの改装投資の意思
決定をする場合を想定すると、以下のような様々な事項について
の情報を基礎として意思決定が行われる場合が通常である。
　

　この場合、上記の各検討内容を判断要素ごとに分類すると、
以下の通りとなる。

　これら5種類に分類された判断要素を最終的に融合して判断
するプロセスは、次の通りである。
　まず、Aの判断要素からBの判断要素を導き、Bの判断要素
からCの判断要素を導き、DとEはいずれもリスク・チェック・ファ
クターとして、Cの期待利益を脅かすほどのリスクがあるか否か
をチェックすることになる。そして、いずれのリスク検証もクリアし

た場合に、投資して問題ないという判断を出すことになる（概念
図は下記の通り）。

　このような判断プロセスは、大手企業においてはマニュアル化
されているか、もしくは、おおむね特段の意識をすることなく適切
に行われているものと思われる。しかしながら、大変複雑な意思
決定が必要な議題の場合は、上記のプロセスを一つ一つ意識し
て判断をしないと、判断要素の抜け漏れや重要な事項の比較検
討不足により、結果的に誤った判断を行ってしまうことになりかね
ない。

　企業の意思決定メカニズムは、大別して次の3つの類型に分
類することができる。
■標準的意思決定
　3つの類型中、最もシンプルな意思決定類型がこの「標準的意
思決定」であり、単一種類の判断要素だけで結論を導くことがで
きる類型である。多くの場合には、ビジネスの判断要素のみから
意思決定を行うため、主として数値比較により経済合理性の判
断を行うことになるが、訴訟の提起の適否や適時開示の要否等
の法律または会計の判断要素のみから意思決定を行う場合もこ
れに含まれる。
■比較的意思決定
　標準的意思決定よりやや複雑な類型が「比較的意思決定」で
ある。比較的意思決定は、単一ではなく複数の判断要素にまた
がった知識・ノウハウを比較検討した上で、意思決定を下す類
型であり、ビジネスとファイナンス、ファイナンスと法律・会計・税
務等の複数の分野にまたがる判断要素を駆使した上で、最終的
に数値に置き換えて意思決定を行うことになる。この場合、法律・
会計・税務の判断要素は、数値化できるもの（損失額が想定で
きる法的リスクまたは会計・税務リスク）を前提にしている。
■混合的意思決定
　「混合的意思決定」とは、上記■の比較的意思決定とは異なり、
複数の判断要素を比較検討するも、数値化できる判断要素と数
値化できない判断要素とを混合して行う意思決定類型である。
　法的リスクや税務リスクの判断要素が含まれる場合は、外部
の法律事務所や税務事務所の意見を聞くことになるが、弁護士
や税理士等の専門家は、自らのリスク負担をも考慮し顧客に保
守的な意見を言う傾向にある（リスクを指摘する役割であるため、
それが問題であるという意味ではない）。このため、本来はさほ
ど法的または税務上のリスクがなかったとしても、法律事務所ま
たは税務事務所の保守的なアドバイスを重んじた結果、折角の
ビジネスチャンスを逃してしまう可能性もある。 　
　このようなことから、実際の企業経営においては、混合的意
思決定を行う場面は多いものの、その判断においては単純な数
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値比較ができないため、混合的意思決定に苦心している企業は
少なくない。
　混合的意思決定における、数値化が困難な判断要素である
法的または税務上のリスクについては、以下の3点が大きな検討
要素である。
❶リスクの性質
　（刑事問題に発展するリスクまたは反社会性のあるリスクか否か）
❷リスクが生じる確率
❸リスクが生じた場合のリスク額
　このうち、❶のリスクがある場合には、当該企業活動を回避す
るか、そのようなリスクがない活動に方針を変更すべきである。
すべての企業は、社会への適合および法令遵守が存立の大前
提であり、❶のリスクがある場合には、比較検討のステージに移
行すること自体が許されないことになる。
　❷については、法律または税務の専門家から、できる限り具
体的なアドバイスを受けるべきである。相談した専門家が当該相
談に対する明確な回答をしなかった場合、または当該企業に重
要な問題であり、そのインパクトが大きく慎重を要するためにセカ
ンドオピニオンを取得する必要がある場合には、他の専門家にも
相談をすべきである。
　続いて❸については、その正確な算定は困難であるものの、
果たして1億円未満のリスクなのか、それとも10億円以上の大き
なリスクなのか、または計り知れない程巨大なリスクなのかについ
て、専門家とも相談しながら大体のリスクの額の当たりをつけるこ
とが重要である。その結果、❷で示された確度の範囲と❸で示
されたリスク額の範囲の積によって、概ねのリスク範囲が金額の
範囲で示されるため、その範囲と数値化されたビジネス期待利
益の範囲の重なり具合で意思決定の判断をすることになる。
　ここで忘れてはならないのは、他のレピュテーションまたはコン
プライアンスという判断要素についてである。これらは数値範囲
による比較の考察がそもそも困難であるため、その部分をどこま
で深刻に受け止めるかどうかは、企業経営者のポリシー次第だ
が、最終的な意思決定を左右する大きな判断要素であることは
間違いない。

　これまで述べてきたような意思決定メカニズムを理解し、意思
決定を適正ならしめるための担い手として、意思決定を行う経営
陣自体を除くと、まずは企業の経営会議または取締役会の事務
局を務めることが多い経営企画部の担当者が挙げられる。　
　企業が意思決定を行う場合、通常は事務局を担当する経営
企画部に、各部から経営陣で協議し意思決定すべき議案が寄
せられ、それを経営企画部の担当者等が事前にチェックし、必
要に応じて当該議案内容を担当部署と修正して協議した上で、
議案として経営会議または取締役会に諮る、というプロセスを踏
むのが一般的である。　
　このような過程の中で、経営企画部の担当者には、前述のよう

な意思決定メカニズムを理解した上で意思決定の判断要素を分類
し、その上で何と何をどのような基準で比較するかを意識しながら、
経営会議等に上程される議題を吟味することが求められる。
　次なる担い手は社外取締役である。社外取締役は、主として
当該企業および子会社の経営陣や従業員として勤務していたこ
とがない方であるため、客観的な視点によるアドバイスを実施す
ることが可能となる。取締役会等においても、常勤の取締役は、
日々の意思決定の中で意思決定メカニズムの適正性を意識する
ことなく発言をするのに対し、社外取締役は、上程される議案に
ついては概ね初めての内容の議案である可能性が高いため、よ
り意思決定メカニズムを意識しながら、意思決定の適正性を吟味
することが期待される。
　この点、似たような役割の担い手として社外監査役もあるが、
社外監査役は自ら議決権を保有する当事者ではなく、取締役の
意思決定の課題を指摘しながら取締役を監査するという立場に
立脚しているため、どちらかというとリスク等の問題点を発見し、
指摘する職務になりがちである（妥当性監査も行うため、社外取
締役と同じような意見を言うことは十分に可能である）。したがっ
て社外監査役は、意思決定メカニズムを吟味して適正ならしめる
担い手としては、社外取締役と比較すると一歩引いた存在にな
るものと思われる。
　会社法改正要綱の議論の際から、上場会社において社外取
締役の義務化の規定を設けるか否かが大きな議論となってきた
が、結局義務化は経済界の反対にあって見送りとなった。
　社外取締役の利点としては、（１）他の事業会社の経営者が社
外取締役である場合に、他社の事業運営ノウハウを経営に生か
せるという利点、（２）弁護士、会計士または学者等の専門家が
社外取締役である場合に、同人等の専門的な知見によるアドバ
イスがなされるという利点があるが、最も有用な利点は、（３）経
営者が自社の経営に没頭している中で、客観的な視点からの
アドバイス（上記の適正な意思決定メカニズムという点からの
検証を含む）により、自己の経営に不足している点を気づかさ
れるという点だと思われる。この利点は、仕事等で悩んでいる人
がいた場合に、カウンセラーからいろいろと質問を受ける中で自
己の考え方を整理し、いわゆる「気づき」により本来の自分を取り
戻すことができる個人の場合と共通しており、このような要素があ
ることによって、前述の適正な意思決定メカニズムの担い手とし
て適任だと言えるのである。
　社外取締役の義務化に対する反対論は、（１）当該会社のこと
を良く知らない社外取締役が、経営に有用なアドバイスをできると
は限らないこと、（２）社外取締役の適任者を見つけることは難し
いこと、等を主な理由として挙げている。
　しかしながら、会社のことを良く知っている者のアドバイスも重要
だが、第三者のアドバイスは、自らの会社の経営に対する「気づ
き」により適切な経営へと導く十分な効果がある。そして、後述の
監査等委員会設置会社への移行がなされれば、既に過半数の社
外監査役が選任されている監査役会のメンバーをそのまま監査等
委員会にスライドさせることにより、新たな適任者を探す必要性は
ない。上述の反対論は、今回の会社法改正案が成立すれば、

説得力のないものになっていくのではないかと思われる。

　会社法改正案では、監査等委員会設置会社制度が導入
されている。これは、従来の監査役会設置会社と、指名委
員会、報酬委員会および監査委員会を擁する委員会設置会
社との中間に位置する制度であり、これらの3つの会社統治
形態を各企業は選択できることになる。監査等委員会設置会
社制度は、従来の監査役がなくなる代わりに、取締役会の中
に取締役である監査等委員会（3名以上）を設置し、その過
半数は社外取締役でなければならないというものである。当
該監査等委員会の構成員である取締役は、他の取締役と同
様に、会社の重要な意思決定について議決権を行使できる
他、取締役の職務の執行を監督する役割を担っている。なお、
監査役会設置会社、委員会設置会社および監査等委員会
設置会社の違いを図で示すと《図表》の通りである。
　上記３種類の制度の中では、以下の理由により、監査等
委員会設置会社制度が最も優れているように思われる。
　監査等委員である取締役は、取締役の業務に対する監
督権と取締役会の議決権を両方持っているため、会社経営
に対して一定の影響力を行使することができる点において、
監査等委員会設置会社は、監査役会設置会社より優れてい
る。また、監査等委員会設置会社は、委員会設置会社のよ
うな指名委員会や報酬委員会がなく（この部分の煩わしさ等
もあってか、委員会設置会社の利用率は著しく低いものとなっ
ている）、簡素な制度になっている点で、委員会設置会社よ
りも優れている。
　また、社外取締役が義務化された場合には、監査役会設
置会社において社外役員が計3名以上必要であるのに対し、
監査等委員会設置会社は、社外役員が計2名以上で足りる
ため、この点においてもメリットがあると言える。
　加えて、上記の意思決定メカニズムの担い手という側面で
見た場合も同様の結論になる。意思決定メカニズムにおいて
は、ビジネス的判断要素、ファイナンス的判断要素、法律的
判断要素、会計・税務面の判断要素、その他レピュテーション・
コンプライアンスの判断要素を駆使して、それらを混合または融
合して結論を導き出す能力が求められる。事業における意思決
定を繰り返し行ってきた他社での経営経験者、または会計・法
律等の専門家の出身者が多い社外取締役はこの能力に長けて
いることが多く、その意味では社外取締役が議決権行使を通じ
て意思決定に対し直接的に関わることができる監査等委員会設
置会社制度の方が優れていることになる。
　委員会設置会社では、執行役による業務執行と一定の重要
な事項についての意思決定を行う取締役会とに分離されるため、
監査役会設置会社の取締役会で決定すべき事項も執行役にて
決定していくことが想定される。そのため、社外取締役の役割は、
取締役会、監査委員会、指名委員会および報酬委員会を通じて、

極めて重要な議題の場合を除き、間接的に意思決定メカニズム
を適正ならしめる役割しか担うことができない。
　また、監査役会設置会社の場合は、既に述べてきた通り、議
決権を有しない社外監査役の発言の影響力には一定の限界が
あるという制約がある。これに対し、監査等委員会設置会社制
度における社外取締役は、監査等委員会での監査を通じて、
他の取締役による執行を監督するとともに、取締役会で個々の
意思決定について議決権者として発言を行い、自ら議決権行使
をすることができるため、直接的に意思決定メカニズムを適正な
らしめる役割を担うことができるのである。
　監査等委員会設置会社が、会社法改正法の施行後にどれほ
ど普及するかは今後の実務の積み重ね次第だが、委員会設置
会社よりは利用される制度になるのではないだろうか。

2013年11月29日にこれまで懸案であった会社法改正法案が閣議決定され、今後国会に
おいて同法改正法案が審議されることになった。同改正法案では、上場会社において社外
取締役の義務化は見送られたものの、定時株主総会において「社外取締役を置くことが
相当でない理由」を事業報告の内容として述べなければならないものとされた他、監査等
委員会設置会社の制度が導入され、かつ改正法施行から2年後には社外取締役の導入の
是非を再度検討することとなっている。ここから、社外取締役の義務化の導入に向けた環境
作りが着々と進んでいるように思われる。
このような社外取締役または監査等委員会設置会社の制度は、松岡代表と私の共著による
『ジャッジメント・イノベーション』（2013年1月出版）にて論述した「企業の意思決定メカニ
ズム」からみて、どのような効用があるのだろうか。それに関する私見を述べていきたい。

①ホテルの改装プランの図面
②改装における法規制（消防法他）の検討
③改装後の顧客ターゲット
④改装後の広告宣伝方法
⑤改装後の客単価および稼働率想定
⑥改装後の損益シミュレーション
⑦改装投資額の回収シミュレーション
⑧改装投資の内訳
⑨改装業者の選定プロセスおよび選定結果
⑩投資資金の調達方法と資金繰り

