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　弊社機関誌「Frontier Eyes」も昨年の創
刊からはや1年が経過し、今回で5号目を
迎えました。皆様、これまでの1年間で発刊
された「Frontier Eyes」（1号～4号）はいか
がだったでしょうか。今回は再度、購読者ア
ンケートを実施させて頂きますので、皆様に
おかれては、忌憚のないご意見を頂戴でき
れば幸いです。
　今後も、事業、金融（M＆A）、再生およ
びアジア等の分野における旬な話題として、
弊社の多様なメンバーによる記事を豊富に
盛り込んでいければと思いますので、どうぞ
よろしくお願い致します。
　さて、2012年9月の日中間における政治
問題の勃発以降、日本と中国間の新規投資
やM&Aについては停滞し、弊社の中国ビ
ジネスにおいても、それまで多かった中国へ
の新規進出サポート案件が減少し、中国に
所在する拠点の撤退サポート案件が増える

等の大きな変容がありました。また、チャイ
ナプラスワンと言われて、日本からの投資が
その後に拡大したアジアにおいても、今回
のタイのように、反政府デモにより政府機関
が占拠された結果、新規投資の認可が停止
しているケースも存在しており、日本企業が
アジアを始めとした海外でビジネスを行うこ
とには、政治リスク等の様 な々リスクが存在
しています。私も、3月の初旬にタイに行って
来た際に、日本大使館前でデモ隊のアジテ
ーションの様子を目の当たりにしました。
　しかしながら、人口減少傾向が止まらな
いこと等により、日本国内における需要の拡
大が中長期的に見込めない中で、日本企業
にとっては、このようなリスクを甘受してでも
アジア進出を果たしていくことが不可避であ
り、「Frontier Eyes」では、今後もアジア関
連の様 な々トピックスを特集していきたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いします。

　本号が読者の皆様のお手許に届いている
頃は、2014年4月の経済指標の速報値が少
しずつ詳らかになっているものと推察します。
日本のみならず、世界の多くの政治・経済・
金融関係者は、日本の4月以降のマクロ経済
の動向に神経を尖らせています。言うまでも
なく、消費税引き上げの影響を見極めたいと
の思いです。
　消費税は、元 フ々ランスの官僚が考えた
仕組みで、我が国では1989年4月に初めて3
％の消費税が導入されました。今回は、1997
年4月に続いて2度目の引き上げとなります。
財政健全派は今回の消費税引き上げを当然
の政策として評価する一方、消費税引き上げ
でマクロ経済成長が腰折れしては元も子も
ないという経済学者も少なくありません。私
には財政健全派も経済成長派も各 正々しく
聞こえますし、両論を踏まえて「あるべき論」

をここで展開する能力も保持していません。
ただ、数年前にベストセラーとなった『国家
は破綻する』の過去800年という詳細なデー
タで示された通り、財政赤字が財政健全化
政策で解決された例はほとんどないという事
実だけは、漠たる恐れとして頭の片隅に入れ
ておかなくてはいけないと思っています。
　弊社は、ソフィストの如くマクロ経済政策
を語る集団ではありません。消費税引き上げ
の影響の多寡にかかわらず、クライアント企
業の企業価値を引き上げるために黙 と々頑
張るのみと覚悟しています。消費税引き上げ
の影響が軽微であればクライアント企業と一
緒になってさらなる成長戦略の描写をお手
伝いし、影響が深刻であれば利益率改善
のお手伝いをする、という我々の創業来の
サービスをブレずに提供していきたいと考え
ています。

代表取締役

代表取締役

巻 頭 挨 拶

c o n t e n t s

01

02

04

06

08

10

12

14

16

18

◆事業再生と資本市場巻頭
特集

FEATURED

海外トピック

中国M&Aクロージング後の肝 ～「内部管理制度」の原理原則～

M&Aトピック❷

インド会社法改正がM&Aに与える影響

M&Aトピック❶

国内銀行における貸出ビジネスの今後

中小企業支援事例解説

中堅・中小企業再生に向けた真のアプローチ ～その❸～

再生事例解説

事業再生局面での上場会社の開示の在り方

コンサルタントの眼

「C」が会社を強くする ～管理会計導入の意義と勘所～

産業財トピック

復活した国内セメント業界 ～社会資本の老朽化対策と循環型社会の実現に収益機会～

消費財トピック

感性価値を訴求する「ブランド」構築戦略 ～アパレル業にみるブランド開発の「したたかさ」～

巻頭挨拶

Frontier MANAGEMENT newsletter

vol.05 MAY, 2014

MAY 2014  FRONTIER±EYES 01

出力ファイル名：FrontierEYES_h02-p01_140413_ol.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 17.1.0J（CC）

2014-04 vol.05-140413

機関誌『Frontier EYES』vol.05（2014.MAY） 
表2_P01

貼込アプリ： Adobe Photoshop 14.2.1J（CC）
作成OS ： Mac OS X ver.10.9.2



　再生企業と資本市場との接点には様 な々形がある。ここでは、昨
年来いくつか見られる、新規に資本市場から調達を行う事例に焦点
を当てて考えてみたい。（社債リストラクチャリング案件については、前
号vol.4のp12－13で詳しく紹介している。）
　再生企業の資本市場からの調達は、本来EXITフェーズで実施す
るのが王道であるが、中には信用回復過程で、再生スキームの一部
として調達するケースも見られる。前者は2014年2月に公募増資を行
った三菱自動車工業、後者は2013年10月に公募増資を実施したシャ
ープなどが直近の代表例として挙げられよう。
　これ以外にも、過去にEXITフェーズでいすゞ 自動車が資本市場を
活用した事例や、再生フェーズでケネディクスが公募増資を実施した
事例もあり、これら代表的な案件のポイントを以下で簡単に紹介する。

■三菱自動車工業の事例
　三菱自動車工業は、2004年に東京三菱銀行（現、三菱東京UFJ銀
行）、三菱重工業、三菱商事（以下、三菱グループ3社という）による
優先株式引受を中心とした金融支援を受け、事業立て直しを進めて
きたが、2012年度の最高益更新と2013年8月の累積損失解消の実現
を機に、新中期経営計画を策定し、金融支援によって発行した全優
先株式の処理を行った。この際、優先株式取得資金の捻出と償還に
より減少する資本を増強するために、公募増資および第三者割当増
資を実施し、合計約2,541億円の資本調達を実現した。
　本件では、公募増資により新たに株主となる投資家のエクイティース
トーリーを補強すべく、既存優先株式を保有する三菱グループ3社
が（額面ではなく）時価でのディスカウント償還に応じることで希薄化
を抑え、増資代り金も優先株式償還だけでなく、新たな成長のため
の設備投資に充当した。さらに、三菱グループ3社のコミットメントを
維持するために、公募増資後の3社の議決権比率が34%になるまで
優先株式の転換を進める等の配慮がなされている。

■いすゞ 自動車の事例
　いすゞ 自動車の案件は、ケンウッド案件等と並んでEXITフェーズ

で資本市場にアクセスした初期の代表事例の一つである。
　同社は、2002年10月に主力取引銀行が金融支援により引受けた
優先株式の一部を2005年1月に普通株式に転換後、事業提携強化
を標榜する三菱商事と伊藤忠商事に売却した。そして、残りの大半を
償還することで再生フェーズからの脱却を果たしたが、この優先株式
の償還原資となったのが、2004年に発行した上下方修正条項付転換
社債（MSCB）により調達した資本（資金）であった。
　一般的にMSCBは普通株式の価格下落を招き、極めて危険な商
品とのイメージがある。確かに、市場に対する配慮を怠り、例えば発
行したMSCBを引受けた証券会社が直接投資家に販売した場合な
どは（現在は規制が厳しくこの当時よりリスクは軽減されているが）、購
入した投資家が裁定ポジション構築のために普通株式を空売りするイ
ンセンティブを持つため、不用意に活用すべきストラクチャーではない。
　また、公募増資対比で引受審査が柔軟なことに着目して、審査を
軽くするためにこれを活用するのも、投資家に対する誠意を著しく欠く
もので厳に慎むべきである。
　しかし、本件ではMSCBへの譲渡禁止条項挿入を始め、市場で
普通株式の空売りを誘発しない配慮が徹底されており、また既存株
主対比でMSCB保有者が有利にならないように考慮されたストラクチ
ャーであったこともあり、発行後株価は上昇して、普通株式への転換
もスムーズに進んだ。この調達の成功が、その後のEXIT実現に大き
く寄与したものと思われる。

■シャープの事例
　シャープは、2013年10月末に満期を迎える額面2,000億円の転換
社債（CB）の償還対策、および業績悪化により毀損した自己資本回
復のために、2013年10月に合計約1,365億円の公募増資と第三者割
当増資を実施した。
　本件は、償還資金対策および脆弱な自己資本増強対策という信用
回復スキームの一部として実施されたという意味で、再生フェーズで
の資本市場活用案件と位置づけることができよう。
　このような再生フェーズでの調達は、万一失敗すれば直接デフォルト
につながりかねず、何よりも確実性が要求されるため、調達蓋然性が
市場環境というリスク要因に左右される資本市場からの調達は、本来
馴染みにくい部分もある。しかし本件では、CB償還資金を、手元資金

と主力銀行からの借入で賄うストラクチャーを組むことで、調達の不確
実性を排除するとともに主力銀行の支援姿勢の明確化を図っている。
　また、シャープは円高の影響等による業績悪化でB/Sは傷んでい
たものの、元々高い技術力を有し、将来の成長シナリオを描くことが
可能であったこと、しかも増資で調達する資金は設備投資に回せるこ
と、並行してデンソー、マキタおよびLIXILを割当先とする第三者割
当増資および協業・業務提携を発表したことで、投資家に説得力の
あるエクイティーストーリーを提示できたことが、公募増資の成功につ
ながったものと思われる。

■ケネディクスの事例
　ケネディクスは、2009年にプットオプション期日が到来する既存転換
社債の償還資金全額の調達が困難であったことから、一部エクスチ
ェンジ・オファー（交換募集：社債リストラクチャリングの一手法）に
よる実質期限延長を図りつつ、併せて現金償還資金を公募増資によ
り調達した。
　債務者の信用不安が発生している状況での公募増資という意味で
は、本件も再生フェーズでの資本市場からの調達案件と位置づけるこ
とができるが、このフェーズでの公募増資が可能だったのは、B/Sは
傷んでいたものの事業自体は堅調で、メインバンクの支援姿勢と併せ
て、明確なエクイティーストーリーの構築が可能であったことが大きい
と思われる。
　また、交換募集とのセットスキームであったことに伴う様 な々ストラク
チャー上の配慮に加えて、プットオプション期日に資金ショートするリス
クを軽減するため、当該スキームの実行をCBプットオプション期日より
も1ヶ月前に設定し、しかもABB（Accelerated Book Build）とい
う短期間での募集手法を取るなど、万一公募増資で想定通りの資金
調達ができなかった場合に次善の策を講じる時間的猶予を確保した
形跡が見て取れる。

