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　今年に入ってから、日本企業は、相手方

が日本企業又は海外企業を問わず、業界

再編や成長戦略としてのM&Aを益々活発

化させています。その中で、忘れてはならな

いことは、最適なM&Aの相手方を探すこ

と、有利な条件でM&Aの契約を締結する

こと、M&Aをクロージングさせること等であ

り、これは大変重要なことですが、それと同

じ位重要なことが、「M&Aで買収した企業

を形式面のみならず実質面においても統合し

ていくこと」そして、「当該対象企業との間

のシナジーを発揮させ、契約締結時に想定

していた以上にグループ全体の企業価値を向

上させること」だということです。このうち、

前者をPMI（Post-Merger Integration）と

いい、今回は、特集Ⅰにおいてその重要性と

ポイントを、マネージング・ディレクターの小

林より解説しています。

　フロンティア・マネジメントは、コンサルテ

ィングとM&Aの両業務のコラボレーション

サービスを得意としており、その中で、PMI

支援業務はその象徴的なサービスですの

で、ニーズがあるお客様は是非とも弊社に

お声掛けを頂ければと思います。

　「Frontier Eyes」第7号は、M&Aの話題

を多めに盛り込んだ内容になっております。

今後とも、皆様の忌憚のないご意見等を頂

戴できれば幸いです。

　上海出張の余談です。瀟洒な欧州建築

で有名な外灘地区を散歩していると、イオ

ニア式円柱が目を引く建物の正面で、一対

の獅子像に出会いました。片方が口を開

け、もう片方が口を閉じているブロンズ彫刻

です。私は、日本の狛犬と同様だなと直感

しました。開いた口が「阿」、閉じた口が

「吽」、一対で「阿吽の呼吸」を表している

という記憶が蘇りました。因みに「阿吽」は

密教の言葉で、源流はバラモン教の韻だ

そうです。

　さて、弊社の上海人スタッフに、日本の「阿

吽」の話をしてみると、想定外の反応が返

ってきました。中国の一対の獅子像は、「阿

吽の呼吸」ではなく、現世利益的な意味を

付与されていました。具体的には、開いた

口は「お金が益 入々る（只進）」、閉じた口

は「懐のお金が出て行かない（不出）」を

表現しているというのです。

　改めて調べてみると、獅子像は元々、エ

ジプトやメソポタミアでライオン像として発祥

し、インド経由で中国に伝わって「唐獅子」

になり、それが日本に伝わって時間をかけ

て今のような狛犬になったとのことです。起

源は同じながら、中国で広がった獅子像が

プラグマティックで非哲学的意味を表象し

ているのに対し、日本に伝わった獅子像が

真逆の哲学性を内包しているのは大変興味

深いです。

　グローバル化した現在、各国の文化や情

報は瞬時に共有されます。しかし、獅子像

のように、共有された文化や情報が、各国

で消費・昇華された結果は画一ではありま

せん。企業文化も同様かもしれません。我々

はコンサルティングの際、常に予断を持たず

に各社に真摯にヒアリングをし、個々の企

業の実像を正確に把握していくことを忘れ

ないようにしたいと考えています。
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　PMI（買収後統合、Post-Merger Integra-
tion）は、買収側と被買収側の企業が、互いに
変革して新たな価値を生み出す契機である。
　買収によるシナジー（相乗効果）は、買収側
が一方的に被買収側から何か（技術、販売
チャネル、人材等）を得るのは難しく、PMIを
確実に遂行して初めて実現できるものである。
当たり前のようだが、後述のとおり意外にも理
解されていない。
　もう一つ残念ながら理解されていないの
は、実はPMIに自信が持てれば買収のチャン
スも拡がるということである。M&Aの経験が
豊富な企業でも、過去のM&Aで苦労した経
験から故、買収に非現実的な要求が課され、
検討途上で買収自体を断念するケースがある。
　さらに、M&Aで成長と事業価値向上を実
現してきた巧者といわれるグローバル企業で
は、PMIの「P」はpost（後）のみならずpre
（前）も意味している。すなわち、クロージン
グ前から実質的な統合作業に本格的に着手
する。ここが多くの日本企業と一線を画して
いるところである。シナジー創出にはスピー
ドが極めて重要であり、最初からトップスピ
ードで走る必要性をM&A巧者は理解して
いる。そこで、私共は、M&Aを「点」ではな
く「線」として捉えることを提唱している《図
表1》。
　「M&Aの7割は失敗する」という一説が
あるが、確かに所期の目的が達成できないデ
ィールは多い。M&A失敗の原因は大きく３