A　⇒　B　⇒　C　VS　D　＋　C　VS　E

1

2

3

2

A ビジネス的判断要素Ⅰ
　ホテルの顧客ターゲットとそれに応じたホテルの改装コ
　ンセプトの妥当性（上記①③）
B ビジネス的判断要素Ⅱ
　Aに基づいて想定される改装後の客単価および稼働率
　想定、ならびに改装後の広告宣伝方法の検討結果に基
　づく収益予想の妥当性（上記④⑤⑥）
C ファイナンス的判断要素Ⅰ
　改装内容および改装業者の選定プロセスの適正性、な
　らびにBの損益シミュレーションをベースとして策定さ
　れた投資回収シミュレーションにより示された改装投資
　額の回収期間（上記⑦⑧⑨）
D ファイナンス的判断要素Ⅱ
　投資額の資金調達方法と資金繰り上の問題の不存在の
　確認（上記⑩）
E 法律的判断要素Ⅰ
　当該改装に係る法的リスクが無いことの確認（上記②）
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　企業の行う事業活動は、外形的に見ると一連の行動に見える
が、それらは個別の意思決定の集積または累積によって行われ
ている。
　人間の意思決定も、内心の態様としての思考判断の集積また
は累積ということもできるが、外形的にその判断プロセスは明確
でない。それに対して企業の意思決定の場合、一定の重要な
事項は、取締役会・経営会議等の会議体において意思決定が
行われ、その他の事項は、代表取締役、担当取締役、執行役員、
部長等の権限者によって、稟議手続きの中で意思決定が行われ
ており、一つ一つの意思決定の内容が明確になっている。
　加えて、前者の人間の意思決定が、その判断過程に関する
証拠資料が残らないのに対し、後者の企業の意思決定の場合
は、各種会議体の議事録または稟議書として、それぞれ書面（ま

たは電子データ）に形跡が残るた
め、企業の意思決定プロセスに
ついてその内容を事後的に検証
することが可能である。
　また、我々企業における意思
決定は、その議題のテーマに関連するファイナンス、ビジネス、
会計・税務、法務等それぞれの分野における制度または考え
方の検討だけでは不十分であり、企業の意思決定の多くは、そ
れらを混合または融合して結論が導かれることになる。しかしな
がら、それら混合または融合して行われる企業の意思決定のメ
カニズムは、企業ごとにそれぞれの考え方で運用されているのが
実情であり、むしろ、そのような意思決定メカニズムや判断基準
を特段意識することなく意思決定を行っている企業の方が、多い
かもしれない。
　その結果、時として経済合理性に反した意思決定を行ってい
るケースや、リスクを過大に恐れることにより必要以上に消極的な

適正な意思決定メカニズムを担保する担い手
（経営企画部、社外取締役等）

意思決定をしてしまうケース、またはリスクの程度を十分に見極
めることなく過度にリスクが高い意思決定をしてしまうケースが発
生する。そしてそれらは、必ずしも事後的に検証されていない場
合もあるだろう。

　例えば、あるホテル運営会社にて、ホテルの改装投資の意思
決定をする場合を想定すると、以下のような様々な事項について
の情報を基礎として意思決定が行われる場合が通常である。
　

　この場合、上記の各検討内容を判断要素ごとに分類すると、
以下の通りとなる。

　これら5種類に分類された判断要素を最終的に融合して判断
するプロセスは、次の通りである。
　まず、Aの判断要素からBの判断要素を導き、Bの判断要素
からCの判断要素を導き、DとEはいずれもリスク・チェック・ファ
クターとして、Cの期待利益を脅かすほどのリスクがあるか否か
をチェックすることになる。そして、いずれのリスク検証もクリアし

た場合に、投資して問題ないという判断を出すことになる（概念
図は下記の通り）。

　このような判断プロセスは、大手企業においてはマニュアル化
されているか、もしくは、おおむね特段の意識をすることなく適切
に行われているものと思われる。しかしながら、大変複雑な意思
決定が必要な議題の場合は、上記のプロセスを一つ一つ意識し
て判断をしないと、判断要素の抜け漏れや重要な事項の比較検
討不足により、結果的に誤った判断を行ってしまうことになりかね
ない。

　企業の意思決定メカニズムは、大別して次の3つの類型に分
類することができる。
■標準的意思決定
　3つの類型中、最もシンプルな意思決定類型がこの「標準的意
思決定」であり、単一種類の判断要素だけで結論を導くことがで
きる類型である。多くの場合には、ビジネスの判断要素のみから
意思決定を行うため、主として数値比較により経済合理性の判
断を行うことになるが、訴訟の提起の適否や適時開示の要否等
の法律または会計の判断要素のみから意思決定を行う場合もこ
れに含まれる。
■比較的意思決定
　標準的意思決定よりやや複雑な類型が「比較的意思決定」で
ある。比較的意思決定は、単一ではなく複数の判断要素にまた
がった知識・ノウハウを比較検討した上で、意思決定を下す類
型であり、ビジネスとファイナンス、ファイナンスと法律・会計・税
務等の複数の分野にまたがる判断要素を駆使した上で、最終的
に数値に置き換えて意思決定を行うことになる。この場合、法律・
会計・税務の判断要素は、数値化できるもの（損失額が想定で
きる法的リスクまたは会計・税務リスク）を前提にしている。
■混合的意思決定
　「混合的意思決定」とは、上記■の比較的意思決定とは異なり、
複数の判断要素を比較検討するも、数値化できる判断要素と数
値化できない判断要素とを混合して行う意思決定類型である。
　法的リスクや税務リスクの判断要素が含まれる場合は、外部
の法律事務所や税務事務所の意見を聞くことになるが、弁護士
や税理士等の専門家は、自らのリスク負担をも考慮し顧客に保
守的な意見を言う傾向にある（リスクを指摘する役割であるため、
それが問題であるという意味ではない）。このため、本来はさほ
ど法的または税務上のリスクがなかったとしても、法律事務所ま
たは税務事務所の保守的なアドバイスを重んじた結果、折角の
ビジネスチャンスを逃してしまう可能性もある。 　
　このようなことから、実際の企業経営においては、混合的意
思決定を行う場面は多いものの、その判断においては単純な数
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※2：監査等委員会の構成員である取締役は、他の取締役と同様に、会社の重要な意思決定について
議決権を行使できるほか、取締役の職務の執行を監督する。
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値比較ができないため、混合的意思決定に苦心している企業は
少なくない。
　混合的意思決定における、数値化が困難な判断要素である
法的または税務上のリスクについては、以下の3点が大きな検討
要素である。
❶リスクの性質
　（刑事問題に発展するリスクまたは反社会性のあるリスクか否か）
❷リスクが生じる確率
❸リスクが生じた場合のリスク額
　このうち、❶のリスクがある場合には、当該企業活動を回避す
るか、そのようなリスクがない活動に方針を変更すべきである。
すべての企業は、社会への適合および法令遵守が存立の大前
提であり、❶のリスクがある場合には、比較検討のステージに移
行すること自体が許されないことになる。
　❷については、法律または税務の専門家から、できる限り具
体的なアドバイスを受けるべきである。相談した専門家が当該相
談に対する明確な回答をしなかった場合、または当該企業に重
要な問題であり、そのインパクトが大きく慎重を要するためにセカ
ンドオピニオンを取得する必要がある場合には、他の専門家にも
相談をすべきである。
　続いて❸については、その正確な算定は困難であるものの、
果たして1億円未満のリスクなのか、それとも10億円以上の大き
なリスクなのか、または計り知れない程巨大なリスクなのかについ
て、専門家とも相談しながら大体のリスクの額の当たりをつけるこ
とが重要である。その結果、❷で示された確度の範囲と❸で示
されたリスク額の範囲の積によって、概ねのリスク範囲が金額の
範囲で示されるため、その範囲と数値化されたビジネス期待利
益の範囲の重なり具合で意思決定の判断をすることになる。
　ここで忘れてはならないのは、他のレピュテーションまたはコン
プライアンスという判断要素についてである。これらは数値範囲
による比較の考察がそもそも困難であるため、その部分をどこま
で深刻に受け止めるかどうかは、企業経営者のポリシー次第だ
が、最終的な意思決定を左右する大きな判断要素であることは
間違いない。

　これまで述べてきたような意思決定メカニズムを理解し、意思
決定を適正ならしめるための担い手として、意思決定を行う経営
陣自体を除くと、まずは企業の経営会議または取締役会の事務
局を務めることが多い経営企画部の担当者が挙げられる。　
　企業が意思決定を行う場合、通常は事務局を担当する経営
企画部に、各部から経営陣で協議し意思決定すべき議案が寄
せられ、それを経営企画部の担当者等が事前にチェックし、必
要に応じて当該議案内容を担当部署と修正して協議した上で、
議案として経営会議または取締役会に諮る、というプロセスを踏
むのが一般的である。　
　このような過程の中で、経営企画部の担当者には、前述のよう

な意思決定メカニズムを理解した上で意思決定の判断要素を分類
し、その上で何と何をどのような基準で比較するかを意識しながら、
経営会議等に上程される議題を吟味することが求められる。
　次なる担い手は社外取締役である。社外取締役は、主として
当該企業および子会社の経営陣や従業員として勤務していたこ
とがない方であるため、客観的な視点によるアドバイスを実施す
ることが可能となる。取締役会等においても、常勤の取締役は、
日々の意思決定の中で意思決定メカニズムの適正性を意識する
ことなく発言をするのに対し、社外取締役は、上程される議案に
ついては概ね初めての内容の議案である可能性が高いため、よ
り意思決定メカニズムを意識しながら、意思決定の適正性を吟味
することが期待される。
　この点、似たような役割の担い手として社外監査役もあるが、
社外監査役は自ら議決権を保有する当事者ではなく、取締役の
意思決定の課題を指摘しながら取締役を監査するという立場に
立脚しているため、どちらかというとリスク等の問題点を発見し、
指摘する職務になりがちである（妥当性監査も行うため、社外取
締役と同じような意見を言うことは十分に可能である）。したがっ
て社外監査役は、意思決定メカニズムを吟味して適正ならしめる
担い手としては、社外取締役と比較すると一歩引いた存在にな
るものと思われる。
　会社法改正要綱の議論の際から、上場会社において社外取
締役の義務化の規定を設けるか否かが大きな議論となってきた
が、結局義務化は経済界の反対にあって見送りとなった。
　社外取締役の利点としては、（１）他の事業会社の経営者が社
外取締役である場合に、他社の事業運営ノウハウを経営に生か
せるという利点、（２）弁護士、会計士または学者等の専門家が
社外取締役である場合に、同人等の専門的な知見によるアドバ
イスがなされるという利点があるが、最も有用な利点は、（３）経
営者が自社の経営に没頭している中で、客観的な視点からの
アドバイス（上記の適正な意思決定メカニズムという点からの
検証を含む）により、自己の経営に不足している点を気づかさ
れるという点だと思われる。この利点は、仕事等で悩んでいる人
がいた場合に、カウンセラーからいろいろと質問を受ける中で自
己の考え方を整理し、いわゆる「気づき」により本来の自分を取り
戻すことができる個人の場合と共通しており、このような要素があ
ることによって、前述の適正な意思決定メカニズムの担い手とし
て適任だと言えるのである。
　社外取締役の義務化に対する反対論は、（１）当該会社のこと
を良く知らない社外取締役が、経営に有用なアドバイスをできると
は限らないこと、（２）社外取締役の適任者を見つけることは難し
いこと、等を主な理由として挙げている。
　しかしながら、会社のことを良く知っている者のアドバイスも重要
だが、第三者のアドバイスは、自らの会社の経営に対する「気づ
き」により適切な経営へと導く十分な効果がある。そして、後述の
監査等委員会設置会社への移行がなされれば、既に過半数の社
外監査役が選任されている監査役会のメンバーをそのまま監査等
委員会にスライドさせることにより、新たな適任者を探す必要性は
ない。上述の反対論は、今回の会社法改正案が成立すれば、

説得力のないものになっていくのではないかと思われる。

　会社法改正案では、監査等委員会設置会社制度が導入
されている。これは、従来の監査役会設置会社と、指名委
員会、報酬委員会および監査委員会を擁する委員会設置会
社との中間に位置する制度であり、これらの3つの会社統治
形態を各企業は選択できることになる。監査等委員会設置会
社制度は、従来の監査役がなくなる代わりに、取締役会の中
に取締役である監査等委員会（3名以上）を設置し、その過
半数は社外取締役でなければならないというものである。当
該監査等委員会の構成員である取締役は、他の取締役と同
様に、会社の重要な意思決定について議決権を行使できる
他、取締役の職務の執行を監督する役割を担っている。なお、
監査役会設置会社、委員会設置会社および監査等委員会
設置会社の違いを図で示すと《図表》の通りである。
　上記３種類の制度の中では、以下の理由により、監査等
委員会設置会社制度が最も優れているように思われる。
　監査等委員である取締役は、取締役の業務に対する監
督権と取締役会の議決権を両方持っているため、会社経営
に対して一定の影響力を行使することができる点において、
監査等委員会設置会社は、監査役会設置会社より優れてい
る。また、監査等委員会設置会社は、委員会設置会社のよ
うな指名委員会や報酬委員会がなく（この部分の煩わしさ等
もあってか、委員会設置会社の利用率は著しく低いものとなっ
ている）、簡素な制度になっている点で、委員会設置会社よ
りも優れている。
　また、社外取締役が義務化された場合には、監査役会設
置会社において社外役員が計3名以上必要であるのに対し、
監査等委員会設置会社は、社外役員が計2名以上で足りる
ため、この点においてもメリットがあると言える。
　加えて、上記の意思決定メカニズムの担い手という側面で
見た場合も同様の結論になる。意思決定メカニズムにおいて
は、ビジネス的判断要素、ファイナンス的判断要素、法律的
判断要素、会計・税務面の判断要素、その他レピュテーション・
コンプライアンスの判断要素を駆使して、それらを混合または融
合して結論を導き出す能力が求められる。事業における意思決
定を繰り返し行ってきた他社での経営経験者、または会計・法
律等の専門家の出身者が多い社外取締役はこの能力に長けて
いることが多く、その意味では社外取締役が議決権行使を通じ
て意思決定に対し直接的に関わることができる監査等委員会設
置会社制度の方が優れていることになる。
　委員会設置会社では、執行役による業務執行と一定の重要
な事項についての意思決定を行う取締役会とに分離されるため、
監査役会設置会社の取締役会で決定すべき事項も執行役にて
決定していくことが想定される。そのため、社外取締役の役割は、
取締役会、監査委員会、指名委員会および報酬委員会を通じて、