　ここからは、これらの事例を参考に、再生案件において資本市場
を活用する際の主要留意点について考えてみたい。

　言うまでもなく、資本市場からの調達は、市場環境等、再生企業
が自力でコントロールできない要因に成否が左右される不確実性が常
に存在する。一方、資金に窮する再生企業にとっては、金額・タイミ
ングを含めて確実な資金調達の実現が必須となる。
　再生フェーズで資本市場からの調達という手法を選択するのは、こ
のギャップをいかに埋めるかというチャレンジに他ならず、上記事例で
も例外なくこのリスクに細心の注意が払われた様子が窺える。例えば
シャープの事例では、主力取引行の追加支援によりCB償還リスクを
排除しており、ケネディクスの事例では時間的余裕を確保することでリ
スクヘッジを図ったものと思われる。
　このように資本市場の活用を検討する場合は、調達の不確実性が
再生企業の存続に致命傷を与えないよう万全の対策を尽くした上で、
慎重に決断を下すことが求められる。

　上記事例の全てに共通するのは、再生企業が資本市場から新たに
ステークホルダーとなる投資家に対して、既存ステークホルダーとの公
平性の確保や、正当な価値を提供することに腐心していることである。
　特に再生フェーズ案件では、チャイニーズウォール等の障壁はあって
も、出来る限り情報の対称性に気をつけなければ、結果として新規
参入する投資家が既存債権者等のステークホルダーからリスクを押し
付けられる形にもなりかねない。
　逆に、例えば市場モメンタムが良いからと言って安易に資本市場調
達を実施して、その後に再度業績が悪化するような事態に陥れば、
再生企業は不特定多数の投資家から、その後の金融支援等の動き
を制約されることにもなりかねない。
　また、資本市場調達を行う場合、法人関係情報の明確な整理が
求められ、発行前の一定期間は重要資産の売却を始め、企業価値に
大きな影響を与える取引を控えなければならないため、一刻一秒を争
う再生局面において、大きな障害になる恐れもある。
　したがって、資本市場からの調達は、これら全てのリスクを慎重に
検討した上で、強い覚悟でもって決断することが求められる。

　資本市場調達のリスクは、ファイナンスの理論や法制度、規制とい
った要素だけで判断できるものではない。
　特に、再生案件のようなハイリスク市場は相対的にセカンダリー市
場の流動性が低いこともあり、効率市場を前提とするファイナンス理
論が当てはまらないケースも多 あ々る。
　例えば、MSCBが一般論としてリスクが大きいといっても、仮に信
頼性と経験値の高い証券会社がこれを一旦全額引受け、再生企業
が発行後の市場動向をきちんとモニタリングできる体制を構築できれ
ば、調達確実性を高めるスキームとしてこれを活用できる可能性もある。
　つまり、マーケット全般の分析だけでなく、より具体的に主要投資
家の投資センチメントや仲介証券会社の信頼性に至るまで、市場との
対話を通じて、あるいは必要に応じて中立的なファイナンシャル・アド
バイザーを雇う等の手段を講じて、慎重に分析した上で意思決定する
ことが何よりも重要と思われる。

　以上、再生企業が資本市場を活用する場合の留意点について論じ
たが、再生企業と資本市場との距離が縮まることは、再生手法の選
択肢が広がるという意味で再生実務家にとっても喜ばしいことである。
　昨年来、市場環境が好転してきていることもあり、今後これらの資
本市場調達のリスクとその対策についての再生実務家の認識が一層
高まり、この種の案件が増えることを期待したい。�

再生企業が資本市場を活用するケース

①EXITフェーズでの資本市場の活用 再生案件で資本市場を活用する
場合の留意点

①資本（資金）調達の蓋然性の確保

②新規投資家に対する配慮

③常に市場と向き合う姿勢を堅持すること

②再生フェーズでの資本市場の活用
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京都大学法学部、シカゴ大学ビジネススクール卒業。㈱富士銀行
（現、㈱みずほ銀行）にて欧州ハイイールド債等の社債引受業務や企
業再生業務に従事。その後、事業再生ファンド、PEファンド役員を経て、
㈱ラザード フレールにてリストラクチャリング統括マネージングディ
レクターを務めた後、2011年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。
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昨今、事業再生対象企業（以下、再生企業）と資本市場との接点が増えてきたように思われる。

一口に資本市場との接点と言ってもフェーズやストラクチャーの違いもあり、
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　日本の小売業は、デフレが進展する「モ
ノ余り」の環境に長らくさらされている。高
度経済成長期のようにモノ不足の時代では、
「いかに効率よく作り、効率よく消費者に届け
るか」が重要な価値であったが、昨今のモ
ノ余りの時代では、「いかに消費者のニーズ
を捉え、数ある競合品の中から選んでもらう
か」がますます求められている。
　その結果、独自の世界観を訴求する「ブラ
ンド」の重要性が高まっている。競合と差別
化を図るために、価格や品質といった機能性
だけでなく、顧客の感動や共感を得る「感
性価値」をも訴求することが必要となってい
るためである。例えばルイ・ヴィトンを始めとす

る高級ブティックは、その高い価格にも関わら
ずブランド力の強さで成長を続けている。ま
た、世界で最もブランド価値が高いといわれ
るアップルを目指せとばかりに、「デザイン」を
経営の中核とするデザイン経営に対する関心
も高まっている。
　しかし、消費者の支持を得る「ブランド」
は一朝一夕で構築できるものではない。そこ
でここからは、感性価値の追求に長らく取り
組んできたアパレル業を事例に、ブランド開
発のポイントを探っていく。

　近年のアパレル業界では、市場縮小が継
続する一方、多数の新規ブランドが多様なコ

ンセプトやアプローチに基づいて開発され、
供給過多となっている《図表1》。科学的分
析が難しい「感性」を扱うが故、試行錯誤
した展開が常態化していることが一因だろう。
　こうした供給過多の競争環境の中、ブラ
ンド開発を成功させることは容易ではない。
しかし、その中で巧みにそれを実現する企
業を見ると、その方法は唯一無二ではなく、
いくつかのパターンがある。ここでは、「自社
でブランド開発を行うことにこだわるか否か」
「強みをニーズ開拓力に見出すか、オペレー
ションに求めるか」の切り口で分類し、4つ
の成功パターンを紹介する《図表2》。

　１つ目は、ニーズ開拓力を基に、独自の世
界観を持つブランドを自社で開発するパター
ンである。このパターンでは当然、ブランド
を企画する優秀な人材（デザイナー等）の
確保や、効果的な広告宣伝等により、ブラン
ド開発の成功率を高めることが重要である。
これに加えて、消費者ニーズの多様化が進
み不確実性が高まっている現状では、失敗
の影響を最小限に抑えるための「見切り力」
が極めて重要な要素となっている。
　例えば、国内アパレル最多の100超のブラ
ンドを保有するワールドでは、年間営業損失
3億円等を新規ブランドの撤退基準として厳
格に運用されているといわれている。また、
「23区」「組曲」等を展開するオンワード樫山
は、ホールディングス体制へ移行して経営と
執行を分離することで、スピーディーなブラン
ド改廃を実現している。

　２つ目は、オペレーションの巧みさを基に、
ブランド開発を自社で行うパターンである。
このパターンは、自らニーズを開拓する必要
はないというある種の「割り切り」を行い、
他社が発掘したニーズに「キャッチアップす
る速さ」で差別化を図っている。
　例えば「ローリーズファーム」「グローバル
ワーク」等を展開するポイントでは、「顧客
ニーズ収集の仕組み化（店頭や競合店で
のニーズ調査や、顧客と同年齢層の社員の
採用等）」と「生産リードタイムの短縮（大
胆な権限委譲と仕入先商社との密接な連
携等）」という高度なオペレーションの仕組
みを構築することにより、トレンドへの早期
キャッチアップを可能にしている。この結果、
ポイントは業界トップクラスの商品回転率を
誇り、「常に鮮度の高い品揃え」を実現す
る感度の高いブランドを多数保有している。

 

　３つ目は、ブランド開発は自社で行わず、
他社ブランドの中から「ヒットする可能性の
高いブランド」を高度なニーズ開拓力により
見定め、ライセンス提携等を行うパターンで
ある。最近では商社を中心に、ライセンス
提携に留まらずブランドを買収する動きも活
発化している。
　このパターンでは、「優良提携先とのネッ
トワーク力」や「消費者感性への洞察によ
る高感度ブランドの目利き力」、「即時対応
を可能とする機動力」により、業種・業態
に捉われず、感性価値の高いブランドを開
拓することが極めて重要となる。
　例えばサザビーリーグでは、衣料品の「ロ
ンハーマン」「アンドエー」等だけでなく、雑貨
の「SAZABY」「アガット」や飲食業の「スター
バックス」「アフタヌーンティー」等、幅広い分
野で感度の高いブランドを多く展開している。

　なお、ここで求められる提携先とのネット
ワーク力や目利き力は属人的になりやすく、
人材の引き抜き等により競争優位性が大きく
損なわれるリスクがある。そのため、継続的
に成長するには、いかに個人の能力を組織と
しての強みに転化していくかが重要となる。

　最後４つ目は、ブランド開発は自社で行わ
ず、オペレーションの巧みさを強みに、他社
が開発する優良ブランドとの提携を図るパタ
ーンである。このパターンでは、「高品質・効
率的な製造体制や販売体制」といった圧倒
的なオペレーションの強みを保有することで、
優良ブランドを開発するパートナーから提携
先として指名されることが重要である。
　例えば婦人服業界で販売枚数トップシェ
アを誇るクロスプラスでは、ODM（Original 
Design Manufacturing：相手先ブランドに
よる企画・生産）だけでなく、「オリーブデオ
リーブママン」等の他社開発有力ブランドの
ライセンス販売も広く展開している。

　このように、先進的なアパレル企業は、自

社が強みを保有していない領域は外部の経
営資源を積極的に活用することや、早期の
見切りが可能な体制を構築してリスクを低減
すること等で、不確実な時代の荒波を乗り
越えている。その姿勢は割り切り、開き直り
といったある種の「したたかさ」を兼ね備え
ているように思われる。
　モノ余り時代が継続する昨今では、アパ
レル業に留まらず多くの業種において「感性
価値」を訴求する「ブランド化」の重要性が
高まっているが、その実現にはこうしたアパレ
ル業の事例も大いに参考になるだろう。�

モノ余り時代で高まる感性価値
訴求型ブランドの重要性

割り切った「したたかさ」で時代の
変化に対応したブランド開発を

アパレル業にみるブランド開発の
４つの成功パターン

「ブランド改廃システム特化型」
成功パターン①

「トレンド早期追尾型」
成功パターン②

「優良ブランド青田買い型」
成功パターン③ 「外部パートナーからの指名No.1型」

成功パターン④

自らニーズを開拓して積極的にブランド
開発を行う一方、見切り力を高めて失敗
のリスクを最小化

トレンドにいち早く追随する仕組みを高
度化し、鮮度の高い商品展開を実現

高度なニーズ開拓力を活かして、ヒット
する可能性の高い優良ブランドを見極
め、青田買い

オペレーションの巧みさを武器に、外部
優良パートナーから提携先として多数の
指名を獲得
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出所：ウィメンズ・ウェア・デイリー・ジャパンを基にフロンティア・マネジメント作成

出所：フロンティア・マネジメント作成
アパレル業におけるブランド開発戦略

近年のアパレル業における新規ブランド投入状況
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消費財トピック 感性価値を訴求する「ブランド」構築戦略 ～アパレル業にみるブランド開発の「したたかさ」～

モノ余りの時代に顧客に選ばれるためには、価格や品質といった機能性だけでなく、心を動かす「感性価値」を訴求して
競合と差別化を図ることが重要だ。アパレル業での成功パターンから、感性価値を訴求するブランド開発のヒントを探る。

感性価値を訴求する
「ブランド」構築戦略アパレル業にみる

ブランド開発の「したたかさ」
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　地球に優しい循環型の建設資材である
セメントの国内需要が回復している。セメン
ト内需《図表》は、バブル期の1990年度に
8,629万トンでピークをつけた後、公共投資
の削減や住宅着工戸数の減少を背景に一
貫して減少を続け、リーマンショック後の
2010年度には4,161万トンまで半減した。
　しかし2011年後半からは、東日本大震
災時に破壊された道路や工場等の復旧・
復興工事が東北地方を中心に進展し始め
たことに加え、首都圏のマンション需要の
増加などもあり、長年続いたセメントの需
要縮小トレンドは反転した。セメント協会に

よる予測では、2013年度のセメント内需は
前年比で7.7%増加し、4,800万トンまで回
復すると見込まれている。
　このように需要が底打ちしていることに加
え、国内セメントメーカー各社は2009年度
までの需要縮小局面において生産ラインの
停止や工場閉鎖による供給能力の削減を行
ってきたため、結果として現在の国内セメン
ト需給は極めて逼迫している。経済産業省
の生産動態統計では、国内セメント生産設
備の稼働率は2013年末に96.7%になるな
ど事実上フル稼働である。現在、国内セメ
ント各社は輸出を抑制し、国内向けの出荷
量を確保している状況である。
　採算面では、シェールガスの生産量増大
に伴う世界的な石炭価格の下落が、石炭を

主原燃料とするセメントメーカーの収益性
改善に寄与している。国内セメントメーカー
の2013年度の国内事業の売上高営業利益
率は、10%前後に達する見通しである。大
手2社で言えば、太平洋セメントが約11％、
住友大阪セメントが約9%である（いずれも
会社計画）。海外セメント大手メーカーであ
るラファージュ（仏）やホルシム（スイス）の
2013年度の全社ベース売上高営業利益率
は、それぞれ13.7%、12.0%と国内メーカ
ーを多少上回るが、これらは新興国のセメ
ント事業の寄与によるものである。上記国
内2社の収益性は、日本のような先進国市
場におけるセメント事業としては十分高い。

　国内メーカーでは、太平洋セメントと三菱
マテリアルが米国西海岸にセメントの生産・
販売拠点を有している。これら2社の米国
事業はリーマンショック後の業績悪化から
の回復が遅れていたが、新設住宅着工戸
数の改善などを背景にようやく持ち直してき
ている。
　米国の新設住宅着工戸数は、2009年に
は50万戸強と極端な低水準（それまでの
50年間における最低水準である100万戸の
半分）に落ち込んだが、住宅在庫の圧縮
が進んだことで持ち直しており、足元では
年換算ベースで100万戸前後まで回復して
きた。こういった点を背景に、比較的落ち
込みの大きかった太平洋セメントの米国拠
点の営業利益も、2013年度下期にはほぼ
収支均衡水準まで回復したとみられる。

　今後の見方として、セメント内需は住宅
向けを中心に消費税増税のマイナス影響を
受ける可能性があるものの、2020年の東
京オリンピックに向けて、競技場や関連施
設の建設、幹線道路の整備などによるセメ
ント需要の押し上げも見込まれるため、全
体として内需が現状の年間4,800万トンレ
ベルから大きく落ち込む可能性は低いだろ
う。この状況において国内セメントメーカー
各社は、国内セメント事業において比較的
良好な業績を維持するものと予想される。

　老朽化した社会資本ストックの維持管
理・更新を目的とした投資の拡大が、セメ
ントの内需を一段押し上げる可能性もある。
　現在の政権与党である自民党が打ち出し
ている「国土強靭化」は、社会資本の維
持管理や更新投資を対象とした施策であ
る。国内では今後、高度経済成長期に建
設された社会資本が更新時期を迎える。
　国土交通省では、2012年に中央自動車
道笹子トンネル事故のような痛ましい大惨事
が発生したことも考慮して、社会資本の維
持管理・更新を今後の重点目標の1つに据
え、2016年までに道路橋や下水道施設、主
要な河川構造物の長寿命化計画を策定す
る。もちろん、従来も社会資本の老朽化対
策が進められてきてはいたが、施設の点
検・調査が中心であった。維持・更新投資
が本格化するのはむしろこれからだと考え
られる。
　国土交通省が2013年末に試算したデー
タによると、社会資本10分野（道路、治水、
下水道、港湾、公営住宅、公園、海岸、空港、
航路標識、官庁施設）の維持管理・更新
費は2013年度の約3.6兆円に対し、2023
年度には4.3～5.1兆円、また2033年度に
は4.6～5.5兆円にまで拡大すると予測され
ている。
　これら10分野に含まれない鉄道施設、
高速道路、上水道、学校施設なども含める

と、1年間で必要となる社会資本の維持管
理・更新費は、上記数字の2倍以上の10兆
円規模になると推察される。この数字と公
共投資1兆円あたりの平均的なセメント使
用量（原単位、約120万トン）から試算する
と、老朽化した社会資本の維持管理・更
新投資が年間1,000万トン超のセメント需要
を生み出す可能性がある。

　国内セメントメーカーは、以前からセメン
ト生産工程において多くの廃棄物（高炉ス
ラグ、建設発生土、廃プラスチックなど）を
リサイクル原燃料として利用してきた。現在、
国内でセメント1トンを生産する際に投入さ
れている廃棄物の総重量は約500kgにもの
ぼる。
　海外セメントメーカーはこういったリサイク
ル技術の活用に消極的であったが、例えば
アジア諸国では一般ごみなどの廃棄物の処
理が深刻な社会問題となっており、廃棄物
リサイクル技術の導入機運が高まっている。
　こうした中で、日系セメントメーカーは保
有する廃棄物処理技術を、処理プラント（家

庭ごみ資源化設備、廃棄物前処理設備な
ど）の輸出販売などの形で収益化していく
ことが可能である。アジア諸国の中では、
セメント生産工程での廃棄物処理で先行し
ているタイでも、セメント1単位あたりの廃
棄物投入量は日本の5分の1にすぎないた
め、国内セメントメーカーにとって大きな市
場機会が残されていると言えるだろう。�

セメント内需は回復、国内メーカー
の売上高営業利益率は二ケタに

東京オリンピックに向けて
国内事業は好調維持

循環型社会の実現に向け、
海外での廃棄物処理技術の
普及にも注目

米国事業も
低水準だが回復

老朽化した社会資本の
維持・更新投資の増大が、
国内需要を押し上げる

早稲田大学理工学部卒業。日本証券ア
ナリスト協会検定会員。㈱大和総研、ド
イツ証券㈱にて20年弱アナリストを経
験。カバーした主な業種は素材（セメン
ト、ガラス、紙パルプ、非鉄）、中小型株。
2013年にフロンティア・マネジメント㈱
に入社。

Katsuhiko ISHIBASHI
石橋 克彦
コンサルティング第2部
シニア・ディレクター
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図表 セメント国内需要の推移

産業財トピック 復活した国内セメント業界 ～社会資本の老朽化対策と循環型社会の実現に収益機会～

現在、国内のセメント生産設備はフル稼働であり、需給は逼迫している。国内セメントメーカーの国内事業での売上高
営業利益率は10％前後に達する見込みだ。中長期的にも、老朽化した社会資本の維持・更新投資の増大、循環型社会
の実現に向けた海外での廃棄物リサイクル技術の普及をキーワードに、良好な業績が続く可能性が高いだろう。

復活した国内セメント業界
社会資本の老朽化対策と
循環型社会の実現に収益機会
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　管理会計は、単に「決算書（財務会計）の
一部である」と誤解されているケースが少な
くない。確かに管理会計は財務会計の構成
要素ではあるが、両者には根本的な違いが
ある。財務会計（Financial accounting）は
債権者・株主などステークホルダーへのディ
スクロージャーを主目的に作成する受動的な
作業である。
　一方、管理会計（Management accounting）
は、日本語訳は保守的な印象であるが、直
訳すれば「経営会計」とも取れる通り、本来
は増益のため、会社として儲けるための能動
的かつ戦略的な会計と位置づけられるもの
でなければならない。
　よく、「全事業部・拠点の売上と営業利益
を毎月管理している」「事業部に跨る共通費
を正確に算出して財務会計に合わせるのに
3ヶ月かかる」といった事例が見受けられる。
前者は、部門・拠点別に損益を把握して業
績評価ができている点は良いが、増収要因
（数量/単価）やコスト要因（値入条件・固
定費/変動費等）が分からなければ、経営
として行動に繋がる意思決定はできない。
後者の場合も、半期総括目的ならいざ知ら
ず、当該決算月から３ヶ月後に実態が分か
ったとしても時既に遅し、となりかねない点
で問題があり、これではPDCAが上手く機
能しない。
　PDCAを回して増益につなげるためには、
管理会計でしっかりと「C：チェック」を機
能させる仕組みを作る必要がある。その際

の管理会計の要件としては、❶「A：アクショ
ン」に繋がる定量情報を可視化すること、❷
（ざっくりでも良いので）早く数字を取りまと
めること、の2点が極めて重要である。

　では、実際にはどのように進めるべきか。
管理会計では、主に原価計算と予算管理
がフォーカスされることが多いが、ここでは
原価計算に関して、生産利益と販売利益
管理の双方を管理する必要がある（結果的
に利益管理がドンブリ勘定に陥り易い）製
造小売（食品）における「標準原価設計」
を想定事例として解説する。