つの要因に帰着できる。

●要因1：後付けの「戦略」
　案件ありきで戦略を考える（しかもそ
れなりの説得力がある）

●要因2：とにかく買うことが先決
　買収価格の妥当性は極めてロジカル
な評価が難しいこともあり、投資回
収の責任を誰も問われない

●要因3：自分は変わらない
　買収した会社を変えようとはするもの
の、基本的に表層的・形式的な“統合”
で満足してしまう

　これらはいずれもPMIの本質が浸透してい
ない背景要因であるが、一方で、これらが克
服できない最大の理由は、次項に述べるシナ
ジーの追求が優先されていないことにあると
考える。

　M&Aにおいて、シナジー（相乗効果）創出
を目指さない例はまずお目にかからない。よ
く言われる「1+1=2では意味がない」、「単
なる足し算ではダメ」というのは、買収プレ
ミアムを考えてもまったくそのとおりである。
シナジーとはそもそも何であり、どうすれば
実現できるのかを、あらためて論じてみたい。
　シナジーを大別すると、事業面と財務面（税
務を含む）があるが、本稿では事業面に範囲
を限定させていただく。

　事業面のシナジーは、さらに「（売上）成
長シナジー」と「コストシナジー」に分けら
れる。後者のコストシナジーは比較的判り易
く、間接部門など重複業務の一本化、営業・
製造・物流等の拠点統廃合等が挙げられ、
定量化も比較的容易である。
　一方、実現も定量化もはるかに難しいの
が、前者の成長シナジーである。産業・製
品のライフサイクルや競合動向もダイナミック
に変化し、いかなる競合優位性・収益の源
泉も、陳腐化に抗い切れない中、様 な々戦
略変数の組み合わせで動的な解を追求し続
けなければならないからである。
　M&AやPMIについて書かれている書物
は数多くあるが、あまり強調されていないシ
ナジーの要点が『スピード』である。テクニ
カルな説明は割愛するが、基本的なDCF法
では、買収シナジーは、買収対象企業の営
業FCFの成長率の増分、すなわち『成長の
スピード』に直接比例する。例えば、買収プ
レミアムが30%の場合、永久に成長率を約
2%引き上げなければならないことになる（資
本コスト10%の場合）。持続的に成長率を
2%アップするには、間接部門や拠点の合理
化等のみでは事実上不可能である。
　スピードとならび重要なのが戦略的自由度
である。買収は、その時点で見えている市
場機会と、その捕捉に必要な事業モデル構
築にきわめて有効な手段の一つである。買
収プレミアムに見合うシナジーを実現するに
は、しかしながら一時の「期間限定」では
なく、買収によってこそ手にできる戦略オプ
ション、すなわち戦略的自由度が高まること
こそ重視されねばならない。
　成長シナジー実現がどう難しいかを、頻繁
に成長シナジーの源泉として挙げられる買収
の「狙い」の例を挙げ論じさせていただく。

　このシナジーは、たとえばある顧客がA社
とB社からそれぞれ各社の製品を買う選択
肢はあったものの、A社とB社の統合によっ
て、A社製品だけを買っていた顧客がB社
の製品も買う（クロスセルの成功）必然性が、
顧客セグメントで特定でき、A社製品とB社

1 見過ごされている
PMIの本質

2 シナジーとは

狙いその❶
製品ポートフォリオの充実と両社の
顧客基盤を活かしたクロスセル

東京大学大学院、ミシガン大学経営大学院修了（MBA）。一級建
築士、公認PMP。外資系戦略コンサルティングファームで、戦略策
定、組織能力向上、PMI等のプロジェクトをリード。GEヘルスケア
では、事業ターンアラウンド、SCM最適化プロジェクト等の責任者
を務める。2012年にフロンティア・マネジメント㈱に入社、マネージ
ング・ディレクター就任。

Hajime KOBAYASHI
小林　創

コンサルティング第2部
マネージング・ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

M&Aの点と線図表
1

戦略策定・遂行 PMI （買収後統合）買収

“点”