極めて重要な議題の場合を除き、間接的に意思決定メカニズム
を適正ならしめる役割しか担うことができない。
　また、監査役会設置会社の場合は、既に述べてきた通り、議
決権を有しない社外監査役の発言の影響力には一定の限界が
あるという制約がある。これに対し、監査等委員会設置会社制
度における社外取締役は、監査等委員会での監査を通じて、
他の取締役による執行を監督するとともに、取締役会で個々の
意思決定について議決権者として発言を行い、自ら議決権行使
をすることができるため、直接的に意思決定メカニズムを適正な
らしめる役割を担うことができるのである。
　監査等委員会設置会社が、会社法改正法の施行後にどれほ
ど普及するかは今後の実務の積み重ね次第だが、委員会設置
会社よりは利用される制度になるのではないだろうか。

監査等委員会設置会社制度

図表

◆監査役会設置会社

監査

監査

監督

監査等委員会

監督

（※1）

（※2）

※1：取締役会は、会社の業務執行の決定および執行役等の職務執行を監督する。

出所：フロンティア・マネジメント作成
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成長戦略の進化～「双方向型」を目指せ～図表1

出所：フロンティア・マネジメント作成

会逸失」を生じにくい、理想的なアプロー
チ方法と言える。

　しかし現実としては、「双方向型」への進
化の必要性を薄々感じつつも、「現実論先
行型」から脱皮できない企業が大半だ。「バ
バ」を掴んで「あるべき論先行型」に退化し
てしまう企業も多い。進化を実現するには
以下の構造的要因を克服する必要があ
る。

　《図表2》を見てほしい。多くの企業では
戦略策定部門（経営企画部等）とM＆Ａ案
件検討部門（事業部またはM＆Ａ専門チー
ム）が分かれているが、主として「あるべき
論」を重視する農耕民族型の前者と、「現実

　資本や情報の移動スピード・範囲の拡
大を背景にM＆Ａの機会が増加・多様化
し、企業はよりダイナミックな成長の追求が
可能になったが、その機会を生かし切れ
ていない例も多い。戦略に適合する案件
が見つからず戦略が作文に終わったという
「絵餅化」や、かつては戦略に適合せず
棄却した案件が今思えば有望案件であっ
たという「機会逸失」がその典型だ。逆に、
またとない成長機会とばかりに案件に飛び
ついたが、戦略的基盤が脆弱で「ババ」を
掴む結果となったというケースも多い。い
ずれも、戦略という「あるべき論」とM&A
機会という「現実論」をうまく結び付けられ
ない点で共通している。

　企業は戦略とM&A機会の連携手法に
おいて3段階の進化過程をたどることが多
い《図表1》。
　第一段階（「成長戦略 1.0」）は、まずあ
るべき戦略を策定した上で適合するM&A
機会を探索する「あるべき論先行型」だ。
情報や資本の移動スピードが遅く移動範
囲が狭い時代には、案件数も少なく市場
からの成長プレッシャーも強くなかったた
め、堅牢な戦略に基づいて案件を慎重に
見極め、「ババ」を避けることが重要であっ
た。しかしこのアプローチは、戦略が硬直
的になり「絵餅化」を招きやすく、当初想定

しなかった成長機会を見逃す「機会逸失」
も生じやすい点で、案件が増加・多様化
する今日には通用しにくくなった。
　そこで第二段階（「成長戦略 2.0」）とし
て、現実の案件を出発点に成長シナリオを
検討する「現実論先行型」に移行する企
業が増えてきた。これは成長機会の発生
スピードに自らを合わせる手法であり「絵餅
化」や「機会逸失」が生じにくい反面、戦
略が脆弱化し案件成立が自己目的化しが
ちである。結果、「ババ」を掴むリスクが高
くなってしまう。
　こうして企業は第三段階（「成長戦略3.0」）
として「双方向型」を模索し始めている。こ
れは戦略と案件の両方を常に行き来しなが
ら現実のM&A機会を起爆剤として戦略を
進化させ、進化した戦略をもとに機会を探
索、検討するものだ。これは戦略的基盤
の上に案件が積みあがるので「ババ」を掴
みにくく、また戦略が現実の機会に刺激さ
れ柔軟に進化するので、「絵餅化」や「機

論」を重視する狩猟民族型の後者で、両
者の視点に大きな乖離があり、それを埋め
るコミュニケーションも質・量共に十分でな
い。例えば、案件が持ち込まれると案件検
討部門が単独でデュー・ディリジェンスを行
い、戦略策定部門が蚊帳の外に置かれが
ちだ。このため契約締結直前の稟議プロセ
ス等で初めて「あるべき論」と「現実論」の
議論がなされるが、十分な検討時間もない
まま両部門の力関係や「鶴の一声」で意思
決定がなされることが多い。

　日本企業は経営戦略を3か年程度の「中
期経営計画（中計）」という形で策定するこ
とが多い。しかし、成長分野の特定から
M&A実行を経て成長実現に至るには長期
間を要し、3年程度の時間軸ではカバーで
きないため、中計でM&A戦略が十分に検
討されることは少ない。このため案件に直
面しても及び腰となり機会を逸失するか、ま
たは案件ありきの意思決定となり「ババ」を
掴みやすい。さらに、3年に一度という計
画策定頻度では戦略が成長機会に追いつ
かず、現実の機会を起爆剤とした戦略進
化が困難となり「絵餅化」しやすい。

　事業をポートフォリオとして捉え、不断の
入れ替えにより企業価値を高めるという考
え方は古くから提唱されている。しかし雇
用慣行等の制約要因もあり、日本企業は
事業を買うことには積極的でも売ることには
足踏みしがちだ。「買えども売らず」の姿
勢は企業規模の肥大化を招き戦略オプショ
ンの幅を狭めるため、必要以上に案件評
価が厳しくなり「機会逸失」を招きやすい。

　以上を踏まえ「成長戦略3.0」への進化
に向けて、3つの提言を行いたい。

　経営戦略策定部門とM&A案件検討部
門のコミュニケーション不全を克服するに
は、実際のM&A案件を検討する際に経

営戦略策定部門を巻き込んで、「（当該案
件を契機に）いかなる戦略の進化が可能
か、その進化を前提に対象会社とどのよう
な協業が可能か」を検討すべきだ。例え
ば食品A社では、M&A案件に遭遇する
と事業部門とコーポレート部門が共同チー
ムを組成し、事業戦略に遡って再検討を
行い、案件の戦略的意義を再定義した上
で案件審査を行うプロセスが定着してい
る。これにより戦略に柔軟性が生まれ、案
件の多面的かつ厳密な評価が可能となり、
「機会逸失」や「ババ」が大幅に減少する。
さらに戦略の進化により次の機会を狙う「軸」
が生まれ、よりダイナミックな成長シナリオを
描けることが多い。

　前述の中計の限界を克服するには、M
＆Ａの機会探索から実行後の成長実現まで
の時間軸をカバーしうる長期戦略とM＆Ａ
指針を策定し、案件の良否を常にスピーデ
ィに判断できる状態にしておくことが不可欠
だ。総合商社B社では、昨年度から「中期
経営計画」を廃止し、長期の「2020年を見
据えた経営戦略」を策定した。「中期」では
過去実行した案件の成果しか計画に反映
できないため、時間軸を延長して長期的成
長を展望することで、将来案件を含めた意
思決定の指針を明確化している。
　さらに、M&A機会の発生頻度の増大に
対応し、戦略の更新頻度を上げることも重
要だ。中計のローリングを行う企業は、計
画数値の修正等に対応して戦略の更新を
行うことがほとんどであるが、むしろその前
段階での外部環境変化、特に成長機会の
変化に対応した戦略の更新も積極的に行う
べきである。

　前述の通り、良質なM&A機会を確実
に捉えるには、売却や撤退を含めた事業ポ
ートフォリオの不断の入れ替えにより常に身
軽になることが不可欠である。日本企業に
は難易度の高いテーマであり、最終的には
社内の意識改革が不可欠だが、まずは第
一歩として事業の撤退基準の明確化・厳
格化から始めることを勧めたい。基準を作
ることで嫌が応にも撤退・売却を議論せざ
るを得ない土壌が生まれる。社内の意識改
革はその後からついてくるケースも多い。

　「あるべき論」と「現実論」の乖離は、実
は第三者の活用によって助長されることも
ある。「あるべき論」をコンサルティング会社、
「現実論」を投資銀行等が別々に支援する
ことで両者に遠心力が働くためだ。そこで
我々はM&Aの支援部門とコンサルティン
グ部門の両方を擁し、一体となってワンスト
ップサービスを提供することでこの課題に
挑戦している。このような取り組みは今後
増えてくると予想されるが、我々は常にそ
のフロントランナーとしてクライアントの真の
成長に寄与していきたい。

～戦略とM&Aの有機的連携～
戦略なきM&Aは破綻をきたす。
しかし戦略に固執すると有望なM&A機会を看過する。
多様化する機会を生かし確実に成長を実現するために、
企業に求められる進化とは？

「成長戦略3.0」

「あるべき論」と「現実論」のジレンマ
～「絵餅化」「機会逸失」「ババ」～

成長戦略進化論
～「双方向型」への進化を遂げよ～

進化を阻む構造的要因

進化に向けた3つの提言

コンサルティングも進化が必要

FEB. 2014 FEB. 2014

「成長戦略3.0」～戦略とM&Aの有機的連携～

「あるべき論」と「現実論」の連携を阻む組織的要因図表2

出所：フロンティア・マネジメント作成
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東京大学文学部卒業。公認会計士。総合商社、ブーズ・アンド・カン
パニー等を経て2013年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。食
品・アパレル・サービス等を中心に成長戦略策定、M&A支援、PMI
支援等に豊富な経験を有する。

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

身軽になって次の機会を狙え

❶組織的要因：
　「農耕民族」と「狩猟民族」の
　コミュニケーション不全

❷プロセス的要因：
　「中期経営計画」という限界

❸財務的要因：
　「売らないから買えない」

「農耕民族」と「狩猟民族」の
共同チームで化学反応を起こせ

提言１

戦略策定の時間軸と
頻度を見直せ提言2

提言3

戦略に適合する
案件はないか？

案件を生かして
どう成長するか？

戦略に適合する
案件はないか？

案件を生かして
どう成長するか？

「あるべき論」
「転ばぬ先の杖」
企画力
論理力

－
－
－
－

しっかりとした成長戦略を策定しても
M&A推進部がいい案件を

見つけてこないから成長できない・・・

せっかくいい案件を見つけてきても、
経営企画部の頭が固くて
前へ進めない・・・

「現実論」
「虎穴に入らずんば
虎子を得ず」
機動力
交渉力

－
－

－
－

狩猟民族農耕民族

M&A機会の検討
（現実論）

「絵餅化」リスク
「機会逸失」リスク

戦略の検討
（あるべき論）
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M&A機会の検討
（現実論）

M&A機会の検討
（現実論）

「ババ」リスク

戦略の検討
（あるべき論）

戦略の検討
（あるべき論）

成長戦略1.0 
「あるべき論」先行型

成長戦略2.0
「現実論」先行型

成長戦略3.0
双方向型



電機大手8社のD/Eレシオ・自己資本比率図表3

出所：フロンティア・マネジメント作成

電機大手8社の主要経営データと指標図表1

電機大手8社の一人当たり売上高図表2
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今後過去のような多額の構造改革費用発
生を伴う構造改革は、資金調達面で大き
な障害を伴う可能性もある《図表3》。

　過去5年間、年率5％で売上高が縮小
し固定費率が上昇した。営業損益が悪化
した結果、希望退職など人員削減の費用
に加え、固定資産の時価評価価値が減
少し、減損処理を実行せざるを得なかっ
た。結果として後追い型の構造改革は、
固定費削減として収益上プラス要因であっ
たが、削減後に再び売上高が減少し、希
望退職の実施や減損処理が毎年行われる
という、縮小均衡型構造改革が一般化し
てしまっている。
　このネガティブサイクルを打破するには、
❶減収要因となっているレガシー事業の
　売却を含む撤退（構造改革を市場縮小
　に先行して進める）
❷固定費率上昇を上回る付加価値率上
　昇へ向けた新ビジネスモデルを立ち
　上げる
❸レガシー領域で明らかな競争優位性を
　保有する事業において買収等の戦略
　を実施しシェアを獲得する
❹社内リソース・M&Aを通じ、新規事
　業を立ち上げる
❺長期化するCCC（キャッシュ･コンバ
　ージョン･サイクル）注1短期化へ向け、
　IT化・物流などSCM改革を推進する
の5点が共通課題として指摘できる。以降、
各課題への対応について紹介する。

　電機業界の大手8社（日立製作所、東
芝、三菱電機、NEC、富士通、パナソニック、
シャープ、ソニー〈金融を除く〉）の業績は、
リーマンショック後の2009年3月期に大きく
悪化したが、2013年3月期までに一定の
回復を見せている。
　ただし、その水準を2008年3月期と比較
すると《図表1》、売上高は年率5％縮小し
（A）、営業利益率は4.4％⇒2.6％へ低下
（B）しており、多額の構造改革費用計上も
あって当期利益は5年間累積で約4.2兆円
の赤字である（C）。B/S上では、現預金

で1.8兆円減少（D）、自己資本で5.3兆円
の減少（E）、有利子負債は１兆円近く増
加している（F）。投資キャッシュフローを抑
制したが、損益悪化・運転資金拡大により、
フリーキャッシュフローは大幅に悪化してい
る（G）。また、従業員数は141万人と年率
1.3％で削減したが（H）、《図表2》のとおり
一人当たり売上高は17％減少している。
　2000年以降では、NEC・東芝・日立
製作所・シャープなど、大手8社中4社が
財務基盤の悪化・経営危機局面を経験し、
大半がコミットメントラインを導入した。現在
は各社の格付け機関評価はシャープを除
きBBB格以上を維持しているが、自己資
本比率23.6％、D/Eレシオ0.99倍からみて、