　標準原価を設定するうえで第一に重要な
のは、改めて言うまでもなく「目的は何か？
（何に使うか？）」を明確にすることである。
　製造小売企業において、「赤字の店舗を
閉めたらかえって全社赤字が拡大してしまっ
た」という状況はよく聞くが、これは適切な
仕切値に基づく生産/販売利益の配分が
できていない、あるいは商品別利益（限界
利益）を把握できていない（売れば売るほ
ど赤字の商品が存在）、等が要因であるこ
とが多い。適正な管理会計を運用していれ
ば、少なくとも、「要因分析も不十分なまま
赤字！ 赤字！ と騒ぎ立てるだけ」、もしくは
「誤ったor遅すぎる経営判断をしてしまう」
といったことは防げるものである。

　目的を定めた後は、標準管理の対象費目
を決定する《図表》。標準化にはマスタ登録
含めイニシャルの工数が掛かるだけに、上
記目的と自社製品の特徴を踏まえて最小の
工数で最大の効果を上げる仕組みを整える
必要がある。
　商品改廃のための単品損益把握が目的
であれば、商品別原材料の標準化（当該商
品1個あたり、小麦xxg、砂糖xxg、計xx円、
等）は必須だ。ただし、他のコストに関して
は、例えば弁当など労働集約的な品目が主
力（＝総費用に占める労務費の割合が高い）
であれば労務費を標準化し、日々のライン
の動きの改善に繋げていく効用が高い一
方、飲料など設備集約的な品目を手掛けて
いる場合はむしろ設備費（減価償却費）を
標準化し、機械毎の稼働率をチェックして
いく方が望ましい。

　第３ステップは、設定した標準原価と実
際値の差異分析である。標準原価はあくま
で理論上の数値であり、決算書（財務会計）
上の売上原価、あるいはサンプリングによる
実際値と比較すれば当然ながら差異が生
じる。問題は、当該差異の要因を突き止め
ることであり、原材料であれば仕入価格や
歩留まり・廃棄ロスの変動、労務費であれ
ばオペレーションの巧拙（新人がラインに配
属された等）、設備であれば生産ロットのブ
レによる稼働率の想定比改善or悪化（原

単位コストの変動）等が考えられる。
　こうした変化を予測して設定数値に織り
込み、定期的に更新することによって、標
準原価策定の能力はブラッシュアップされて
いく。因みに標準原価が信頼に足るレベル
に達した暁には、例えば前述の生産利益と
販売利益の配分において、競争激化を背
景に店頭が従前設定している上代ではライ
バルに太刀打ちできない状況に置かれてい
た場合、生産利益を削って（＝工場から店
頭への仕切値を安くする）販売利益に回し、
店頭にて競争力のある価格を打ち出すこと
を可能とさせていく、といった戦略的な動き
も可能となる。

　上述のStep3をうまく実施できるようにな
った時点で、当該企業は原価管理に関わる
PDCAはほぼ回っているといえるであろう。
その後はStep3を繰り返すなかで、必要に
応じて原材料→労務費→設備費→その他
コストへと標準管理の対象を拡大していけ
ばよい。

　このように標準原価は、標準化による早
期可視化、差異分析を通じた仮説・検証・
実行のサイクル定着化が可能という点で導

入の効用は大きい。なお、今回は製造小売
業を想定事例として説明したが、グループ
会社間で海外取引を行っているケース（為
替勘定の標準化）、工場間で横持ちが発生
しているケース（物流コストの標準化）等で
もアプローチは同様である。

　最後に、こうした会計制度の改善につき
まとうIT化の是非について触れたい。IT
化検討の際、一頃よく耳にするのが「本業
優先だから」「ウチはカネが無いから」投
資コストはかけられない、という言葉である。
当該企業の懐事情に鑑みれば至極当然の
ことであろうが、その投資先送りのために、
せっかく戦略的管理会計の構想が素晴らし
くても、実現に際して紙ベースの運用に終
始し、情報の集約・打ち込みに本社人員
の工数を取られて他の仕事が回らなくなった
り、旧来のホストコンピュータから吐き出さ
れるバッチ処理に時間を要したりと、本来
の趣旨が実現できなくなってしまうケースが
少なくない。しかも、不振企業ほどその傾
向は強いように見受けられる。
　ITは見えない数字が見える魔法ではな
いが、本来見るべき数値を効率的かつ迅速

に見ることを可能とするものであり、その重
要性は、環境変化への迅速な対応が一層
強く求められる昨今において否応無しに増し
ている。こうしたなか、最近では課題認識に
応じた設計を通じて負担を軽減できる環境
も整ってきており、中堅・中小クラスの間でも
金融機関の理解とサポートを受けながらIT
化を検討・実現する傾向も見受けられてい
る。例えば上述のケースでは、店頭レジの総
入れ替えでなく、タブレット端末を活用した
り、クラウド活用によるサーバコストの軽減
等も検討可能である。これからのIT化は、
将来を見据えた儲けるための仕組み作りの
基盤として、是非とも前向きに検討いただき
たい。�

儲けるための能動的な
管理会計で「C」を強化

カネを借りてでも
進めるべきIT化

標準原価の導入により
PDCAサイクルを定着化

標準原価管理の対象決定
Step 2

標準管理対象の適宜拡大
Step 4

差異分析とブラッシュアップ
Step 3

現状分析と目的の整理
Step 1

慶應義塾大学商学部卒業。㈱三菱東京UFJ銀行に
おける企業・産業調査を経て、2010年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。中期経営計画策定および
実行支援、企業再生を通じてバックオフィス業務（経
営管理・財務/会計・人事）に強みを有する。

Toshiaki KONDO
近藤 俊明
コンサルティング第3部
シニア・ディレクター

商品別差益のほか、
歩留まりやロス状況を随時把握できる

商品別に労務効率を把握できるほか、
労働生産性が低下している

ラインの把握・改善等にも資する

商品の売れ行きに応じた
固定人件費の大小が把握できる

稼働率や効率の悪い設備を把握できるほか、
設備投資判断に資する

商品の売れ行きに応じた
経費の大小が把握できる

標準原価導入の意義
（食品製造小売のケース）

変動費
（パート）

固定費
（社員）

設備費 実際原価 実際原価 標準原価 標準原価

未導入企業
ドンブリ勘定
&締めも遅い

労働集約型
企業向け

設備集約型
企業向け

高頻度管理型
企業向け

実際原価 実際原価 実際原価 標準原価

実際原価 標準原価 実際原価 標準原価

実際原価 標準原価 標準原価 標準原価

実際原価 実際原価 実際原価 標準原価

その他共通費
（水道光熱費等）

原材料費

労
務
費

経
費

標準原価の導入レベル（例）

❶ ❷ ❸ ❹

図表
出所：フロンティア・マネジメント作成

標準原価の意義と導入オプション（食品製造小売のケース）

コンサルタントの眼 「C」が会社を強くする ～管理会計導入の意義と勘所～

業績低迷企業に多くみられるPDCAの機能不全、その主な根因は「C：チェック」にあることが多い。
この「C」機能の要となるのが管理会計である。
管理会計未導入、あるいは導入済だが効果の上がらない企業向けに、
標準原価設定を中心に、導入時に陥り易いIT化への誤解も交えて留意点を紹介する。

「C」が会社を強くする
管理会計導入の意義と勘所
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　上場会社に関係する開示制度としては、
大きく分けて❶金融商品取引法（以下、金
商法）に基づく開示制度（法定開示）、と❷
取引所の規則に基づく開示制度（適時開示）
が考えられる。
　上場会社の事業再生局面においては、特
に❶との関係で、以下の場合に有価証券届
出書等による開示が問題となり得る。

aスポンサーによる第三者割当増資を
行うことを前提とする事業再生計画案
について、取引金融機関と協議中の
場合

b非中核事業の売却等につき関係者と
協議を行っている中で、一定の資本
調達を行う場合

　以降、それぞれのケースについての事例
を紹介する※1

　上場会社A社は、リーマンショックに端を
発した世界同時不況の下で急激に悪化した
業界需要の煽りを受け、ここ数年は連続し
て営業赤字を計上していた。そうした中で
過大な有利子負債を改善し、財務基盤を強
化するためには、「取引金融機関より一定額

の債権放棄」、「連結子会社の完全子会社
化」、「スポンサーからの第三者割当増資」
が必須であり、A社はこれらの施策を含む
事業再生計画を策定した。
　その上でA社は、X年3月1日に準則化さ
れた私的整理手続※2の利用を決定し、その
旨および本事業再生計画の概要の適時開示
を行い（時点❶）、本事業再生計画について
全取引金融機関から同意を得るための協議
を開始した。その後、同年6月開催の定時株
主総会において有利発行による新株発行が
承認された上で、連結子会社の完全子会社
化の効力発生、および全取引金融機関から
本事業再生計画について同意を取得し、ス
ポンサーとの間で第三者割当増資による募
集株式の引受けを行う最終契約（DA）を
締結した（時点❷）。そして同年7月の債権
放棄実施を受け、当該第三者割当増資によ
る払込みがなされた。

　このような事案においてまず問題となるの
は、スポンサーへの第三者割当増資に関し
て、時点❶または❷のいずれのタイミングで
有価証券届出書による開示をするか、とい
うことである。
　どのタイミングで開示をすべきかは、基本
的にはいつの時点で当該有価証券について
の勧誘行為があるといえるかによる。という
のも、金商法上、上場会社の有価証券の
募集・売出しにおける勧誘は、原則として
発行者が有価証券届出書を提出した後に
おいてのみ行うことができるものとされ（金
商法4条1項）、当該届出書提出以前に勧

誘そのものを行うことが許されない（いわゆ
る事前勧誘規制）ためである。もっとも、何
をもって「勧誘」に該当するか自体が金商
法上明確に定められているわけではないが、
一般的には有価証券の募集・売出しに直
接言及しなくとも、特定の有価証券につい
て投資家の関心を高め、その取得・買付け
を促進することとなる行為は、勧誘行為に
該当するものとされている。ただし、特に事
業再生局面ではその判断は容易ではない。
　本事例では、時点❷のDAが締結された
時点で、正式にA社株式について投資家
の関心を高め、その取得・買付けを促進す
ることとなる行為があったとして、この時点
で有価証券届出書による開示を行う、とい
った整理も考えられる。しかし、本事業再
生計画は債権放棄の依頼を含むものであ
るため、準則化された私的整理手続の利
用を決定した時点で、その決定をした旨お
よび本事業再生計画の概要の適時開示を
することが通例である。この開示では、ス
ポンサーからの出資に関する記載が（証券
市場に対する投資判断情報提供の観点だ
けでなく、対取引金融機関および事業継
続上ならびに株主への情報開示の点から
も）重要な記載となることが考えられ、その
点についても通常記載することとなる。そう
すると、そうした記載をもって投資家の関心
を高め、その取得・買付けを促進することと
なる行為があったと当局から指摘されるリ
スクがあり、そのリスクを完全に払しょくする
ことは困難だと思われる。そのため、こうし
たリスクを回避するために、時点❶の時点
で開示を行うのが適切と考える。