戦略策定・遂行 PMI （買収後統合）買収

“線”
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PMIがその鍵を握る。

企業買収には自力で解決できない重要課題があり、

第三者の専門家の「加速装置」としての活用が有効である。

Featured

Ⅰ

02 FRONTIER±EYES  NOV. 2014 NOV. 2014  FRONTIER±EYES 03

出力ファイル名：FrontierEYES_v07_p02-p03_141015_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.10.9.5

2014-10 vol.09-141015

機関誌『Frontier EYES』vol.07（2014.NOV.）
P02_P03



製品のカニバリゼーション（自社の製品・ブ
ランドと自社の他の製品・ブランドの競合）
を上回る必要がある。短期的なシナジーの
源泉だけに、M&Aの成否が露呈し易い。

　定性的には否定しがたい狙いではあるが、
マネジメントも投資リターンの測定も極めて難
しい研究開発において、これは、狙いその1
よりさらに難易度が高く、実現の時間軸が長
い。そもそも研究開発力の融合とはどういう
ことなのか。また、機能・仕様面でできなか
ったことが技術的にできるようになる＝新製
品の市場での成功、ではない。「いいものは
売れる」というものづくりの幻想に囚われず、
売れるものがいいもの、という発想でスター
トしないと、この一見もっともらしいシナジー
は画餅に帰すリスクが高い。

　買収によって売上面のシナジーを実現すべ
く、統合前に両社ともアドレスできていなか
った市場に参入するというのはシナリオとして
は明確だ。問題は、なぜ買収すると各社が
単独では開拓できないが統合するとできるの
か、その道筋と方法論が、社内ですら具体
化されていない例がある。しかしながら、特
に買収側の買収意図が、既存事業の衰退が
見込まれる中、新たな成長機会に主眼を置く
とすれば、この狙いは買収前においても買収
後においても、実行可能な形で具体化・明
示されなければならない。
　ここで一つ申し上げておきたい重要なポイ
ントは、買収によって得るべき成長シナジー
の源泉は、実現も定量化も難しい反面、“リ
アル・オプション（real options：金融工学で
用いられるオプション価格評価の実物資産
への応用）”としての戦略上の選択肢を獲得
する意味において、中長期的に持続可能な
成長のドライバーと成り得る。この定量化が
困難であることはさておき、統合に失敗する
ということは、将来行使し得る様 な々戦略上
の選択肢の放棄を意味しかねない。

　やや余談になるが、リアル・オプション理
論は、当初原油掘削や新薬開発といった不
確実性が高いとされる投資意思決定評価に
応用され、投資の特性上M&Aへの応用も学
術的には続けられているようである註。

　前項で述べたとおり、シナジー実現には
PMIの徹底が必須要件となるのだが、実際
にはPMIが徹底されていないケースが多い。
　私共が日頃、コンサルティングやFA業務
を通じてクライアント企業の方 と々お話しさせ
て戴く際に常に感じるのは、買収候補を特
定する以前の段階でも、社内で大変なご苦
労をされていることである。
　最近私共がご支援している案件では、従
来のM&Aアドバイザリーの前工程、即ち事
業戦略の策定から候補企業の特定・評価（ロ
ングリスト、ショートリスト作成）のお手伝い
をするケースが増えているが、買収候補を特
定しようとする段階で、共通の課題に直面す
る《図表２》。
　これらはいずれもPMIでもアドレスすべき
課題に他ならず、買収前からクロージング後
の（狭義の）PMIで継続して取り組まねば
ならない。すなわち、M&Aはクロージングし
て終わりではなく、点ではなく線で捉え、ク
ロージングで「肩の荷を下ろさず、『これから
が本番』と考えて苦労し続ける」ことが不可
欠である。にもかかわらずPMIが（結果的に）
疎かになるのは、クロージングに至るまでに
息切れし、幕開けの筈のクロージングが「幕
引き」になってしまうからである。

　買収が戦略策定・遂行の当然の前提とな
った今日において、PMIは経営が磨くべき能
力である。M&Aの数をこなせば自動的に
PMI能力が身に付くというものではない。
PMIの能力は、従前から求められている経