　適正規模への人員削減や固定資産評
価が過去5年間で進み、経営の交替によ
る新ビジョンの明確化などが進んだ結果、
2013年には多くの事業撤退･売却事例が
顕在化している。不採算事業の売却･統
合などに加え、一定以上の収益性のある
事業でもノンコアとの認識から売却された。
　マクロ経済情勢の好転もあり、2013年
度は大半の企業で大幅な増収･増益が予
想されており、2014年はさらに戦略性を持
った事業買収・事業売却の可能性がある。
また、例えばコンパクトデジタルカメラなど、
縮小する市場に多くの企業が参入する分
野では、事業撤退や業界再編が加速する
だろう。こうした流れは先行企業と遅行企
業に分かれる。現在明らかな先行企業は
日立製作所であり、さらにパナソニック、東
芝などがアクションを起こしている。一般的
に先行者は優位な条件でのアクションが可
能な一方、遅行者は条件面で不利になる
ケースが多い。

　日立製作所は、2014年3月期で過去最
高益の更新が予想されている、大手の中
でも最も経営改革が奏功している代表企
業である。2013年5月、日立製作所は新
中期計画を対外発表した。事業ポートフォ
リオの転換を積極的に行い、企業文化を
含む転換に成功しつつあるが、社長以下
の危機感は依然強い。プレゼンテーション
では、サービス強化･ソリューション拡大が
印象的であった。売上高の拡大ではなく、
知恵を価値に変え、付加価値率を引き上
げる戦略と見られる。結果、グループ内の
量産型製造業は引き続き縮小の印象だ。
　日立製作所は一例として、量産型製造
業で収益確保に必要な付加価値を得るに
は、圧倒的な参入障壁が必須である。既
に日本のノウハウがアジア全域に共有され
た今日、「ものづくり」だけで固定費率上昇
をカバーする付加価値率の上昇を達成す

るのは困難だ。

　成熟したが一定期間継続するとみられる
市場での事業買収も、収益性の観点から
は有望な選択肢と考える。成長戦略を重
視する韓国･中国企業も、成熟分野に関し
ての関心は薄い。参入者の縮小で価格競
争が緩和され、量産規模の拡大でコストダ
ウンが可能となれば、安定したキャッシュ
カウ事業注2として確立できる可能性があろ
う。成熟した業界（素材産業など）でこの
戦略は多く用いられている印象がある。
❹M&A・新規事業
　新規事業の立ち上げには慎重なスタン
スが必要だ。特に大型の資金投入を必要
とするM&Aは細心の注意が必須である。
2008年以降の経営危機は、大型設備投
資の失敗による減損処理や、買収対象固
定資産の減損処理によるものも大きい。大
胆なM&A戦略を否定するものではない
が、慎重な対応が求められる。
　また新規事業の立ち上げについて、電

機メーカーの場合、技術面に偏るケース
が多いが、ビジネスのテイクオフには、販
売面も重要だ。良い新製品を開発･生産
しても、販路が既存事業と異なる場合は、
新たな販売ルートが必要となり、その確保
の重要性が開発よりも得てして問題となる。
また参入業界の商習慣なども十分に検討
する必要があろう。
❺CCCの重要性を認識
　CCCの重要性は経営効率を見る上で重
要だ。多くの企業が「キャッシュフロー経営」
を標榜しているが、現実に売上高が減少
している電機メーカーではCCCが大きく悪
化しており、有利子負債増加の最大要因
となっている。建前だけでなく、本質的に
キャッシュの重要性を高める経営をするべ
きとの印象が強い。

電機業界復活への鍵～縮小均衡型⇒戦略的かつ抜本的改革が必須～

リーマンショック以降、電機業界は売上縮小を後追いし、多額の損失計上で縮小均衡に陥っている。
今後この悪循環から脱して経営改善を図るには、明確な長期ビジョンとともに、
事業撤退･売却、高付加価値率の追求、M&A、新規事業、CCC注1重視などを進めるべきである。

過去5年間で年率5％減収、
4兆円超の赤字

経営改善のポイントはどこか？

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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明治大学工学部卒業。1984年大和証券㈱（出向先は現㈱大和総
研）、ゴールドマンサックス証券、メリルリンチ日本証券等、セルサ
イドアナリスト暦25年を経て、アライアンス･バースタインでバイ
サイド･アナリストを経験。2012年にフロンティア・マネジメント㈱
に入社。資本市場でのTMT（テクノロジー、メディア、通信）セクタ
ー担当暦25年。

コンサルティング第2部 
兼 事業開発第2部
マネージング・ディレクター

Hitoshi KURIYAMA
栗山 史

～縮小均衡型⇒戦略的かつ抜本的改革が必須～
電機業界復活への鍵

キャッシュカウ事業：成長性は低いもののシェアが大きく、安定的なキャッシュを会社にもたらしてくれる事
業（金のなる木）。

注2

CCC（キャッシュ･コンバージョン･サイクル）：現金循環化日数。企業の仕入から販売に伴う現金回収まで
の日数を示し、この日数が小さいほど、企業の現金回収サイクルが早いことを意味する。

注1

❷サービス/ソリューションで
　付加価値拡大へ

❸成熟市場での買収戦略は
　選択肢の一つ

❶事業撤退･業界再編は
　加速する公算
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ヘクセンハウスで実現できている事とできていない事の差異図表2
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ている。これらのデータには消費者の本音
が多く含まれており、うまく取捨選択するこ
とで自社にとって有益な情報が得られる可
能性がある。例えば、これらのデータから
年代別の趣味・趣向に関するトレンドを導
き出すことによる新商品開発、あるいは、
ニュースを先取りした鮮度の高い企業情報
に関する有識者のつぶやきデータを収集・
分析することによる個別銘柄の株価の将
来予測などが考えられる。

　ではなぜ今、ビッグデータ分析が必要な
のか。その答えはIT関連技術の進展に
他ならない。特にインターネットの急速な普
及とスマートフォン、タブレットPCに代表さ
れる携帯端末の普及によるところが大きい。
消費者は、携帯端末を使っていつでも、
どこでもインターネットを介して大抵の情報
を得られる環境にあるのである。消費財一
つ購入するにしても、瞬時に詳細な情報
を見て、他の商品と比較検討しながら買
い物をする時代に入ったのである。
　このように多様化・複雑化した情報社
会の中で勝ち組になるには、もはや自社内
にある販売実績や顧客情報などの分析だ
けでは足りないのである。自社内にあるデ
ータと外部のデータをうまく組み合せて分
析することで販売増の仮説を構築し、一
部で実践してみてその効果を測定し、改
善に繋げるという取り組みが必要になる。
これがまさに多くの企業が抱えるマーケティ
ングの課題であろう。

　夕方、近所のコンビニエンスストアに入っ
た優子は、以前から気になっていた先月
発売になった大人向けのチョコレートを手
に取った。その後、優子はすかざず、ス
マートフォンでそのチョコレートに関する書き
込みをチェックした。Twitter（ツイッター）
で複数の人が「苦みがちょっときつい」など
のコメントを書いているのを発見した。少し
迷ったあげく、優子はいつものイチゴミルク
味のチョコレートを購入することにした。
　何気に人間観察すると、このような光景
を最近よく目にする。これが何を意味する
のか考えてみたい。最近、ビッグデータと
いう言葉が頻繁にささやかれているが、登
場人物の優子はまさにビッグデータを駆使
して、買い物をしている。一般の消費者
がビッグデータをこのように活用している時

代において、企業のマーケティングには何
が必要なのかを解説したい。

　ビッグデータとは、文字通り大量データ
のことであるが、企業等にとっては、「今ま
で取り扱ってこなかった社内外にある大量
のデータ」と言える。この大量データの中
に実は企業の将来の業績を左右する宝の
情報が隠されている可能性がある。具体
的には、《図表1》にあるように大きく5つの
種類に分類される。
　マーケットログを例に説明すると、ネット
上にはTwitterをはじめとするつぶやきデ
ータやブログの投稿データが無数に転がっ

　参考までに、良品計画における成功事
例を紹介する。当社は、自分で作るヘク
センハウス（お菓子の家をつくるキット）の拡
販を目的に、ソーシャルメディア上のクチコ
ミを、頻出するワードから内容別に分類
し《図表２》、以下の２つのヒントを得た。

■無印良品のヘクセンハウスは「作る楽し
　さ」「誰かと作れること」のニーズをとらえ
　ており、リピーターは商品の訴求ポイント
　である「作る楽しさ」を求め、毎年のよう
　に購買していると読み取れる
■非顧客のヘクセンハウスに求める要素と
　して、無印良品では満たせていない「憧
　れの童話の世界観の体験」を求めてい
　ると読み取れる

　この結果をもとに、良品計画では、無印
良品・有楽町店に巨大なヘクセンハウスの
街を作り、童話の世界観を体験してもらい、
さらにWebでは24時間ヘクセンハウスの街
の様子を中継するなど、童話の世界観の
体験を全国に広めるプロモーションを実施し
た。その結果、対象の商品の売り上げを
実施店舗で昨年対比328％、全店舗ベー
スで同120％向上させることに成功した。

　最後に、自社でこのようなビッグデータの
分析を行うには実際どうすればよいのか、
という問いに対して、そのポイントを3つ紹
介する。併せて、本誌の最終ページに弊
社の「戦略的デジタルマーケティング支援
サービス」の概要を掲載しているので、ご
参照いただければありがたい。
❶マーケティングの目的を決める
　ほとんどがゴミの山のような大量のデー
タから有益な情報を得るには、目的をある
程度フォーカスしないと調査作業が徒労に
終わる。すなわち、始めに経営課題を具
体的なマーケティングの課題に落とし込む
必要がある。例えば、「栄養ドリンク剤を新
規開発する」、「伸び悩んでいる主力商品

の売上を向上させる」など、調査対象をあ
る程度特定することがポイントとなる。　
　目的が定まったら、自社が保有する販売
実績データなどを分析してみて、例えば主
力商品の販売が最近伸び悩んでいる場
合、その原因をTwitterの過去データか
ら探るなどの調査方針を決める。その際に
Twitterなどのビッグデータやその分析ツ
ールの提供を行う情報ベンダーの活用をお
勧めする。
❷仮説をトライ&エラーで検証してみる
　当初立てた仮説は往々にして実態と異
なっているケースがあるため、様々な角度
から検証を行う必要がある。某ハンバーガ
ーショップでは、女性客の集客アップを狙っ
て、ヘルシー志向のサラダの販売を試みた
ところ、実は女性が当ハンバーガーショップ
に求めるものは意外にも脂っこい食べ物で
あり、ヘルシーな食べ物はむしろ他の店で
充当する、という傾向がマーケティング調
査によって得られたという話がある。
❸何かと比較してみる
　ビッグデータは単独で分析するのではな
く、他のデータと比較することによってはじ
めて、意味のある情報にたどり着く。
　最も端的な例として、天候データと飲料
水に関するネット上のつぶやきを比較して見
ると、猛暑日が続いた日には、「塩分」「氷点
下」などのキーワードが頻出したことが容易

に想像できるだろう。その裏付けとして、こ
の夏に塩分補給を強調したドリンクや氷点
下ビールがヒットしたことは記憶に新しい。
　また、自社製品と他社製品を比較する
ことで想定外の顧客ニーズが見えることも
ある。例えば、自社の栄養ドリンク剤は元々
眠気覚まし効果を差別化要素としていた
が、消費者はむしろ他社製品に対して当
効果の期待が高く、自社製品に対しては
効果よりも味を評価しているという結果が
得られたとしたら、「飲みやすさ」や「美味」
を強調した広告戦略に変更するだろう。
　このほか、小売店における全国または
地域別のベンチマークデータと自店での商
品カテゴリ別の購買動向比較による機会ロ
ス分析なども有効だと考えられる。
　このように、何か他のデータと比較する
ことで、今まで見えなかった消費傾向や顧
客ニーズが発見できることがある。

マーケティングの新潮流～ビッグデータ分析の巧拙が販売増の鍵となる～

従来のマーケティング手法の限界
（多くの企業が抱える課題）

マーケティング戦略への
ビッグデータ活用のポイント

ビッグデータとは何か

成功事例

出所：株式会社良品計画

出所:フロンティア・マネジメント作成
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コンサルティングに従事し、2009年に同社パートナーに就任。
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
マネージング・ディレクター

Masao TABATA
田畑 昌生

～ビッグデータ分析の巧拙が販売増の鍵となる～
何でもネットで検索できる時代において、
もはや従来のマーケティング手法は通用しなくなってきている。
本稿では、ビッグデータを駆使した新世代のマーケティングについて、
事例を交えながら概説する。