　もっとも、時点❶の時点では、前記のとお
りDA締結がないばかりか、増資の実行まで
に複数の充足不確定な条件が付されている
ために、かえって当局から（対投資家、株主
との関係で誤解を招く情報開示である等を
理由に）有価証券届出書による開示を行う
べきではないと指摘される可能性がある。そ
こで、これに対応すべく、当該条件の具体
的内容および当該条件充足のプロセス等を
有価証券届出書上に具体的に記載すること
が考えられる。具体的には、有価証券届出
書上に当該第三者割当増資実行の条件を
明記するとともに、「募集または売出しに関す
る特別記載事項」という項目を設け、そこに
事業再生計画の概要や、「第三者割当の場
合の特記事項」※3の「発行条件に関する事
項」において、発行価格の算定根拠および
発行条件の合理性に関する考え方や、発
行数量および株式の希薄化の規模が合理
的だと判断した根拠等について、具体的に
記載することが考えられる。

　以上の有価証券届出書提出のタイミングお
よび記載内容については、最終的には当局
担当官の判断によるところも大きいため、担
当官に発行者の置かれた状況や、なぜこの
ような事業再生計画を策定することとなった
のか等を正確に理解いただく必要がある。
そのためには、一定程度時間を要すること
が想定されるため、事業再生計画の策定お
よび準則化された私的整理手続の利用の方
向性がある程度見えてきた段階（より具体
的には、主要取引金融機関より事業再生計
画についての了解が得られた段階）で、速
やかに担当官との間で事前相談を開始する
のが望ましい。

　上場会社B社は、リーマンショック後の国
内市場の急速な縮小等により営業赤字を計
上していた。そこで、非中核事業の売却や資

本業務提携を含めた複数の事業構造改革
施策を進めるべく、当該売却先や提携先（以
下、併せて「関係先」という）と協議を行っ
ている状況であった。こうした状況の中で、B
社としては相当額の資本調達を行う必要があ
ったが、考えられる資本調達手段として、「公
募による増資（公募増資）」と「私募による
増資（私募増資）」が挙げられた。なお、私
募増資については、割当先や発行有価証券
の種類がいくつか考えられるが、ここでは金
融機関を割当先とする、転換社債型新株予
約権付社債（Convertible Bond）を想定する。

　有価証券届出書等による開示のタイミング
については、いずれについても勧誘行為が
あった段階で開示が必要となるが、問題とな
るのはその際の開示内容である。
　B社は事業構造改革施策について関係先
と協議中であり、この協議の事実がいわゆる
法人関係情報※4に該当する可能性がある。
　法人関係情報が存在する上場会社が公
募増資を行う場合には、有価証券届出書の
添付書類および目論見書において、有価証
券報告書提出後の重要事実（事業戦略お
よびそれに影響を及ぼし得るリスク等）とし
て、その法人関係情報を（投資家、株主へ
の情報開示の観点からも）開示する必要が
ある。もっとも、何が法人関係情報に該当す
るかは一義的に明確ではなく、当局や専門
家の意見を踏まえながら、ある程度保守的
に検討するべき場合も少なくない。仮に法
人関係情報に該当する場合には、通常、予
めその情報を開示する旨の了解を関係先よ
り取っておくか、了解が取れない場合には、
事業構造改革施策の推進自体を中止およ
びその旨の確認を合意書等で行う等の対応
が必要となる。ただ、これらの対応はいずれ
も、事業構造改革施策の推進に少なからぬ
悪影響を及ぼす可能性がある。
　一方、ここで想定している私募増資の場
合には、事業戦略を積極的に開示すること、
およびこれに影響を及ぼし得るリスク等を開
示することは、実務上必ずしも求められてい
ないと考えられる。したがって、公募増資の
場合に比べて私募増資の場合には、そうし
た影響を一定程度低減し得るだろう。もっ

とも、事業構造改革施策の内容が有価証券
届出書等で開示されていなかったことが、
私募増資の目的として開示された内容と矛
盾するなど、有価証券届出書等に記載され
た私募増資に関わる事実が、投資家に誤
解を生じさせるようなものでないことが前提
である。そのため最終的には、当局や専門
家の意見を踏まえながら、有価証券届出書
の記載ぶりを慎重に検討する必要があるこ
とは言うまでもない。ただ、私募増資の場合
には、公募増資に比べて事業構造改革施策
の内容次第である程度柔軟な対応が可能と
なり得る。

　以上の通り、事業再生局面における上場
会社の開示対応（開示時期と開示内容）に
ついては判断に迷うケースが多く、かつ、一
歩その判断を誤れば、課徴金納付命令や
刑事罰による厳しい制裁もあり得る。また、
開示内容次第では発行体の事業面や、投
資家や株主の判断に悪影響を及ぼす可能
性もあり、非常に困難な問題であるため、法
律・事業・財務の各専門家のアドバイスを早
期に得た上で、慎重に事を進めることが、発
行体自身の立場だけでなく対投資家、株主
との関係でも肝要である。�

上場会社に関する
開示制度

ケースa

ケースb
事例概要

事例概要

いつ開示を行うか

開示内容をどうするか

財務局との早期の協議開始が重要

公募増資と私募増資の場合の
開示内容

※1：本稿では触れていないが、リスケジュールの場
合は、準則化された私的整理手続開始時にお
ける開示義務が必ずしもないことから、この場
合は手続開始の開示義務の判断と相まって、
悩ましい問題になる。また、DA（最終契約）
締結または基本合意の締結が手続開始時の
前に来るような場合、開示内容をいかにすべき
か、といった問題もあり得る。

※2：準則化された私的整理手続としては、①私的
整理に関するガイドライン手続、②特定認証
紛争解決手続（事業再生ADR）、③中小企業
再生支援協議会による再生計画策定支援手
続、④地域経済活性化支援機構による手続、
⑤整理回収機構の企業再生業務における手
続、⑥裁判所における特定調停手続が挙げら
れるが、ここでは上場会社であること等に鑑
み、②または④を想定している。

※3：企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様
式第1部第3参照。

※4：法人関係情報とは、大要、上場会社等の運営・
業務・財産に関する公表されていない重要な
情報であって、顧客の投資判断に影響を及ぼ
すと認められるもの、ならびに公開買付け、こ
れに準ずる株券等の買集めおよび公開買付け
の実施・中止の決定にかかる公表されていな
い情報をいう。

中央大学法学部法律学科卒業。2007年に弁護士
登録し、同年に英アレン・アンド・オーヴェリー外国
法共同事業法律事務所入所。2010年にフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。私的整理案件だけで
なく、国内外の上場会社のM&A、グループ内再編
業務等全般を扱う。組織内弁護士協会・General 
Counsel / Chief Legal Officer研究会執行部。

Chiyokazu SHINDO
進藤 千代数

プロフェッショナル・サービス部 ディレクター

再生事例解説 事業再生局面での上場会社の開示の在り方

事業再生局面における上場会社の開示対応については、判断に迷うケースが多い。
一歩その判断を誤れば、課徴金納付命令等の厳しい制裁もあり得、開示内容次第では
発行体の事業面や、投資家や株主の判断に重大な悪影響を及ぼす可能性もある。
こうした問題にいかに対処すべきか、具体的な事例を交えながらその一例を紹介する。

事業再生局面での
上場会社の開示の在り方

出力ファイル名：FrontierEYES_p10-p11_140411_ol.ai
出力アプリ：Adobe Illustrator 17.1.0J（CC）

貼込アプリ： Adobe Photoshop 14.2.1J（CC）
作成OS ： Mac OS X ver.10.9.2
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　中堅・中小企業のM&Aの現状について語られる場合、事業承
継での活用が取り上げられることが多い。非上場企業≒中堅・中小
企業であるとして、非上場企業のM&A件数が増加傾向にあること、
また、後継者不足により事業承継でのM&A活用のニーズは今後も
高まっていくと予想されることから、中堅・中小企業はもっと積極的
にM&Aを活用していくべきだという論調である。しかしながら、事
業承継はM&Aが利用される機会の1つに過ぎず、中堅・中小企
業にとってのM&Aの意義はもっと広い視点から考える必要がある
と考える。
　中堅・中小企業が事業承継以外でM&Aを検討するケースとして、
財務状況が厳しい場合、具体的には資金繰りや純資産に問題を抱
えている場合において、いわゆるバランスシートの改善を主眼として
行われているケースや、さらに一歩状況が悪化して、自社単独での
事業継続が困難な状況に陥っているためにM&Aを選択しているケ
ースも多い。例えば、上位の取引先への依存度が高いメーカーが、
特定の大口顧客から取引を停止され、自社単独では抜本的な改革
を行っても事業継続が困難な状況で、最後の選択肢としてM&A
を選ぶというケースである。
　もっとも、このようなケースにおいても、建前としては、M&Aに
よって販売面・技術面・コスト競争力等でシナジーを発揮できると
いうことや、新たな事業展開のための基盤作りが可能になる等の前
向きな理由を掲げるのが一般的である。しかし実態としては、上記
のような「緊急事態」を回避することが主たる目的か、少なくとも
M&Aを検討するきっかけとなっていることの方が多いと思われる。
　また、バランスシートの改善ではなく、収益力の改善を目的とした
M&Aであっても、大企業は別としても、中堅・中小企業がいわゆ
るコア事業の強化に資するようなM&Aを行っているケースは多くは
なく、不採算事業からの撤退のために事業売却を行うことにより（赤
字事業が無くなり）結果的に全社的な収益力改善に繋がる、とい
うケースが多いのではないだろうか。
　事業承継でのM&Aについても同様である。中堅・中小企業の
M&Aによる事業承継が普及してきているのは、彼らがそれを強く

望んでいるからではなく（もちろん事業承継でM&Aを活用するこ
とにもメリットはあるが）、最大の理由は社内の従業員にも親族にも
後継者としての適任者がいないため、消去法的にM&Aが利用され
ている、というのが実態に近いのではないだろうか。
　このように、現実問題として中堅・中小企業がM&Aを検討する
ケースというのは、財務状態や事業の収益性の悪化、後継者不在
などの何らかの理由で自社単独で事業継続が困難となった場合に、
「必要に迫られて」行うというものが多いと思われる《図表》。