営基盤そのものに深く根差す。
　企業（あるいは事業）買収によるシナジー
創出とは、一方的な技術やノウハウの吸収で
はない。これまでは存在しなかった新たな価
値を、お互いが変革（transformation）する
ことで初めて創出できるのがシナジーである。
出自も文化も大きく異なる「赤の他人」が関
わってくる故に難度は高いが、新たな成長と
いう報酬は大きい。
　M&A巧者とされているGEは、PMI能力
を組織能力の根幹と位置付けている。リー
ダーシップ育成でGEは有名だが、筆者が
GEに在籍していた際に行なった買収案件で
は、fast trackerと位置付けられている人材
がTransformation Leaderとして実際にPMI
の指揮を執っていた。
　いかなる企業も事業環境の変化を免れら
れず、常に自己変革が求められる意味で、
変革を実現する能力は経営の根幹であり、
その巧拙が、難度の高い状況で顕著に現れ
るのがPMIであり、これを切実に認識して
いるからこそGEはPMIをTransformation
として実践する。
　そして、実際に私共が目にしているだけで
も、PMIが徹底されなかったために失敗し
たM&Aは数多く存在する。その中でも典
型的なパターンを3つ示すこととしたい註。

●ケース1：利益率の低下
　地方のある小売業では、市場縮小・
競合激化の中、売上・コスト共にシナ
ジーが出せない結果、利益率が大幅
に低下した

●ケース2：人員の大量流出
　あるITシステム企業では、子会社の
社員が経営方針に疑心暗鬼になり、
キーマン含め優秀な社員が大量辞職
した
●ケース3：顧客の離反
　ある製造受託企業では、親会社の尊
大（顧客から見て）な営業姿勢や顧
客サービス軽視により、子会社が関
係を培ってきた優良顧客が、競合他
社に委託先を切り替えてしまった

　PMIには必ず自社の能力を超える課題の
解決が求められる。課題は一言でいえば「コ
ミュニケーション」である。コミュニケーショ
ンと云うと、単にアナウンスすることと捉えら
れる場合もあるが、この文脈でのコミュニケ
ーションとは、シナジー創出を加速する「推
進力」「改革力」「調整力」の根幹である。

●推進力：当事者両社の全部門での本
来業務を超える大小様々膨大な作業
を、筋道立てて迅速に遅滞なく統合
的に進められる

●改革力：シナジー創出に必要な打ち
手を自社においても買収先においても
断行できる

●調整力：利害が必ずしも一致しない
（これはスピードが鈍る主因である）
社内外多くの関係者と正面から向き
合いつつ、また過度な妥協に甘んじる
ことなく解決策を見出し実行できる

　これらいずれの側面においても、PMIに
豊富な経験を有する第三者である専門家が、
中立的・客観的な立場で采配を振るうことは、
有効であるのみならず、特に利害相反の克
服には必須のため、第三者の専門家を原則
として活用すべきなのである。決して、自社
でできないからではなく、第三者を活用でき
るか否かも、特にPMIにおいて求められる
能力である。
　また、得てしてPMIにおいては人事、法
務といった専門領域に限定して第三者の専
門家を活用する例もみられるが、PMIにおい
ては、前述のとおりコミュニケーションといっ
た、いわばソフトな要素が極めて重要であり、
ビジョンの共有や統合のボトルネック解消の
鍵を握るコミュニケーションにこそ、第三者を
活用すべきと私共は考えている。
　私共フロンティア・マネジメントは、戦略コ
ンサルティング、ファイナンシャル・アドバイザ
リー、法務・税務・会計等専門能力を、従
前より企業買収、事業譲渡、グループ企業
再編といった様 な々局面で発揮してきたこと
で、これら多様な専門性の融合による、調

整力・推進力・改革力を発揮し、培ってきた。
ここで、私共の近年のPMI支援事例を、簡
単に紹介させていただく。

　大手証券会社の統合支援では、クライアン
ト様の推進事務局が全員兼任者（PMIにお
いてはごく普通の状況）が、同時多発的に
発生するかに見え、膨大な統合作業に圧倒
されたが、顧客対応も含む統合作業のクリ
ティカルパスを明確にして両社トップの迅速
な意思決定を誘導担保することで、「推進
力」を発揮した