マーケティングの新潮流

1

2

10 11

TwitterやFacebookなどのSNSにおけ
るつぶやきや、ブログやネット上での評価
などのソーシャルメディアデータ、POSデ
ータなどのマーケットデータ

ネット上の投稿データ解析による新
商品開発、ニュースを先取りしたつ
ぶやきデータの分析による株価予測

災害時の移動シミュレーション、時間
帯別の人の集積状況分析によるイベ
ント開催場所の決定

予兆保守による品質向上・コスト削
減、農産物の育成状況把握による農
業効率向上

人流分析による快適な空間作り、コ
ミュニケーション状況分析による店
員配置の変更による販売効率向上

エネルギー消費量、人口、時空間デ
ータなどの情報分析による都市計画
策定

人や車の位置情報や移動情報と地図デ
ータや座標などの空間データなど

センサーによる監視によって得られる各
種データや機械や、情報システムから得
られる稼動情報やリソース使用状況など
のデータ

体温や脈拍、行動履歴、他人とのコミュニ
ケーション頻度・量、監視カメラ映像など
人に関するデータ

天候やCO2排出量などの環境データや、
家庭で使用される電気・ガス・水道量のほ
か、政府関係機関等が保有している統計
データなど

マーケットログ

分類名

創作欲求 体験欲求

非現実的欲求

ヘクセンハウスとは

童話の世界観の体験から
新規顧客の獲得が可能ではないか？

夢

世界

住む

グレーテル

アイシング
完成

組み立てる
娘

子供 家族

楽しむ

喜ぶ

現実的欲求

活用データ例 活用例

ロケーションログ

マシンログ

ヒューマンログ

環境・生活ログ

ビッグデータの分類図表1

無印良品の商品で、グ
リム童話「ヘンゼルと
グレーテル」に登場す
る「魔女の家」をモデ
ルにした「お菓子のお
うち」がつくれるキット

ヘクセンハウスに求められている要素
ヘクセンハウスには子供のころからの憧れ

童話の世界観の体験欲求が存在

無印良品のヘクセンハウスが満たしている要素
作る楽しさ、誰かと作れる楽しさから
リピーターを獲得していると推測される

楽しい

ヘンゼル



FEB. 2014 FEB. 2014

ことは難しく、通常その量は銀行等の融資
債権者の保有情報と比べると大きな格差
がある。また、上場されている社債はイン
サイダー取引の規制対象であり、社債権
者が保有する社債につき流動性を確保す
るためには、発行会社に関する情報の取
得は控えざるを得なくなるという事情もあり、
債権者ガバナンスを利かせて融資先管理
を意図する銀行債権者とは基本的にスタン
スが異なるのである。
　本事例でも、主力行はA社の状況を相
当詳細に把握していたようだが、これは短
期の運転資金も融資する等、継続的にA
社の財務状況の詳細をモニタリングしてい
たためと思われ、開示情報や格付情報に
頼らざるを得ない社債権者とは情報量にお
いては比較にならない状況であった。
　また、社債権者が発行会社の提案を検
討するにあたり、A社の保有資産や足元
の業況、シ･ローン債権者の動向を含む資
金繰りに関するA社の説明が客観的に正
当なのかを判断する材料が必要となるが、
発行会社側から当初提供された資料は、
A社が起用した監査法人による十数頁の
レポートのみであった。これだけでは、な
ぜ社債権者だけがリスケに応じなければな
らないのかという点について納得感を得る
には不十分な説明であった。

❷社債権者の多様性
　社債は不特定多数の保有者の間で自由
に譲渡される。したがって、格付けの低
下により社債の一部がセカンダリのマーケッ
トにディスカウントで放出されるケースもあり、
当該社債をディスカウント価格で購入したセ

　従来、私的整理手続きにおいて対象債
権として意識されてきたものは、金融機関
とりわけ銀行の融資債権をどのように処理
するかという問題であり、私的整理手続き
で社債を処理する例は極めて稀であった。
　しかし、負債総額に占める社債発行残
高が多い場合には社債の処理に手をつけ
ざるを得ない一方、社債の処理のためだ
けに法的整理手続きの選択を実務上迫ら
れるのでは不都合である。
　この点について経済産業省経済産業局
産業再生課長の私的研究会である「事業
再生関連手続研究会」でも、事業再生局
面における社債の元本減免に関し、事業
再生ADRや会社法の課題と改善の方向
性を明らかにしており（2013年3月公表の
中間とりまとめ）、今後議論の進展が予想
される。

　私的整理において、社債権者と発行会
社との間でリスケジュール（リスケ）交渉を
行う際には、以下3つの論点を念頭に交
渉を行う必要がある。

　以下、弊社が社債権者側のアドバイザ
ーとして関与した事例を参考として、リスケ
交渉の際の交渉力学および情報開示のあ
り方を、上記3点を踏まえて検討する。

事例の概要
　A社は急激な経営悪化により、事業のリ
ストラや資産売却等を実施したものの、数
か月先に満期を迎える社債につき償還原
資の目途が立たなくなった。また、銀行か
らシンジケート・ローン注（シ・ローン）に
より短期および長期の借入を行っており、
ローン債権者は十数行にのぼっていた。
期限については、社債の満期がまず到来
し、その後にローンの期限が半年毎に到
来するという関係にあった。
　このような状況において、A社は社債権
者に対し条件変更することを提案した。A
社の当初提案は、（１）社債の償還期限を
3年後からの4回払いにリスケすること
に加え、（２）希望する社債権者からリス
ケされた社債を額面の40%でA社が任
意に買入消却する、という内容であった。
　しかし、最終的には、当初提案は撤回
され、（１）任意の買入消却のために確保
していた資金を全ての社債権者に対す
る一部償還原資にあてること、（２）不足
する残高についてリスケすること、を骨
子とする提案に修正され、社債権者集会
で賛成多数により可決された。

❶社債権者の発行会社に関する
　情報の非対称性
　社債権者が、リスケ交渉の前提となる
発行会社に関する情報を十分に取得する

カンダリの取得者は、取得価格より高額の
買入消却の提案がなされればこれに応じ
るインセンティブを有している。プライマリで
の取得者が極力元本回収を図るインセンテ
ィブを有するのとは対象的である。
　本事例では、ディスカウント価格での買
入消却により損失を確定させるインセンティ
ブを有しないプライマリの取得者が多数派
であったため、最終的には発行会社側の
買入消却の当初提案は撤回されることとな
った。しかし、仮にセカンダリの取得者が
多い場合には、ディスカウントでの買入消
却の提案は、発行会社としては合理性を
持つ戦略である。

❸客観的・合理的な交渉枠組みの未整備
　銀行債権者が交渉相手となる通常の金
融債務のリスケでは、通常各ローンの満
期の前後を問わず、すべてのローン債権
について同一の取り扱いがなされることが
多い。また、各ローン債権の保全・非保
全の別による返済枠組みの設計方法につ
いても、一定の合理的かつ共通の判断基
準に従って交渉が進展していくことが通常
である。これらは、一般に各銀行債権者
が対象会社に関する情報を十分入手して
いることが多いことと、私的整理ガイドライ
ンをはじめ各種の私的整理の枠組みが共
有されており、多くの実務運用を通じて共
通の交渉枠組みが整備されてきたからと思
われる。
　このような共通の交渉枠組みというインフ
ラは、個別交渉の効率を上げることのみな
らず、関係当事者の相互不信を解消し、
全関係者の効用の総和を極大化するため
に資するものである。
　一方、社債の条件変更についても、社
債権者集会における条件変更の手続きや
Exchange Offer（交換募集）が、不特定
多数の社債権者との集合的な条件再交渉
のための制度的な手続きとしては存在す
る。しかしながら、発行会社の事業の再
生や財務リストラクチャリングをどう進めるか
といったより大きな視点から、社債権者、
その他の債権者および発行会社との関係

性をどのように捉え、私的整理の枠組みの
中で社債権者と発行会社がどのように交
渉を行っていくのかという点については、日
本はまだ十分な実務経験を積んでいない。
　本事例において、A社の当初提案での
交渉プランは、社債権者の発行会社に関
する情報の不足および社債権者の多様性
を最大限利用して、（１）金融債務のうち社
債のみを対象としたリスケと、（２）社債の一
部について任意の買入消却を狙うというも
のだった。すなわちA社は、3年後からの
4回払いという倒産リスクを想起させるリス
ケを提案することにより、非対称の不十分
な情報しか持たない社債権者が早期回収
へと心理的に駆り立てられ、たとえディスカ
ウント価格であっても、買入消却に応じる
であろうと見込んでいたと考えられる。また、
ディスカウント価格で購入したセカンダリの
取得者の場合は、買入消却額が取得価
格を上回りさえすれば、買入消却に応じる
であろうと見込んでいたと考えられる。
　これに対して本件の社債権者は、情報
の非対称性を利用することにより社債権者
の権利を損なわせる上記のようなやり方は
公平でないとして、これにくみしなかった。
反対に、情報の非対称性を解消させるべ
く、A社に対し最大限の情報開示を求め、
また、シ･ローンのリスケの実現可能性や、
リスケ後の倒産リスクを見極めるための主
力行の支援姿勢、他の資金調達手段の
有無等に関する情報を可能な限り収集し、
分析を行った。このような情報の収集は、
インサイダーとなり社債を市場で売却できな
くなるリスクをはらむものであったが、本件
の社債権者は、そのリスクよりも、必要な
情報に基づく対等な交渉を行うことを選ん
だのである。そして、これらの情報の収集・
分析により、A社のリスケ案が買入消却を
前提としていること自体に合理性がないこ
とを対等な立場から交渉できるようになっ
た。この点についてA社は大きく見込みが
外れたと言えるであろう。　
　このように、本事例において社債権者
は、ガイドラインとなる交渉の枠組みなどが
無い中で、可能な限り合理的な解決を模

索し情報の収集・分析や交渉を行ったの
であるが、弊社は、関連当事者に対する
十分なアクセスを保持し、社債権者が不
当に妥協を迫られないために、入手した
情報に基づいて最適な交渉戦術を組み立
てるなど、社債権者の利益を守り合理的
な解決を図るためのサポートを行った。

　もっとも、社債権者を巻き込んだ財務リ
ストラクチャリングに関しては、上記のよう
に情報の非対象性と関係者の属性の多様
性に起因する不確定性をはらんでいる。
そのため、社債権者のみならず発行会社
を含むすべての利害関係者にとっての効
率性の確保と、リスケ交渉によってすべて
の関係者が享受する効用の総和を極大化
するために、中立的な第三者の観点から
情報を吟味するアドバイザーの起用は検討
に値するだろう。この点、欧米等で利用さ
れている社債権者団が独自のアドバイザー
を起用する枠組みなども参考になるだろう。
弊社も今後、個別の社債権者または発行
会社のアドバイザーを務めるのみならず、
日本における社債を含む財務リストラクチャ
リングの実務の発展に貢献していきたいと
思う。

私的整理における
社債の取り扱いに関する動向

私的整理（リスケジュール）交渉
のポイント

私的整理における社債の取り扱いについての一考察

社債と事業再生に関する問題は、近時盛んに議論されている。
本稿では、この社債と事業再生というテーマに関連して、
社債権者と発行会社との間の私的整理（リスケジュール）交渉のあり方について、
事例を参考に論考する。

私的整理における
社債の取り扱いについての一考察

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。
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マネージング・ディレクター

Shunsuke SAEKI
佐伯 俊介

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。弁護士。2004年より大和証
券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱、2006年よりオリック
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❶社債権者の発行会社に関する情
　報の非対称性
❷社債権者の多様性
❸客観的・合理的な交渉枠組みの
　未整備 シンジケート・ローン：資金調達ニーズに対し複数の金融機関が協調してシンジケート団を組成し、一つの融

資契約書に基づき同一条件で融資を行う資金調達手法。
注



投資プロセスにおけるフロンティア・ターンアラウンドの関わり方参考

■案件に応じて取締役派遣を通じて経営
　に積極的に関与する
Ⅱ 日本における再生ファンド
　米国においては、年金マネー等の長期
運用資金が1980年代に不良債権処理の
過程で資金の出し手となり、そこで得たリ
ターンにより1990年代にファンド等のリスク
の高い投資に振り向けられた。結果として、
再生ファンドがリスクマネー供給の担い手と
して、銀行に次ぐ社会のインフラとしての
存在感を定着させている。
　日本においては、バブル期以前まで経
営不振企業に対するリスクマネーの供給と
いう側面では、メインバンクが中心的な役
割を果たしてきた。しかし、1990年代以
降に銀行のリスクテイク能力が低下する
中、1990年代後半から外資系を中心に比
較的短期間の収益確保を目指す再生ファ
ンドが不良債権投資を活発化させたことを
皮切りに、2000年以降は産業再生機構の
設立や民間の再生ファンドの組成が相次
ぎ、デットからエクイティの流れが生まれる
とともに、リスクマネーの供給者としてのフ
ァンドの存在感が急速に増している。また、
中央行政や地域金融機関の動きに同調
し、地域再生ファンドの設立も活況となって
いる。
Ⅲ 企業再生と再生ファンド
　一般的に再生が必要とされる中堅・中
小企業の課題としては、
❶経営不在・事業継承
❷本質的な収益力の改善
❸新たな成長機会の創出
などが挙げられるが、それぞれの課題解
決においてリスクマネーの供給が必要にな

　金融円滑化法が2013年3月末で期限切
れを迎えてから1年が経過しようとしてい
る。同法がリーマンショック後の中小企業
の大量倒産を回避する役割を果たしたの
は確かであるものの、同法の適用を受け、
その後倒産した企業は今なお増加傾向に
ある。本質的な再生計画の策定・実行が
できていない企業は長期的には生き残れ
ず、単なるモラトリアムに過ぎない資金繰り
支援を続けたことで問題が先送りされ、疲
弊した中小企業が増加しているのではない
かと心配される。企業再生においては本
質的な再生計画の策定と確実な実行が、
事業キャッシュフローの増加、ひいては企
業価値の増加につながるかどうかが問わ
れるのである。
　企業再生とは、該当企業の窮境原因を
把握し、その事業の価値と再生の可能性
を見極め、事業価値の最大化を図るため
に組織や財務、戦略の再構築を図るもの
である。その再構築の過程では、経営資
源の組み替えとともに、該当企業が保持し
ていない経営資源（ヒト・モノ・カネ・時間・
情報等）が随時必要になるが、当該企業
の事業価値が清算価値を上回ると見込ま
れる場合、再生に必要な経営資源を外部
の第三者が供給することで、当該企業に
関わるステークホルダーへのリターンの最
大化を図るのである。この再生ビジネスに
おけるリスクマネーの供給者として、再生
ファンドが存在する。