　もちろん、財務状況の改善や不採算事業からの撤退、事業承継
のためにM&Aを利用することが望ましくないという意味ではない。
しかし、必要に迫られたからM&Aを選択するという事ではなく、
事業の成長のための「手段として」もっと積極的にM&Aを検討し
てもよいのではないか。なお、ここでは一般的にM&Aという表現
を使っているが、事業の成長という観点からすれば、自社にはない
経営資源を活用するということが主たる目的であるため、広い意味
での他社との提携というのが検討の対象となり、資本面をどうする
か（例えば、資本業務提携を行うのか、全面的に経営統合するのか）
は、目的に即して決定すべき問題である。
　しかし現実には、事業の成長局面において、もしくは事業の成長
のための手段の1つとして、中小・中堅企業で戦略的にM&Aが検
討されているケースは多くない。例えば、ある会社が売上拡大のた
めの打ち手として、新たな市場をどのように開拓するか、新たな製
品・サービスをどのように展開するかを検討する場合に、他社の経
営資源（ヒト・モノ・カネ）を活用することも視野に入れれば、「自
社では接点を持つことが困難な顧客への販路を開拓する」、「自社
の技術のみでは性能面やコスト面で市場に受け入れられる製品の開
発が困難な製品を開発する」という選択肢が生まれる。しかし、こ
のように自社の成長の手段として他社の経営資源をいかに活用する
か、という視点を持っている中堅・中小企業は稀である。

　ここで、弊社が関与した中小・中堅のクライアント企業で、M&A
を積極的に活用した事例を紹介したい。

　X社は年商十億円規模の荒物卸売業者であり、本社所在地の県
に限定して地元小売業者に対する卸売業を営んでいた。一方のY
社もX社と同様に荒物卸売業者であり、年商はX社と同水準で、X
社の隣接県を中心として一部周辺地域でも事業を営んでいた。
　両者はいずれもオーナー企業であったが、X社は社内に次期社
長候補となり得る従業員が存在し、Y社も現社長の親族への承継
が可能な状況であり、事業承継の観点からM&Aが必要という状
況ではなかった。また、業績や財務状況の観点からも短期的に
M&Aが避けられないという状況ではなかった。
　しかし、両者が属する荒物卸売市場は、市場規模の縮小が顕著
であり、金額ベースで直近ピークの半分程度まで市場が縮小してい
た。また、大手を中心に小売業者の価格交渉力が強まっている状
況にあったため、今後は収益性の悪化が懸念される状況であった。

　このような業界環境の下で、X社とY社は中長期的な観点から合
併による経営統合を選択した。本事案でM&Aという選択肢を選
んだことの意義は大きく2つあったと考えられる。　
　1つは、X社・Y社ともに、自社では開拓が困難であった顧客へ
の販路を得たことである。従来はX社・Y社ともに限定的な地域（基
本的には本社所在県）でのみ事業を行っていたため、物流網等の
観点から域外への販路拡大は困難であったが、M&Aという選択
肢を選ぶことでそのような地理的制約が解消された。また、結果的
に特定顧客への依存度が低下したことで、事業の安定化にも繋が
ったと言える。
　もう1つは、将来的な業界再編への布石を打てたことである。両
者が属する業界は食品・医薬等の他の卸売業界と比較すると、い

まだ業界全体の再編機運は高まっておらず、多数の中小零細企業
とごく一部の大手企業が縮小傾向の市場のパイを分かち合うという
状況にあったが、将来的には中小零細企業が淘汰される形で合従
連衡が進むことが予想されていた。そのような状況下で、M&Aに
より収益力や財務体質の強化を行ったことは、将来的な業界再編を
主導的に進めるために、大きなプラスになったと考えられる。

　M&Aというのは、ある目的を果たすための選択肢であり、会社
の業績が困難な場合に消去法的に選択すべきものでも、自主独立
路線を検討した次に考えるべきという順序があるものでもない。中
堅・中小企業の場合には、「自主独立路線での成長＞他社との連
携」、すなわち、自社のみで事業を継続あるいは成長できるのであ
ればそれに越したことは無く、それが困難な場合に初めて他社との
連携を模索する、という思考回路を持っている経営者も少なくない
ように思われるが、当然どちらが優れているというものではない。
　経営資源に限りがある中堅・中小企業こそ、もっとM&Aを前向
きに捉え、過度の自主独立路線から解放されることで新たな成長
の機会を見出すことが可能となるのではないだろうか。�

中堅・中小企業はなぜM&Aを行うのか

自主独立路線に縛られなければ機会は広がる

M&Aを積極的に活用した事例

「必要に迫られた」M&A

「手段としての」M&A

本事案の意義

M&Aを検討した背景

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に従事。2013
年よりフロンティア・ターンアラウンド㈱に出向。

Koji KATO加藤 浩司
フロンティア・ターンアラウンド株式会社 ディレクター
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◆既存事業のさらなる強化が可能では？
◆新たに開拓可能な顧客がいるのでは？
◆新たに提供可能な製品・サービスがあるのでは？

自社単独で
事業継続可能な

ライン

事業承継としての
M&AB/S改善、

不採算事業売却の
ためのM&A

成長のための
 「手段としての」

M&A

M&Aを活用することで…

共通点は
「必要に迫られた」M&A

図表 中堅・中小企業にとってのM&Aのイメージ
出所：フロンティア・マネジメント作成

中小企業支援事例解説 中堅・中小企業再生に向けた真のアプローチ ～その③～

企業規模に関わらず、M&Aの利用が活発になっているが、
中堅・中小企業に限るとその活用方法は偏った捉え方をされている。
M&Aの位置付けを見直せば、中堅・中小企業の成長機会は大きく広がる可能性がある。

中堅・中小企業再生に向けた
真のアプローチ ～その❸～
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　近年、大企業向けを中心に貸出金残高は
増加傾向にあり、利鞘も下げ止まりが期待さ
れる状況になってきた《図表１》。
　貸出金残高の推移を追ってみると、リーマ
ンショックによる金融市場の混乱によって、
2008年度後半に一時的に手元資金を確保
する動きが見られたが、その後の景気後退
とともに資金需要は減少した。しかし、2010
年度下期に貸出金残高の減少が止まると、
2011年度下期には増加に転じ、アベノミクス
や日銀の金融緩和強化による景気回復期待
から、2012年度下期以降に増加傾向が強く
なっている。

　これに対して、預金残高は順調に増加を
続けている。団塊世代の高齢化に伴う退職
金・年金の増加とその獲得を狙ったプライベ
ート・バンキング・サービスの強化がその背
景にあると考えられ、この傾向はしばらく続く
ものと思われる。
　一方、貸出金と預金債券等における利鞘
は、2013年度も悪化傾向が続いている。預
金債券等利回りが0.08％程度と低水準に留
まっているため下方硬直性が認められるのに
対し、貸出金利回りの低下傾向は継続して
いることが理由と考えられる。この要因の一
つとして、貸出金利回りと市場金利には一定
の連動性が見られることから、日銀による金
融緩和強化が市場金利を低下させ、この
影響により貸出金利回りが下がったことが

挙げられる。ただし、足元では市場金利も
安定してきていることから、このような面では
貸出金利回りの下げ止まりも期待できる状
況にあるのではないだろうか。

　このように、国内銀行の貸出ビジネスには
明るい兆しも見えてきているが、一方で地方
銀行における中期的な展望に目を向けてみ
ると楽観はできない。というのも、生産年齢
（15～64歳）人口と国内総生産、国内総生
産と貸出金需要には、それぞれ一定の相関
関係が見られるが、生産年齢人口の減少傾
向が顕著な地方においては、将来の貸出金
需要の減少から貸出先の奪い合いによる収
益性の悪化が予想されており、この点が今ま
でにおける利鞘悪化の最大の要因と考えら
れるためである。
　中期的な収益成長が期待できない場合、
まずは費用構造の見直しが一つの重要な
選択肢となり得る。実際に、2000年以降に
行われた地方銀行の経営統合も、多くが規
模の経済を目的にしていたものと思われる。
　《図表2》は地方銀行の預金残高と預金
営業経費率（営業経費÷預金）の分布を示
したものであるが、これを見ると規模の経済
性が一定程度認められ、特に6兆円程度ま
での費用逓減効果は大きい。ただし、7～8
兆円を超えてくると一概に費用逓減効果があ
るとは言い切れず、経営統合には収益成長
に繋がるその他の明確な目的が必要となる。
その一つの選択肢として、海外へのビジネ
ス展開がある。

　《図表3》は国内銀行の海外支店における
貸出金・預金残高の推移を示している。
　リーマンショックや欧州債務問題による海
外金融市場の混乱の中で、2008年度後半
以降は貸出金の縮小が続いたが、2010年
度後半にプラスに転換すると、2012年度か
らは円安の影響も受けて急拡大を示してい
る。この近年における海外支店の貸出金拡
大の背景には、欧州金融機関の資産圧縮
の動きとともにアジア市場を始めとする貸出
条件の改善等があると考えられる。最近の
円安進行が海外資産膨張の一因となってい
る点については注意が必要であるが、欧州
債務問題の早期解決を見込みにくい現状を
踏まえれば、今後も海外貸出金の伸張が続
くと予想される。
　一方、預金については、2008年後半から
リーマンショック後の預金流出の影響もあり、
貸出金の増減がプラスに転換した2010年度
後半から貸出金・預金残高のギャップ拡大
が続いている。長期間固定化する外貨貸出
金に対しては、長期かつ安定的で金利水準
も低い外貨預金で調達することが本来望ま
しい。しかし、貸出金・預金残高のギャップ
が拡大している現状を踏まえると、利回り水
準の高い社債や為替リスク回避のための通

貨スワップ等、コスト負担が生じる円投資で
の調達も必要になると考えられる。国内の貸
出ビジネスで預貸率が70％台と大幅な預金
超過の状態においては、円投資も有力な資
金運用先となるだろう。

　前述のような資金調達の制約により、海
外ビジネスの自立的成長では、預金残高の
拡大スピードに合わせて貸出金の拡大スピ
ードも低下することが予想される。そこで、
海外ビジネスの成長スピードを上げるために
は戦略的なクロスボーダー M&Aが有力な
選択肢となる。
　従来の日系企業向けの貸出ビジネスを中
心とした状況から、現地の企業および個人
まで顧客層を拡大し、また手数料ビジネスも
含めた金融サービスの多様化を図る等、海
外での新たな展開を検討する段階にあると
考えられる。この展開を示すものとして、大
手銀行グループは、近年クロスボーダー
M&Aを積極的に手がけており、特に最近
ではアジアの経済成長の取り込みを目的とし
た案件が見受けられる。具体的には、2011
年10月のみずほコーポレート銀行によるベト
コムバンク（ベトナム）への資本参加、2012
年12月の三菱東京UFJ銀行によるベトナム

産業貿易商業銀行への資本参加、2013年
7月の同三菱東京UFJ銀行によるアユタヤ
銀行（タイ）に対する公開買付、2013年5月
の三井住友銀行によるバンク・タブンガン・
ペンシウナン・ナショナル（インドネシア）へ
の資本参加等がある。
　こうした海外戦略が必要となるのは、大
手銀行グループだけではない。顧客企業の
海外進出が続いている現状を踏まえると、
地方銀行においても、一定のリスクを取って
でも、顧客が取引メリットを感じるようなビジ
ネスモデルを構築すべきだろう。
　そのためには中期的な費用削減効果だけ
でなく、長期的な変化に柔軟に対応できる
経営資源を確保することが必要となるが、そ
の手段として経営統合は選択肢の一つであ
る。ただし、経営統合は、統合作業や初期
投資コストといった相当の負担が生じる選択
肢である。したがって、顧客基盤の拡大や
経営合理化、不足する経営資源の獲得とい
った、経営統合の目的を達成できる可能性
を慎重に検討した上で、最終的な決断をす
べきである。間違っても、具体化している
M&A案件に執着するあまり、目的と手段を
混同してガバナンスの利かない非効率な組
織を生まないよう、外部の専門家から公平
な立場でのアドバイスを受けるなどして、中
長期的な成長戦略の実現を踏まえた判断を
していただきたい。�

国内貸出ビジネスに
明るい兆し

地方でのパイの奪い合いと
経営統合

海外ビジネスの
拡大に対する期待

戦略的クロスボーダー
M&Aへの備え
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M&Aトピック❶ 国内銀行における貸出ビジネスの今後

国内銀行は昨年度好調な業績推移を見せ、
今後も貸出ビジネスには明るい兆しがある。
一方、地方では人口減少等で貸出先の奪い合いが起きている。
貸出ビジネスの今後の成長を中長期的な視点で考える。

国内銀行における
貸出ビジネスの今後
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　2013年の海外企業によるインド企業を対
象としたM&Aは、件数ベースで147件（前
年139件）、金額ベースで143億USドル（前
年178億USドル）であった。
　件数の増加については、FDIポリシー（外
国直接投資規制）の制限緩和や会社法改
正等、インド企業を対象とするM&Aを取り
巻く規制緩和が促進されたことにより、海
外企業がインドへの投資を積極化しやすく
なってきていることが大きな要因とされる。
　金額ベースで減少したことについては、
実質GDP成長率の低下基調（2010年10.5
％⇒2013年4.7％）に見られるインド経済の
停滞等の影響や、2014年5月に実施予定の
総選挙の行方を見るために海外企業が大
型買収を手控えている、との予測もある。
　制度面等のインフラ整備が進展する一方
で、政治情勢が安定化してインド経済に本
格的な回復が見られるようになれば、海外
企業によるインド企業のM&Aは、今後も増
えていくと考えられる。そうした中、昨年
2013年8月にインドで約60年ぶりに会社法
が改正されたが、その一部はインド企業を
対象としたM&Aに影響を与えるだろう。

　新会社法では、ガバナンスの強化やCSR
委員会設置義務、一人会社の設立等、先
進国の制度により近づいた印象もある一方
で、女性取締役の選任義務等のように、他

国の会社法上ではあまり見られないようなイ
ンド特有のケースも見られるため、留意が必
要である。
　また、現時点（2014年3月）では未施行
の規定も存在するものの、先買権※1・株式
売買オプション行使等に関する株主間合意
の有効化、外国企業によるインド企業の吸
収合併、100%子会社等に対する合併手続
きの簡素化、スクイーズアウト※2の導入等と
いった、インド企業を対象とするM&Aに影
響を及ぼす内容も含まれている。
　未施行の規定についても、2014年4月1
日より施行されるとの報道情報が出されてお
り、インド企業へのM&Aを検討する日系企
業は、特に注視していく必要がある。そこで、
今回の会社法改正により、特にインド企業
とのM&Aに与える影響が大きいと考えられ
る点をいくつかご紹介したい。

　新会社法の規定の中で、「公開会社の株
式譲渡に関する合意事項も強制力を有する」
旨が記載され、2013年9月12日付で他の一
部の条項とともに施行された。
　また、インドの証券取引委員会（SEBI）
が発行した通達（2013年10月3日付）にお
いて、上場会社を含む公開会社の証券につ
いて、先買権（right of first refusal）、共同
売却請求権（drag along right）※3、売却参
加請求権（tag along right）※4等の株式取
得に関する優先権、および一定条件下にお

ける株式売買オプション行使の権利に関す
る株主間合意が有効である旨が記載され
た。
　これらによって、株主間契約書内に、先
買権や株式売買オプションの記載等、柔軟
なスキームを盛り込むことが可能となった。
日系企業にとっては、エグジット（出口）戦
略が立て易くなったと考えられ、マイノリティ
出資・合弁形式でのインド進出を考える日系
企業がさらに加速化するものと推測される。

　新会社法では、少数株主の保有株式を
取得するスクイーズアウトに関する規定
（2014年3月時点で未施行）が整備された。
　その結果、株式買付者等は、90％以上
を保有することになる場合、会社に対して、
残りの株式の買取りを進めるか否かを通知
することが必要となった。他方、少数株主
に対する買取りの申込みの際、当該価格に
ついては、登録鑑定士が行う評価（別途
規定）に基づき決定される価格による必要
がある。
　この規定が正式施行された場合には、イ
ンド企業の完全子会社化、MBOによる非
公開化等の案件が増加する可能性がある。

　旧会社法では、公開会社やいわゆるみな
し公開会社※5が、事業の全部または実質
的な事業の全部の譲渡を行う場合に、株
主総会の普通決議（出席株主の過半数）
が必要であるにすぎなかったが、新会社法
ではこの条件が厳しくなり、公開・非公開を

問わず株主総会の特別決議（出席株主の
3/4超の賛成）が必要となった。そのため、
事業買収を検討する日系企業にとっては、
留意する必要がある。
　一方で、インド企業を対象とするM&Aを
検討する際、25％超の議決権を保有すれ
ば、出資後の企業の事業譲渡に関する拒
否権が得られるとも解釈が出来る。また、
旧会社法では不明確であった、事業および
実質的な事業の全部の定義についても、新
会社法において明確化された。詳細は割愛
するが、事業については、前年度のB/S上で
対象会社が純資産の20%超を投資してい
る事業、あるいは対象会社の収益の20%
を占める事業、と新たに定義されている。
　本件はM&Aのプロセスに影響が出てく
るため、対象事業が当該基準に該当するか
否かにつき、ディール初期段階から検討し
ておく必要がある。

 　新会社法では、公開・非公開を問わず
全企業に対して、1名以上の取締役が前年
において合計182日以上インドに滞在してい
ることが義務付けられている。
　本規定が施行されると、インドに会社を
設立することが難しくなる。特に、インド未
進出の日系企業が、インド企業を対象とす
るM&Aを初めて検討する場合、対象会社
の取締役等にM&A実施後も関与していた

だく、あるいは、インド国内での該当者（日
本人・インド人等）を確保する等の対応をし
ていく必要が生じるためである。日系企業
がインド進出する際には、留意が必要であ
る。

　上記以外では、別途定められる特定の国
に属する海外企業によるインド企業の吸収
合併が可能となった（日系企業の場合、合
併登記手続き上、当該吸収合併は困難。ま
た、RBI〈インド準備銀行〉の事前承認が必
要）。また、100％子会社等に対する合併、
あるいは新たに定義された小会社同士の合
併等に関して、手続きの簡素化が認められ
た。これらは、現時点では未施行であるが、
全面施行された場合には、インド企業への
M&Aやインド子会社間での組織再編スキ
ームのバリュエーションが増える等、少なか
らず影響を与える可能性がある。

　インド企業に対するM&Aを取り巻く環境
は、転換期を迎えている。毎年の様に緩和
される外資規制や、会社法の改正等により、
インドM&Aを検討する海外企業にとって
は、これまで以上に様 な々ストラクチャーを
検討するための体制が着 と々整備されてき
ている。そして、これらの制度は、極めて早
いスピードで変化していくものであり、常に
注視していく必要がある。�

インドM&A市場の動向

インド会社法改正が及ぼす
M&Aへの影響

インド会社法改正の概要

※1：先買権（right of first refusal）：株式を第三
者に売却しようとする場合に、その売却条件と
同等の条件で、買い取る権利を与える契約。

※2：スクイーズアウト：支配株主（親会社）が少数
株主に金銭やその他の財産等を交付すること
によって、その保有する株式を強制的に買収
すること。

※3：共同売却請求権（drag along right）：既存
株主が第三者に株式を売却してエグジット（出
口）を図る場面で、持株比率に応じて自らの株
式を売却するよう求めることができる権利（少
数株主にとっては義務）。

※4：売却参加請求権（tag along right）：株式売
却における条項の一つ。既存株主が株式を売
却する場合、他の株主も同じ条件で同じ買い
手に売却することを保証する権利（少数株主
にとってのプロテクションとして利用されること
が多い）。

※5：みなし公開会社：非公開会社でない会社の子
会社である非公開会社のことで、コンプライア
ンス等、公開会社と同様の規制を受ける。旧
会社法上、例外規定であった100%外国会社
により保有されている場合における新会社法
上での取り扱いに関しては、インド会社法の有
識者間でも解釈が分かれている。

◆The Companies Act, 2013 原文

◆Securities and Exchange Board of India
　（SEBI）通達原文

◆Mergermarket India M&A trend report

◆インドM&A関連レポート（アンダーソン・毛利・
　友常法律事務所）

◆海外進出プラクティス・グループ レポート（小島
　国際法律事務所）

スクイーズアウトの導入

取締役の居住義務

その他

事業譲渡の承認方法の
見直し・定義の明確化

先買権・株式売買オプション
行使等に関する株主間合意

参 考 資 料

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。

Hiroki SHIBATA
柴田 宏樹

ファイナンシャル・アドバイザリー第2部
アソシエイト・ディレクター

M&Aトピック❷ インド会社法改正がM&Aに与える影響

2013年8月、約60年ぶりにインドで新会社法が正式公布され、
一部の条項については、その翌月に施行された。
近い将来での新会社法の全面施行を踏まえ、インド会社法改正がインド企業を
対象としたM&Aに与える影響や、日系企業が留意すべき点について紹介する。