Ⅰ 再生ファンドの定義
　経営不振や過剰債務などに陥った企業
の立て直しを目的に、投資家から資金を
集め、リスクマネーの供給者として企業再
生ビジネスに関与するファンドが「再生ファ
ンド」である。PE（Private Equity）ファンド、
MBO（Management Buy-Out）ファンド、
買収ファンド、企業再生ファンド、などと呼
ばれているものが該当し、それらの総称と
しても使われる。
　投資の対象によりエクイティ型とデット型に
大別され、いずれのファンドにおいても企業
価値の向上を図り、投資回収により利益を
獲得することを指向している。エクイティ型
ファンドでは、一定規模以上の企業に中長
期の成長資金を供給、もしくは取締役を派
遣し、事業の選択と集中など大規模な経営
改革を実施して、株式公開や他企業への
転売で利益を獲得する。デット型ファンドで
は、主に中堅企業以下の企業の貸付債権
に投資し、債権者の立場を利用してガバナ
ンスを発揮しながら経営改革を実施し、当
該債権の売却等で利益を獲得する。
　なお、再生ファンドの投資スタンスは、
その目的から、以下のような特徴がある。
■基本的に中長期での投資を主体とする
■マネジメントチェンジが前提である（私的
　整理や法的整理の中で経営者責任に
　より経営者が交代させられる場合が多く
　存在する）
■数ヶ月にわたるデュー・ディリジェンスを
　実施した後に投資を実施する

ることがある。前述したように、その主な
供給主体として再生ファンドが挙げられる
が、供給者の視点で見た場合、リスクテ
イクし得るか、すなわち課題解決のために
合理的かつ蓋然性の高い再生計画を策
定し、実行できるかどうかが大きな判断ポ
イントであろう。
　ファンド側の視点としては、ファンドには
受託者責任があり、その性質から、
❶企業価値向上の可能性
❷マネジメントの実行能力
❸エグジットの目途
　が重要な要素となり、一連の見極めを
確実に行っていくことがパフォーマンスの良
し悪しに大きな影響を与える。特に、組織
が確立している中堅以上の企業の場合、
マネジメントの実行能力次第で業績のパフ
ォーマンスが大きく変わる。弊社はこの「一
連の見極めを確実に行っていくこと」を支
援する立場でファンドとの協業を多数行っ
てきている。以下において、弊社とファンド
との協業の事例を紹介する。

Ⅰ 事業の概要
　B社は年商70億円の老舗農業機械メー
カーである。大正の創業以来、穀物を中
心とした食品乾燥機のトップメーカーとして
成長してきたが、長期的市場規模が縮小
傾向にある中、過剰な有利子負債および
利払負担もあり、2年前に私的整理ガイド

ラインを適用し再建中であった。その後、
当初の想定よりも需要が悪化し、決算見
込みにおいて当期損失計上かつ実態債務
超過に陥る恐れが生じていた。
Ⅱ 窮境に陥った原因
　2年前に、過剰債務問題の解決を図る
ため私的整理を伴う再生計画を立案し、
金融機関からの債権放棄を受けて大幅な
有利子負債圧縮を実現したものの、市場
縮小を前提とした構造改革を成し得ず、
結果として有利子負債が再び増大し、再
生計画の未達が見込まれた。
Ⅲ 注力作業
　金融機関の融資継続には、財務面・
損益面の抜本的な経営改善計画が必要
であったため、弊社コンサルタントがB社に
常駐し、デュー・ディリジェンスの実施と財
務面および事業面の抜本的改革を目指し
た事業計画の策定を支援した。また、固
定費圧縮を目的とした構造改革に必要なリ
スクマネー拠出先の探索も含めたファイナ
ンシャル・アドバイザリー業務も行った。
Ⅳ 成果
　その結果、メインバンクおよび中小企業
支援協議会と協調し、地域再生ファンドか
ら優先株式による出資を受け入れて財務
面の改善を図ることが可能となった。それ
と同時に、抜本的構造改革の計画策定と
実現性向上によりメインバンクおよびその
他金融機関からの金融取引継続支援を
取り付けた。その後ターンアラウンドの実
行を支援し、再生計画を上回る業績を達
成した。

中堅･中小企業再生に向けた真のアプローチ～その❷～

　企業再生は、事業と財務の適切な再構
築を伴うものであれば、窮境企業で生かさ
れていなかった人的資源も活性化し、新た
な成長投資も可能となり、企業価値の向上
に結びつく。また、企業再生が進み、企
業価値の向上が果たせれば、事業者など
によるM&Aを通じてマクロ的にみた経営
資源の効率的配分にも寄与するはずであ
り、ミクロレベルの企業再生を広げていくこ
とは、今後の日本経済全体としての成長に
結びつく極めて重要な取り組みである。
　再生企業における金融面での再生支援
は、血流を絶やさないという大きな意味が
あり非常に重要な要素であることは論を待
たないが、血流が担保されれば必ず健康
体になるわけではない。輸血と同時に自ら
血を作るためのアクションが必要であること
も企業再生の重要な要素である。
　弊社では、この「自ら血を作るためのア
クション」における事前・事後の各プロセス
で投資先企業の経営に直載的に関わり、
再生ファンド等と同じ目線で企業価値向上
のための改革に取り組んでいる。

金融円滑化法の期限切れに伴う
課題の顕在化 企業再生と再生ファンド

再生ファンドとの協業事例

～その❷～
弊社は中堅･中小企業の企業再生に多数関与しているが、その中でもファンド活用の事例は多々 存在する。
“中堅･中小企業再生に向けた真のアプローチ”の第2回目として、
本稿では弊社が関与した「ファンド活用」の事例を参考に、
企業再生における再生ファンドの役割とその有意性について考察する。

中堅･中小企業再生に向けた
真のアプローチ
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慶應義塾大学商学部卒業。㈱CSK、サミー㈱、㈱テイツー常務取
締役CFOを経て、2011年より㈱大洋システムテクノロジーにて取
締役常務執行役員CFOとして勤務。2013年にフロンティア・ター
ンアラウンド㈱に入社。25年以上事業会社にて経理財務・経営企
画業務に従事。

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

Yasuhiro KATAYAMA
片山 靖浩

フロンティア・ターンアラウンドでは、プライベート・エクイティ投資における各プロセスでの支援を行っています。
投資先企業に対し直截的に経営に関わり、投資家と同じ目線で事業価値向上のための改革に取り組みます。

1

2

4

3

案件発掘・調査 投資実行 モニタリング・売却

事業計画策定支援 投資先価値向上支援

経営参加（経営者投入）
PMI
モニタリング（進捗状況の管理および
経営判断に関する助言）
IR

売上拡大支援
オペレーション改善支援
コスト削減支援　等

■
■
■

■

■
■
■

経営
執行支援

施策別
改革支援

（投資戦略立案）（投資先発掘支援）

■
■
実態B/Sの作成
正常収益力評価

■
■
■
■
■

新経営体制設計
新経営人材評価、招聘支援
意思決定機構改革
新組織体制立案
出口戦略

投資後
ガバナンス体制の
改革支援

■
■
■
■

事業目標・ビジョン
戦略
施策・アクションプラン策定
収益計画策定

事業計画
策定支援■

■
環境・市場分析
ビジネスモデル分析

ビジネス
DD

財務
DD

投資戦略立案・
投資先発掘支援

デュー・ディリジェンス
（DD） Exit支援



普通株式の株価と優先株式の価値図表2

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

けた後の残余の配当に普通株式とともにあ
ずかれる「参加型」と、これにあずかれな
い「非参加型」の分類がある。優先配当
金が高水準、あるいは累積型や参加型で
あれば、優先株式の価値にはプラスに働く。
❸残余財産の分配
　払込金相当額について、普通株式に優
先して残余財産を分配する旨が定められ
ているケースが多い。優先的な残余財産
分配請求権は、優先株式の価値を高める。
❹取得請求権
　（株主のプット・オプション）
　取得請求権は、一定期間、優先株主
が発行会社に対して優先株式の取得（償
還）を請求できる権利であり、優先株主に
とっては、発行会社に優先株式を売却でき
る権利（プット・オプション）だと言える。
　また、取得対価を金銭ではなく普通株
式に設定することもできる。このとき、普通
株式の株価が転換価格を越えて上昇する
と、普通株式に転換し売却することによっ
て利益が得られる（いわゆる転換権）。こ
のような再生時のアップサイドリターン享受
の機会（オプション価値）を優先株式に付
与することで、低い優先配当率を正当化
することもある。
　さらに、転換価格を定期的（例えば1年
毎）に、その時の株価にリセットする設計（転
換価格修正条項）も多い。転換価格が定
期的に修正されると、株価水準が転換価
格の上限と下限の間に収まる限り、長期的
にみて優先株式の価値を安定化するのに
寄与することになる《図表2》。また、ロッ
クアップ期間注3を設け、転換による普通
株式の希薄化リスクに対処することもある。

　過去、財務的窮境に陥った企業に対し、
金融支援の一環としてデットエクイティス
ワップ（DES）注1が実施された結果、多
くの優先株式が発行され、企業の信用力
の回復が図られた。DESにより発行された
優先株式は、主に金融機関などのスポン
サーが許容できるリスクや確保したいリター
ンに配慮して、様 な々設計が行われている。

議決権、優先配当および残余財産に関す
る定めに加え、金融支援の見返りとして再
生時のアップサイドリターンが得られるよう、
普通株式への転換権が付与されているも
のも多い。また、発行会社に配慮してコー
ル条項注2を付与することもある。
　このように設計された優先株式について
は、発行時のみならず償還や第三者への
譲渡などのエグジットにおいても、当事者
間の利害調整が円滑に進むよう、その設
計内容および市場環境等を十分勘案し、
公正な価値評価を行うことが必要である。

　DESにより発行された優先株式を例に、
優先株式と普通株式の権利内容の違いと
それが価値に及ぼす影響を説明する《図
表1》。
❶議決権
　銀行による事業会社の議決権保有が制
限されていることもあり、DESで発行され
る優先株式には議決権が付与されない
ケースがほとんどである。単独で議決権の
価値が認められる事例もあり、無議決権
であることの価値への影響はマイナスと考
えられる。
❷剰余金の配当
　普通株式の配当に先立ち、優先的に配
当が受けられる権利を設定する場合が多
い。また、優先配当金が満額支払われな
い場合、翌期以降不足する配当金が累
積する「累積型」とその都度リセットされる
「非累積型」の違いや、優先配当金を受

❺取得条項
　（発行会社のコール・オプション）
　取得条項は、一定の期間に一定の対価
で、発行会社が任意に優先株式を償還で
きる定めであり、発行会社にとっては、自己
の優先株式を取得する権利（コール・オプ
ション）だと言える。取得の対価は、普通株
式もしくは金銭に設定される場合が多い。
　特に、取得対価（コール価値）が、優
先株式の転換価値を下回る場合、発行会
社がコール・オプションを行使して、優先
株式を買入償却することが想定される。こ
のため、コール条項の存在が、転換によ
る株価上昇時の利益享受の機会を制限
し、優先株式の価値を抑えることとなる。

　優先株式には市場価格がないため、評
価モデルを利用してその理論価値を算定・
分析する場面も多い。
　前述のように、多くの優先株式は、転換
権や取得条項など、複数のオプションが組
み合わされている。このような設計の複雑
性を柔軟に取り込める評価モデルが、格子
モデル注4であり、優先株式評価の実務で
は頻繁に利用される。格子モデルでは、転
換価格の修正、転換権の行使、取得条項
の発動といった事象を定式化できる。
　なお、オプション評価モデルとして著名
なブラックショールズ（BS）式は、安易に適
用できないことに留意されたい。まず、BS
式は満期にのみ権利行使可能なヨーロピ
アンタイプのオプション評価に適用される
が、優先株式が内包するのは、行使期
間が長期（数年間）にわたるアメリカンタイ
プのオプションである。また、BS式では、
転換価格の修正で生じる転換権の価値の
不連続な変化も考慮できない。

　評価モデルを利用するにあたっては、
特に以下の項目に留意すべきだろう。
❶パラメータの推計
　評価モデルに投入するパラメータを一意
に決定することは難しい場面が多い。代表
的なパラメータである株価ボラティリティ（変
動性）については、推計期間の選択によっ
て推計値にばらつきが生じる場合がある。
　また、優先株式は債券と株式の双方の
性質を備えたハイブリッド証券であり、発行
会社の信用リスク水準を評価モデルに投入
する場合も多い。発行会社の社債利回り
や格付けが得られないなど、外部から信用
リスク水準を観察できない場合が多いことに
加え、社債より保全が劣後する優先株式
の信用リスクをどう考えるか、当事者間で
容易に合意できないケースもある。
❷分配可能額および償還資金
　十分な分配可能額および償還資金がな
ければ、金銭対価の取得請求権を行使す
るあるいは取得条項を発動することはでき

ないが、評価モデルではこのような事態を
想定していない。モデル適用にあたっては、
発行会社の将来の財政状態や資金繰り、
経営成績を想定して取得請求権・取得条
項が現実に行使可能かどうかを検討する
ことが望ましい。
❸非流動性ディスカウント
　一般的に評価モデルは、オプションおよ
び原資産が自由に取引可能であることを前
提としているが、現実には優先株式に市
場流動性はない。このため、モデル評価
額は非流動性によるディスカウントを加味し
ていないという批判がある。
❹希薄化による株価下落
　評価モデルでは優先株式を普通株式に
転換した後、株価に影響を与えず速やか
に市場で売却できると仮定するが、現実
は、転換により大量に普通株式を発行（希
薄化）し、売却することによって株価下落
を招く傾向がある。代表的な評価モデル
では、このような希薄化による株価下落リ
スクを想定していない。
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優先株式の設計と価値評価

優先株式評価の必要性

優先株式の評価モデル 評価モデルの留意点

優先株式の設計内容と
価値に与える影響

過去、企業の再生フェーズでしばしば発行された優先株式。
M&Aを含む資本政策アドバイザリーの現場においては、
クライアントが成長フェーズへ移行するにあたり、
過去に発行した優先株式の処理に頭を悩ます場面も多い。
本稿では、課題解決の重要な前提として認識しておきたい
優先株式の設計内容と価値評価の関係を解説する。