インド会社法改正が
M&Aに与える影響
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　中国におけるM&Aはクロージング後、事業
展開のために大変重要な仕事が待っている。
その中でも内部管理制度の構築はとりわけ
重要であるが、意外と疎かになりがちである。
　弊社が受託する中国関連のコンサルティン
グ案件の多くは、M&Aや会社設立後にうま
く行かなかった既存投資先の経営改善、ま
たは現状把握である。経営改善や事業デ
ュー・ディリジェンスを行う際に調べてみる
と、管理面に大きな問題があって健全な経
営ができていないことが多い。
　問題は主に2種類であり、「管理制度の不
備」と「管理者の問題」である。管理制度は、
そもそも作っていない場合が多く見られる。
管理者（総経理や管理部長）は、能力不足、
脇が甘い、不正を働いている等のケースも珍
しくない。もちろん、それらの問題がある管理
者は日本人もいれば中国人もいる。しかし、
管理制度がしっかりしていれば「出来心」的
な不正は発生しにくくなる。逆に制度が不
備であれば、不正を働く土壌を提供してい
ることとなり、罪を作っているも同然である。

　内部管理制度には様 な々ものがあるが、
原理原則は明快である。ここでは例をいくつ
か挙げてポイントを紹介する。

　過去に、従業員の不正で数十億の損失を

出した実例があった。その会社の日本人総
経理は一人で遠隔地に赴任し、現地スタッフ
や幹部と仲良くやりたいがために、副総経理
に対して契約の許可や、契約の締結（販売）
と契約の履行（出荷）の権限を同時に与えた。
すると、契約がない先への出荷を度々命じ
て、不正に商品を横流ししたのである。
　また、他の会社の総経理は仕入れの契
約や支払い、入荷を一手に握っていた。す
ると、同じものを他所より常に50％高く購買
し、裏でリベートをもらっていた。
　これらの例から明らかに分かるのは、「権
限の集中は不正の土壌」だということである。
言い換えれば、権限を分離しなければ、や
ろうと思えば何でもできてしまうのである。
　権限の分離方法は色 あ々るが、基本的な
例を挙げると、契約の起案、承認、履行と履
行のチェックは同じ人がやってはチェックには
ならない。普通であれば、契約が正しい条件
かどうかをみて承認する人、契約に従い実行
する人、きちんと契約通りに履行したかどうか
をチェックする人、販売契約なら代金の回収
を、購買ならモノがちゃんと入ったかどうかを
チェックする人、といった各プロセスの担当者
には、異なる人物を配置すべきである。
　また、常識だが、帳簿を扱う「経理」とお金
を扱う「出納」は分けなければならない。会計
基準に明確な規定があるにも関わらず、いま
だ分けずに同じ人間に担当させている会社が
ある。帳簿と現金の両方に触れられると、不正
に動かした現金がばれないよう簡単に帳簿を
操作・改ざんできるので、実に危険である。

　権限を分離するだけでなく「ダブルチェッ

ク」を行うことは、不正だけでなくミスや漏れ
を防ぐためにも、重要で有効な手法である。
要はいずれのプロセスにおいても、一人の人
間ではなく複数の人間の目を入れることであ
る。それによりけん制機能が働き、ミスや洩
れも発見できる。
　例えば、ある会社は日本人の管理部長を
現地へ派遣した。総経理は中国人である。
派遣元の管理責任者は、その管理部長と仲
が良く彼を信頼していたが、中国人の総経理
のことは嫌っており、現地の管理部長に対し
て「総経理の承認を得る必要はなく、すべ
てあなたが決めて良い」と指示していた。す
ると、せっかく総経理が管理部長をけん制で
きる体制となっているにも関わらず、実際に
は管理部長が自由に決められるため、その
管理部長はすべての総務関係契約を利用し
て、社宅や車両賃貸、内装、システムなど、
ありとあらゆる隙間に手を出し、やりたい放題
に不正を行っていた。その結果、小さな会社
の立ち上げ時期にも関わらず、わずか数ヶ月
で何百万円も横領されていた。

　不正行為や間違った経理処理などが長年
続いていたのに、発見できないケースがよくあ
る。それは、同じ人間を同じポジションに長く
おいたままであることが、大きな原因であるこ
とが多い。特に、権限のある担当者や幹部
を定期的に（２～３年に１度）ローテーション
することは大変有効である。
　ある中国系民営会社のトップは、幹部のロ
ーテーションを始めたら、たちまち赤字が止ま
ったと言っている。
　他の例では、営業の場合は価格決定・代

金回収（製品納入）・入金（出金）チェック、
製造の場合は原料（使用）・製造・倉庫（入
出庫）、経理の場合は起票者・承認者・照合
者、について権限分離し、かつその担当者を
定期的に入れ替えることなどが挙げられる。

　権限規程も、初期から作らなければなら
ない大事な内部管理ルールである。交際費
のような小さな支出から、契約金額のような
大きな資金の流れまで、必ず「誰がいくらま
で権限があるか、それを超えた場合どの上
役が承認しなければならないか」を決めてお
くべきである。
　例えば、ある従業員50名の外食産業の
総経理は、毎月35万円相当の中国元を上海
で使っていた。営業日で割ると毎日1,000元
（約13,000円）の支出になる。本社の幹部も
多いと感じてはいたが、規程がないためクレ
ームをつけることもできないまま2年が経って
いた。その会社は年間数十万元の赤字であ
った。明らかに不適切な行為にも関わらず、
根拠になる規程や管理制度がないために早
期発覚も止めることもできず、会社は損失を
被り続けていたのである。
　また、ある貿易会社の担当者は、一千数
百万元（約2億円）の取引契約をした上で出
荷したが、結局出荷先から商品がごっそり消
えた、という例がある。権限規程があれば、
一担当者に巨額の権限を与えるはずがなく、
上役の承認がない限り、回収できそうにない
相手と契約を締結することも、与信で出荷す
ることもなかったはずである。

　次に社印の管理の重要性を挙げよう。
　中国は最終的に契約社会であるが、その
「契約」において、社印は至上である。社印
が押されていれば会社行為と認められ、会
社責任になる。
　例えば、ある会社の副総経理は在職中に
保管していた社印を白紙に押して、辞職後に
その白紙に銀行借入保証の内容を記載し、
3,000万元（約5億円）を銀行から借りた。副
総経理のいたこの会社は保証人の責任を追
及されたが、不服として銀行と法廷で争っ

た。結局、本物の社印を押されていたとい
うことで会社の行為と認められ、3,000万元
の大金を支払い破産した。管理不行き届き
の責任であった。
　別の会社では、運転手を解雇したところ、
その運転手が後に、会社の社印が捺印され
た「契約」をもって「解約時に損害賠償30
万元（約500万円）を支払う」という条項に
基づき訴訟を提起した。会社側はその社印
は偽造であると主張し、確かにその社印はコ
ピーで、正規の社印と形も文字も異なってい
た。しかし、その社印のコピーは会社で日常
的に使われていて、度々通関書類にも押され
ていた。というのも、その会社の日本人の総
経理は毎月日本に帰省し、その際に社印を
持ち歩いていたが、その間も通関などの業務
に必要であるため、担当者が勝手に周辺の
店でコピー社印を作って使っていたのである。
そのコピー社印はオフィスの机の上に置いて
あり、誰でも使用可能であった。裁判所は、
通関書類という公の文書に押されていたこと
を理由に、会社側の損害賠償責任を認めた。
結局、会社側は涙を呑んで、詐欺者の運転
手と多額の弁護士費用を、社印の管理がず
さんである付けとして支払った。
　社印とその管理は、中国での会社運営に
おいてどれだけ大事なものか、疎かにすると
どれだけの被害になりかねないか、これらの
例から分かっていただけるだろう。これと同
じく、契約印や銀行印も大変重要なもので
ある。他人の痛みを教訓として肝に銘じ、き
ちんと管理していただきたい。
　管理の注意点としては、例えば、専任の権
限者に管理させる、必ず保管場所に施錠す
る、押印申請を一定のルートで提出させ、押
印したら記録をとって保存する、などがある。

　最後に、中国でM&Aを検討される際に
気を付けていただきたいことについて触れた
い。「中国だから」という言葉をよく耳にする
が、実はそこに落とし穴がある。
　ある貿易会社で、輸入機械の通関書類に
実際のスペックより低いスペックを記載してい
た。それを赴任早 の々日本人総経理が指摘
すると、スタッフからは「節税のために中国で

は一般的だ」と説明があった。「中国だから」
仕方がないと新任総経理は「納得」してサイ
ンしたが、後に脱税容疑で税関の調査が入
り、刑事責任を問われた。結果、担当の中
国人スタッフは5年の実刑、日本人総経理は
パスポートを1年間没収された。
　二重帳簿についても、「中国だから」珍し
くない、大した問題ではない、と解釈される
場合がある。しかしながら、二重帳簿は歴
然とした粉飾であり、粉飾している会社の
帳簿はどちらか一方は正しいとして信用でき
るだろうか。個人オーナーで、会社の金も自
分の金も全部自分の財産だと考えている民
営企業を買収するM&A案件において、そ
のように二重帳簿になっているケースが時々
ある。そのような買収ターゲットには、税務リ
スクや法務リスクがあるのはもちろん、企業
文化がいい加減で財務内容は散 で々あるこ
とが多いため、買収後の経営は間違いなく
苦労するだろう。粉飾を日常茶飯事のように
行っている会社を買収することはお勧めでき
ない。
　中国の経済開放から30年以上経ち、民
営企業・国有企業を問わず、中には先進国と
の取引や提携において教育され鍛えられて
大きく成長し、グローバルの常識に適った会
社はいくつもある。M&Aを成功させるため
に、是非「中国だから仕方がない」と簡単に
諦めずに、普通の日本の常識で目利きをし、
誠実で法律を遵守している会社をM&Aの
対象として選んでいただきたい。�

「内部管理制度の不備」が
M&Aの失敗を招く

「中国だから仕方がない」
ではない

内部管理制度の原理原則

ダブルチェックは必須である
其の二

担当や幹部はローテーションを
其の三

印鑑管理を厳重に
其の五

権限規定で承認ルールを明確に
其の四

権限の集中は禁物である
其の一

中国黒竜江大学卒業、中央大学大学院
法学研究科修了。中国交通部（水利工程
研究所、COSCO）を経て、1987年に三菱
商事㈱に入社し、本社の投資総括室（現、
リスクマネジメント部）、企業情報部にて
勤務。2001年より三菱商事（上海）有限
公司へ派遣され、リスク管理部長、内部
統制推進部長として駐在。2012年にフロ
ンティア・マネジメント㈱に入社。
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アジア事業部長

海外トピック 中国M&Aクロージング後の肝 ～「内部管理制度」の原理原則～

中国におけるM&Aにおいて、クロージング後に事業をうまく展開していく
決め手のひとつは「内部管理制度の構築」であるが、実際には意外と疎かになりがちだ。
中国での企業経営における内部管理制度構築のポイントをいくつか紹介する

中国M&Aクロージング後の肝
「内部管理制度」の原理原則
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