優先株式の設計と価値評価

デットエクイティスワップ（DES）：債務の株式化。既存の債権者が保有する債権を何らかの種類の株
式に転換する取引のこと。

注1

コール条項：発行会社がある条件の下で任意にコール（償還）できることを定めた優先株式の権利内容
のこと。取得条項。

注2

ロックアップ期間：ここでは普通株式に転換可能となるまでの期間を指す。優先株式の権利内容に
明記される。

注3

格子モデル：普通株式株価の現在から将来にわたる振る舞いを格子状に展開した上で、優先株式の設
計に即して、各格子における優先株式の価値を満期のペイオフから順次後ろ向きに期待値計算していく
ことにより、最終的に現時点の価値を算定するモデル。代表的なものに二項モデルがある。

注4
東京大学経済学部卒業。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年にあらた監査法人に入社し、
金融機関向けアドバイザリー業務に従事。2011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1部　
アソシエイト・ディレクター

Yasuyuki WATANABE
渡邉 康之
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優先株式のタームシート（例）図表1

発行総額

（転換価格修正直後に）
 転換権を行使する場合の優先株式の価値

払込価額
株価が上限と下限の間にある場合には、
転換価格修正直後に転換した場合の
優先株式の価値は、払込価額と同額となる。

（注）実際の優先株式価値は、上記の①転換価格修正直後に転換権を行使する
      場合の優先株式の価値に、②転換権のオプション価値が上乗せされる。

下限
転換価格

（転換価格修正時）
普通株式の株価

上限
転換価格

50億円
発行価格 1,000円
発行株数 5百万株
議決権 無
優先配当

残余財産分配
取得請求権　（優先株主のプットオプション）

取得条項（発行会社のコールオプション）

累積条項

株式対価（転換権）

金銭対価

金銭対価 

株式対価（強制転換条項）

転換請求期間

当初転換価格

転換価格の修正
上限

下限

参加条項

1年物TIBOR+X%
非累積
非参加

普通株主に優先

発行日の3年後から10年間

転換請求期間開始直前の
普通株式市場取引価格（終値）

年1回
当初転換価格×150%

請求期間 発行よりX年後からX年間

取得期間 発行よりX年後からX年間
取得価額 1,000円

（強制）取得日 転換請求期間末日の翌日

強制転換価格 （強制）取得日直前の
普通株式市場取引価格（終値）

取得価額 1,000円

当初転換価格×70%



シンガポールで評価の高い外資系企業図表2

するジョホールバルを中心にしたイスカンダル
計画が順調に進めば、“拡大シンガポール”
として、シンガポールの国土の4倍となるエ
リアがハブとして出来上がることとなる。

　イスカンダル計画とは、マレーシアとシンガ
ポールの隣接エリアにあるジョホール州を中
心とした開発計画である。2217km2というシ
ンガポールの国土の約3倍のエリア（東京都
とほぼ同じ面積）に、人材（教育）、情報（人
が集まるインフラ）、金融を整備するという
計画だ。投資を呼び込む税制優遇策も奏
功し、2012年には総投資額が5兆円を超え、
順調に開発が進んでいる。具体的には、
開発エリアを5つに分け、エリアごとに特色
ある開発を行っている《図表1》。
　教育に関しては、キャサリン王妃の出身
校でもあるマルボロカレッジを含めた10校

　安倍首相は、過去13年間日本から首
相の訪問がなかったカンボジアやラオスも
含めたＡＳＥＡＮ10ヶ国を、就任後10ヶ月
という短期間で訪問した。ラオスでの記者
会見で、首相は「ＡＳＥＡＮの力強い成長
なくして日本の成長はない。日本の再生に
欠かせない友人だ」と述べ、日本政府は
過去に類を見ないスピードで、ASEANと
の協調や連携を推進している。こうした動
きの背景には、“中国との東シナ海での領
有権問題に対する防御網の構築がある”
という報道も多々見られるが、それ以上に、
ASEAN市場を取り込まなければ、日本経
済の成長はないという想いが本音だろう。

　日本政府のＡＳＥＡＮに対する積極的な
関係強化が継続すれば、関税の撤廃や
人材・資本の流動化が一層進み、日本
企業がＡＳＥＡＮ各国とのビジネス上の関係
を深化することがより容易になるだろう。そ
のような環境下、ＡＳＥＡＮ各国への玄関口
であり、人材・情報・金融のハブとして機
能しているシンガポールは、今後も重要な
位置づけであり続けると考えられる。
　人材に関してシンガポールは、世界的に
評価の高い自国大学であるシンガポール国
立大学や南洋理工大学における教育水準
を高めるだけはなく、ＩＮＳＥＡＤ（インシアー

ド）、 デューク大学、 シカゴ大学などの
欧米トップスクールを誘致し、優秀な知恵・
知能の獲得と定着を図っている。
　情報に関しては、ＡＳＥＡＮ周辺国の財
閥ファミリーは少なくとも毎月、多い場合に
は毎週のようにシンガポールに訪問し、ＡＳ
ＥＡＮ各国の現場で何が起こっているかの
情報をやりとりしている。
　金融に関しては、「利便性の高い公共交
通機関や英語が利用できるタクシー」「アク
セスの良い国際空港」「金融機関およびそ
の周辺サービス（会計士、弁護士等）の
集積」といった理由を背景として、The 
Global Financial Centres Index 14, 
2013の金融市場の評価において、ロンド
ン、ニューヨーク、香港についで4位に位
置づけられている。
　確かに、土地面積は東京23区程度の
710ｋ㎡に留まり、地価の高騰など人口集積
地域ならではの課題もはらむ。しかし、そ
のような課題に対しても、シンガポールに接

の誘致を決定し、世界基準の人材育成に
力を入れている。人が集まり、情報が行き
交う地域となるためのエンターテイメントの
誘致やインフラ整備にも抜かりない。レゴラ
ンドマレーシアは2012年にオープンし、ハ
ローキティータウンも開業した。
　インフラに関しても、2015年までに輸送
鉄道（地下鉄等）の建設を完了し、順次
運営開始予定であり、2020年には高速鉄
道（Express Rail Link）も建設を完了し、
運営開始予定である。
　金融特区に関しては、シンガポールとの
隣接地帯にある取り分け利便性の高いジョ
ホールバル都市部に国際貿易や金融セン
ターなどを建設中である。
　シンガポールだけでなく、イスカンダルも
含めた“拡大シンガポール”における人材、
情報、金融のインフラが強化され、それ
ぞれの要素の流動性がさらに高まれば、
ASEANにおけるハブ機能としての地位が
さらに強化されると考えられる。

　残念ながら、そのような重要な位置づけ
にあるシンガポールにおいて、シンガポール
政府からベストプラクティスとして評価され
る日本企業は少ない《図表2》。その中で
も評価されている各企業に共通して観られ
る成功のポイントは3つある。
　1つは「イノベーションの現地化」であ
る。シンガポールにＡＳＥＡＮ各国の運営を
管理・統括する本部を作るだけでなく、Ｒ
＆Ｄ（研究開発）から商品開発まで一貫し
て現地で行える仕組みを定着させている
点である。日本企業で唯一名前のあがる
三井化学では、日本以外で初となるR&D
センターをシンガポールに構築し、環境に
優しいバイオ化学物質の開発に取り組んで
いる。これにより、R&Dから商品開発、
製造、マーケティング、営業のバリューチ
ェーンまで全ての機能をシンガポールで行う
事が可能となり、ＡＳＥＡＮ周辺国への迅
速な展開も可能となっている。
　2つ目の成功のポイントは、「シニアマネ
ジメントのコミットメント」である。企業の
トップ、またはNo.2やNo.3をシンガポール

に赴任させ、意思決定のスピードを最速
化している。例えば、ユニリーバはCOO
であるHarish Manwani氏をアジア・アフ
リカの統括エグゼクティブとしてシンガポー
ルに配置し、シンガポール経済開発委員の
ボードメンバーとして、政府との深い関係も
構築している。また、リーダーを配置する
だけでなく、リーダーが意思決定するため
に十分な情報や知恵を作り出す機関も現
地化している。例えば、全世界で6箇所
ある買い物行動から顧客ニーズや次代の
商品開発を推進する開発センターをシンガ
ポールに置き、現地でのブランド構築やナ
ショナルブランドのローカライズなどを迅速に
行っている。
　最後の成功ポイントは、「リーダーを輩
出する環境の構築」である。最終的に、
急速に成長するアジア市場の攻略は、ク
ロスカルチャーな仲間とも対話でき、チーム
をリードできる人材の有無や多少にかかっ
ている。ユニリーバでは、企業内大学とし
て有名なロンドンのFour Agresを、約70
億円かけシンガポールに設立し、2013年
の6月に開校した。開校の式典でPaul 
Polman CEOは、「シンガポールは先進国
と新興国とのネクサス（結節点）に立地して
おり、リーダーシップ、イノベーション、そ
して急成長するアジア新興国のゲートウェ
ーとしてのリーダーである。」と開校に対す
る想いを述べている。
　もちろん、ここに挙げた企業はシンガポ
ールで数十年展開しており、その深い歴
史に裏づけされた各投資である事も間違
いない。しかし日本企業が今後シンガポー
ルやＡＳＥＡＮに投資をする上で大きな示唆
となるのではないだろうか。
　先日、ＡＳＥＡＮのある財閥の総帥と会う
機会があった。その方は、古くから日本の
企業と連携してきた経験から日本企業に内

在する独自の強みについて述べられてい
た。1つは商品・サービスの品質の高さ、
2つ目はそれを司る製造や教育プロセス、
そして最後に、その改善を徹底する緻密
さだと言う。前述した成功のポイントを参考
にしつつ、海外から見たこうした強みを活
かした、中期的視点でのASEAN攻略が
望まれる。

出所：Iskandar Malaysia ホームページ

出所：Singapore Government ホームページ
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日・ASEAN友好協力40周年を
梃子に互恵関係を深化させる日本

イスカンダル計画と
“拡大シンガポール”の可能性

シンガポールとその周辺国で
成功するグローバル企業

ASEANのハブとしての
地位を確立するシンガポールと
“拡大シンガポール”

イスカンダル計画の俯瞰図図表1

ASEANとの友好協力40周年を迎える日本。
ASEAN市場へのゲートウェーであるシンガポール、
並びに開発が進むマレーシア・ジョホール地区の特性を俯瞰しつつ、
今後の日本企業のASEAN展開を再考察する。

“拡大シンガポール”と
中期的視点に立ったASEAN展開

18 19

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

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。

専務執行役員
シンガポール支店長

Tetsutaro MURAKI
村木 徹太郎
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ジョホールバル

シンガポール

ジョホールバル都市部
国際貿易、金融センター、サービスセンター
（コーズウェイでシンガポールと連携）

ヌサジャヤ地区
海外大学の誘致、テーマパーク、医療観光
などのサービス産業、州政府機能の配置

タンジュン・プルパス港周辺区
物流拠点、自由貿易区域、石油備蓄港（セ
カンドリンクでシンガポールと連結）

パシル・グダン港周辺区
電気・化学・油脂化学製品の製造業、石油
化学備蓄港

セナイ空港周辺区
物流拠点、ハイテク産業、宇宙関連産業、
商業施設、サイバーシティー
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ちんと運営がされるかどうか不安だろう。
その場合は当該子会社や買い手企業の
株式の一部を保有し、株主としてしばら
く見守る仕組みを作ることもできる。
　最近ではPEファンドの活用事例が増え
ているのも特徴的だ。PEファンドから買収
する際、売り手の表明保証義務や損害補
償義務等が限定される。オークションの場
合、高い買収価格だが契約条件は自社
に有利な方針でいくか、価格はそれ程
高くないが自社にとって厳しい契約条件
を受け入れるか、戦略が必要となる。
　M&Aは、見るべき範囲も広く長期に及
ぶ。しかし中型案件では、コンサルティン
グファームやファイナンシャルアドバイザー、
法律・会計・税務・人事専門ファームと
個別に契約をしてチームを組成することは
経済的、時間的にも合わない場合が多く、
企業のM&A実行上の悩みとなっている。
弊社が掲げているワンストップサービスが
問題解決の一助になればと考える。

　メディアでは大型M&Aばかりが取り沙汰
されているがそれは一部に過ぎず、大企業
のみならず中堅・中小企業による中型案
件は増加傾向にある。グローバルのM&A
市場では、取引金額3億ドル（約300億円）
未満の案件が全体の6割以上を占めてい
る。日本では50億円未満が7割以上を占め、
300億円未満で9割を占める。中でも日本

企業によるIN－OUT型のクロスボーダー
M&Aは、平均的な取引金額が５０億円か
ら１５０億円である（１,０００億円以上の案件
は除く）。どの規模のM&Aも企業にとって
は重要であり、その成否が将来を左右する
といっても過言ではない。
　M&Aにおける最近の傾向とそのポイント
をいくつか紹介する。まず、海外の企業を
買収する際の高値掴みが問題となっている。
ここ数年の米国内の平均ＥＶ/ＥＢＩＴＤＡ倍
率は、9～10倍であり、新興国案件でも同
じ傾向にある。売り手の揺さぶりに惑わさ
れないプロジェクト推進と、多彩な買収
ストラクチャー（アーンアウトや税務スト
ラクチャーによる支払額の最小化等）を
構築できるチーム体制が求められる。
　また、事業や子会社を海外企業に売却
するケースが増えている。国内では買い
手がいなくとも、海外企業が日本企業の技
術やブランド、従業員に価値を見出し始め
ている。売り手企業にとっては譲渡後にき
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戦略的ミドルサイズM&Aが
日本企業の成長を後押しする

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

光澤 利幸

　最後に、世界的な金融緩和での金余り
状態から、リーマンショック以降、鳴りを潜
めていた投資ファンドなどの物言う株主が
復活してきている。株主への説明責任、
株主の意見を意識した経営姿勢・改革
姿勢が改めて注目されており、今後の再
編の呼び水となる可能性がある。
　弊社では、2013年の1年間でM&Aア
ドバイザリーに関して44件の完了案件があ
る。その中には、再生支援業務を得意と
する弊社ならではの「中山製鋼所の再生
支援」や、調剤薬局業界での上場企業同
士の業界再編案件である「メディカルシス
テムネットワークの子会社によるトータル・メ
ディカルサービスに対するTOB・完全子
会社化」、小型の事業承継案件である「真
下王冠工業のきた産業への事業譲渡」な
ど、上場中堅企業の案件から小型の案件
まで幅広い案件実績がある。この実績・
ノウハウを様々な企業にご活用頂ければ幸
いである。

　今後の経営戦略や企業業績、ひいては
M&Aの動向に大きな影響を与え得る事項
として、消費税増税および為替変動問題、
後継者不足、物言う株主の復活が挙げら
れる。
　周知の通り、消費税は2014年4月に8％、
2015年10月に10％に増税される予定であ
るが、1996年から1997年に消費税が3％

から5％に増税された際には、個人消費は
対前年比で1.5％のマイナスの影響が出
た。今回の消費税増税による個人消費
への影響には注視が必要である。
　また、2012年後半以降の円高修正で、
食料品や原材料の価格上昇が続いてい
る。円安による輸出企業の利益押し上げと
いうプラス効果により、日本の輸出型の製
造業は多少一息つき、再編の圧力が弱ま
ってきているようであるが、一方で、輸入
価格上昇による影響が流通業界や運輸
業界などにじわじわと出始めている。
　次に後継者不足問題であるが、次世代
の経営幹部人材の不足感を抱く企業は約
8割にのぼり、高齢になられた創業経営
者の資産継承や後継者問題の解決策とし
て、第三者に対して会社の売却を検討さ
れるケースが増えてきている。会社を売
却することに対するネガティブなイメージが
払拭されつつあり、実際に後継者問題によ
るM&Aは足元で増えてきている。

執行役員
ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長

川上 雅司

最適なスキームを選択することになる。
　また、中国での経営においてはステージ
毎に数多くの留意点があるが、特に重要
なのは、立ち上げ段階での経営人材の確
保や、その後の内部管理体制の整備であ
る。最近事業撤退の相談を多く受けるが、
内部管理が不十分であったことが一因で
あることが多い。内部管理において、最
も大事なのは「権限の分離」である。契
約の締結と承認、履行、経理と出納など、
全て別の人が担当し、かつミスや不正の
防止のために全プロセスをダブルチェッ
クしていただきたい。
　こうした予防策を打っても、現実には仕
入や販売、債権回収、コンプライアンス、
労務管理などの側面で何らかの問題が必
ず起きてくるものだ。だからと言って問題を
恐れるのではなく、発生したら一つ一つ
潰して解決していくしかなく、その解決
の過程は企業にとって成長の過程でもあ
る。

　前職から30年以上、中国投資の現場に
携わっているが、近年の中国市場の変化
に伴って、日系企業の中国への進出形態
も大きく変わってきている。そうした中、
既に進出済みの日系企業で、かつての労
働集約型ビジネスから脱していない、環境
保護基準をクリアできていない、あるいは低
価格のまま品質を向上してきた中国企業に

製品競争力で負けている、といった企業の
中には、そろそろ中国戦略を見直す必要
があるケースも多いのではないだろうか。
　一方で、中国事業を継続している企業
が抱える経営上のリスクや悩み、問題点
は、細かな点では千差万別ではあるが、
大別すれば、以前からその種類は大きく
変わっていない。つまり、過去のノウハウ
を利用すれば、他の進出企業が苦労した
轍（わだち）を同じように踏むことなく、蓄
積された経験や教訓を鑑みながらスムーズ
に事業展開をすることも可能だということで
ある。
　中国における事業展開のスキームにつ
いては、子会社や合弁会社の新規設立、
中国企業の持分取得や買収、業務提携
等が挙げられる。それぞれ一長一短があ
るが、製品の技術的難易度、技術等の
知的財産権保護の必要性有無、国内市
場向けか輸出向けか、稼働までに要する
時間、製造コスト等の様々な要素から、

執行役員
アジア事業部長

陳 薇薇

過去のノウハウを生かして
中国投資・事業経営を成功へ導く

講演

1
講演

3

講演

2 消費税増税、為替、後継者、株主への十分な対応を

～国内外の事例から学ぶ経験と教訓～
フロンティア・M&Aセミナー
弊社フロンティア・マネジメントでは、11月20日（水）帝国ホテル東京において、事業法人様向けに国内外のM&Aを
テーマとしたセミナーを開催し、約100名の方にご参加いただきました。
弊社メンバーによる最新のM&A動向や事例のご紹介の他、基調講演にはインドおよびイスラエルより講師をお招きし、
各国におけるM&Aの特徴をご紹介いただきました。その講演内容の一部をご紹介します。

第1回
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業は、国内に市場が無く、当初から海外
での販売を想定したグローバル企業として
設立されているためである。この他、言
語が英語であること、米国会計基準を採
用し4大監査法人を利用していること、イ
スラエル人は多文化に順応し易いこと、な
ども理由だ。さらに、会社の売却にネガテ
ィブなイメージを持つ日本などとは異なり
イスラエルでは会社の売却に成功した
起業家はスーパースターと称されること
も、イスラエルでのM&Aが多い要因であ
る。投資家にとっても、M&Aはエグジット
へのメインルートであり、会社を売却する
ことで相当な対価を得られるが、毎年
600社以上の新設企業が誕生している
イスラエルは投資の宝庫である。最後に
イスラエル政府にとっても、M&Aによる
キャピタルゲインへの税金は重要な収入源と
なっているため、政府は企業および企業
の知的財産の自由な輸出を認めており、
Ｍ＆Ａには積極姿勢である。

　イスラエルは人口800万人程度で、面
積も四国と同じくらいの小さな国であるが、
世界のテクノロジー関連のM&Aのデータ
をみると、2008～2012年での人口100万
人あたりのM&A件数は、イスラエルは約
22件とアメリカの約3倍だ。買収金額でも、
1997～2013年でのイスラエルのハイテク企
業の買収金額は、総額700億米ドル近くに

のぼる。IPOでも、イスラエルのナスダック
上場企業数は米国に次ぐ数である。
　フォーチュン500のうち250社以上の多
国籍企業が、イスラエルを革新（イノベ
ーション）の中心地と認識し、イスラエ
ルに研究開発センターを設立するか、イ
スラエル企業を買収して研究開発センタ
ーに転換している。IBMやインテル、マイ
クロソフト、シスコなども10社以上のイスラ
エル企業を買収し、研究開発センターをイ
スラエルに設置している。
　なぜこれほどまでにイスラエルの企業が
買収されているのか。まず、オープンイノ
ベーションの考えを持つ外国企業にとって、
イスラエルのハイテク企業はイノベーシ
ョンの源泉である。買収されたイスラエル
企業の大半が収益は無いに等しく、あくま
で買収の目的はテクノロジーやノウハ
ウ、技術者を獲得することだ。また、イス
ラエル企業は合併後の統合が比較的ス
ムーズである。というのも、イスラエル企

Vertex Venture Capital（イスラエルを
代表するベンチャーキャピタルファンド）
マネージング・パートナー

David Heller氏

Vertex 
Venture Capital
マネージング・パートナー

パネリスト

BMR Advisors
シニア・パートナー 代表取締役

比率を上げてマジョリティを取りにいくような
ケースで、改めて当初の契約を確認する
と、日系企業に不利な条件になっていて株
式を買い増ししたくてもできないことが多
い。インドは厳密な契約社会であり、結
婚（M&A）するときに、離婚（撤退）する
ことを想定して細かいことまで契約書に
入れていくことをお勧めする。さらには、
例え合弁企業でマジョリティを持っていて
も、実際にはインドのパートナー企業が会
社の運営を全て行っており、マジョリティ株
主としての権利を行使できないことがある。
パートナーとの役割を明確にするためにも
契約書は非常に重要である。なお、合弁
会社に社外取締役を独自に置いて牽制
をかけるという対策もある。
　こういった話をするとインドM&Aは難し
そうだと言われるが、これらは全てコントロ
ール可能である。いかに事前に対策を打
てるか、事後であっても今すぐ対策を行
えるか、が非常に大事な鍵となってくる。

　インドにおける日系企業のM&Aを用い
た成長シナリオとしては、インド未進出の企
業の「事業拡張・新規事業参入」と、イン
ドに既に進出済みの企業の「グループ会
社・合弁企業再編のためのM&A」があり、
それぞれのポイントをいくつか紹介する。
　まず、「事業拡張・新規事業参入」の方
法の1つに「既存企業や事業の完全買収」

があるが、ここでのポイントは始めにデュ
ー・ディリジェンス（DD）を入念に行っ
た上で株式譲渡か事業譲渡といった手法
を選択することである。というのも、対象
会社のDDを行った結果、税務・財務・
法務上のリスクが出てくることがよくあるた
めだ。これらのリスクを軽減させる方法の
一例として、日系企業が100％子会社を現
地に新設し、そこにインド企業の魅力ある
事業だけを買って移転させる、という事業
譲渡がある。その他、「インドの企業と合弁
企業を設立」し、インドでの経験や経営資
源、顧客の不足等を補うという方法もある。
その際、パートナーありきで話を進めるの
ではなく、本当にパートナーが必要なの
か、その上で相手に何を求めるのかを
十分時間を使って考え、実際に現地で企
業を目で見てから決めていただきたい。
　次に、「グループ会社・合弁企業再編の
ためのM&A」については、例えば当初マ
イノリティ出資であった合弁会社への出資

までサポートできる。③に関しては、買収
＝日本人による経営という一つの考えだ
けでなく、経営はそのまま現地の人材に
任せる方法もあるということ。ここが日本
で海外のM&Aが増えるためのポイントで
はないか。
参加者　イスラエルでのM&Aにおける
PMI注で気をつけるべきことは何か？
Heller氏　やはり文化の違いだろう。始
めは両方の文化をよく分かった人の橋渡し
が必要だが、日本人がイスラエルとの文化
の違いを受け入れ、違いを楽しもうとでき
れば、双方の技術者は非常にうまく協力
できるだろう。また、日本の研究開発の人々
が、外部の技術を受け入れるオープンイ
ノベーションの姿勢をもつことが、ＰＭＩ
成功のためのもう1つの秘訣だろう。
沼野　インドM&AでのPMIはどうか？
Berry氏　日本企業に改善が必要なの
は、もっとインドの人材を活用するとい
うことだ。本社の人間を毎回送り込むの
は簡単ではない。経営者として才能のあ
るインド人はたくさんいる。彼らに日本の
文化を教えて責任を与え、オペレーショ
ンをきちんと回せるように育てた上で、自
分たちでしっかり管理してもらうことが重
要だ。

沼野　今後、日本企業のクロスボーダー
M&Aはどう展開していくと考えるか？
松岡　人口が減少していく日本において
は、中堅企業のクロスボーダーＭ＆Ａの活
性化が成長にとって欠かせないだろう。
M&Aでは、規模に関わらず事前・事後
まで漏れがないよう、法務・財務等の様々
な面をカバーできるアドバイザーをつけ
る必要があるが、アドバイザリーファームも
増えてきた今、中規模のM&Aを積極的
に行っていく手段は整ってきている。
沼野　インドでのM&Aにおいて日本企業
が気を付けるべきポイントは？
Berry氏　大事なポイントは、「時間をか
けること」と「コミュニケーションをよく
とること」。日印M&Aは約7割が成功し
ているが、3割の失敗例をみると準備時間
が少なかったことが主な理由。また、イン
ド人は個人的なつながりを重視する。単な
る売買ではなく、文化や家族・歴史も含
めて理解しようと近づく必要がある。
沼野　では、ASEANでのM&Aにおけ
る日本企業の課題は何か？　
村木　ASEANの財閥系企業の方と話を
すると、彼らは日本企業の技術力やオペレ
ーションのノウハウ、ブランド、人材等に期
待をしており、日本企業と提携した形で
ASEANマーケットの攻略法を考えている。

また、戦略をマトリックスで考えることがポイ
ントではないか。宗教や産業、言語等複
数の切り口から、どのマーケットをどう
組んで攻めるか、多面的に議論するこ
とが重要だ。
沼野　イスラエルはM&Aの宝庫というが、
日本での注目はまだまだ少ない。なぜか？
Heller氏　日本の投資家と話して分かっ
たことは、日本企業によるM&Aは市場
のシェア獲得が目的であることが大半
で、技術獲得のための買収には慣れて
いないということだ。その理由の1つとして、
日本企業の研究開発チームが外からのイノ
ベーションをあまり歓迎せず、自分たちで
やりたがるということが挙げられる。また、
イスラエルは政治的に不安定だという先入
観もある。しかし政治情勢はビジネスには
影響がなく、実際多くの外国企業が政治
情勢に関係なく投資をしている。
沼野　日本企業の方と海外のM&Aにつ
いて話していて、どのようなことを感じるか？
光澤　海外のM&Aが難しいという話でよ
く挙がるのは、①良い（戦略的に合う）案
件がない、②クロスボーダー M&Aの経験
がない、③海外企業の経営をしたことがな
い、という3つだ。我 ア々ドバイザーは、①
②については案件の紹介からM&A実行

BMR Advisors（インドの独立系M&Aおよび
法律・財務・税務アドバイザリーファーム）
パートナー

太田 聖児氏

インドM&Aの成功の鍵は事前の対策にある基調講演

2

基調講演

1
イスラエルのハイテク企業は
外国企業にとってイノベーションの源泉である

David Heller氏 Rohit Berry氏 松岡 真宏
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パネルディスカッション

注 PMI（Post Merger Integration）：当初計画した統合効果を最大化するためのM&A後の統合プロセス
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