　大手食品3社の統合支援では、社長や各
部門長の椅子をめぐる牽制で統合が頓挫し
かねなかった状況を、同じテーブルにつかせ
第三の道を模索し、粘り強く建設的な議論
を促したことで無事新会社設立にこぎつけた

　大手消費財メーカー統合では、従前の家
族的経営からエリア拡大を実現するため、
真に企業的な経営手法に転換する上で社内
の大きな抵抗と停滞が予想されたが、人事

含む経営基盤構築や新たな企業ビジョンを
柱にした経営陣の意識醸成を合わせ技で実
施、成長を実現した

　PMIと一口に云っても、あまりに様 な々文
脈で極めて多様な形態が存在し、方法論も
定義も総花的なものになりがちである。実は
これがPMIへの「投資」に消極的になる原
因となってはいないだろうか。
　また、本稿で挙げた事例も決して大失敗
ではなく、評価すべき点もある。しかしなが
ら、申し上げたいのは、PMI不徹底による
M&Aの機会損失はぜひとも防ぐべきという
ことである。
　M&Aは相手と競合があるだけに、経営
の意のままにはならないが、それだけに戦略
的に有意義な案件に巡り合えるのは貴重で
ある。貴重であるが故に、多くの企業が完
全主義になるが、スピードが肝のPMIはまさ
に「巧遅は拙速に如かず」であり、貴重な
機会への多大な投資を水泡に帰させぬため
にも、M&Aを点でなく線ととらえ、買収プレ
ミアムに見合うシナジーを実現すべく、本稿
がPMIの本質を再考する一つのきっかけと
なれば幸いである。�

5 第三者活用の意義

6 おわりに

3 なぜPMIが疎かに
なるのか

4 PMIに求められる
能力

狙いその❷
両社の研究開発力を融合した
画期的な新製品の開発

狙いその❸
新たなソリューションの
開発・提供による市場創出・開拓

事例1
脆弱な推進事務局の補完

事例2
利害衝突の解決

事例3
改革の柱となるビジョン

註：ご興味のある方は例えば「リアルオプション理論による
M&A分析の展望（オペレーションズ・リサーチ：経営の科
学53（11），635-640，2008-11-01、社団法人日本オ
ペレーションズ・リサーチ学会）」をご参照されたい

註：企業が特定されないようデフォルメしていることをご
容赦いただきたい

出所：フロンティア・マネジメント作成

M&A検討段階の主な課題図表
2

事業ビジョン

事業戦略

ケイパビリティ分析

ストラクチャー

評価基準

社内コミュニケーション

買収後の経営可能性

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

目指す姿を実現するベストの手段は何か。買収によってどのような戦略オ
プションを掌中にして実現するのか

買収企業に何を求めるのか。自社になく相手にあるケイパビリティを得て
シナジーが見込めるビジネスが組み立てられるのか

そもそもその事業をどうしたいのか

買収なのかマイノリティ出資なのか業務提携なのか

自分が持っていないものも欲しいが、あまり近いとカニバリも大きいし、あ
まりに（事業領域的に）距離があってもマネージできないのでも困る

本社（コーポレート部門）と現場（事業部門、子会社）の買収に関する考え
方がかなり違う

PMI遂行に不安があるため、どうしても自社の目鼻が効き、既に拠点があ
る地域、かつ規模が小さい案件に限定してしまう

いま見直すべきPMIの本質  ～シナジーをお題目で終わらせないために～
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　厳しい競争環境の中、企業はその企業価
値向上を目指して成長戦略を描きつつも、そ
れを実行するための経営資源には限界があ
るという現実に直面することがある。
　そのようなリソース不足に対して、業務改
革を通じた特定のビジネス・プロセスの外部
化（アウトソース）は下記の理由でその解の
一つになりえるわけだが、本稿では、間接
業務の外部化の検討フレームワークと、更に
外部化の場合にM&Aという切り口で検討・
実行する際のアプローチについて議論する。

　業務改革を行うに当たって、まずは企業
活動全体のバリューチェーンを分解し、それ
ぞれのバリュー（付加価値）を可視化・定
量化する必要がある。問うべきは以下の3点
である。

●企業の競争優位性は何か？その優位
性は何から生まれているのか？

●今後の企業の戦略的方向性は？何を
強化していくのか？

●現状、その強化に振り向けられる経
営資源（人材、時間、資金等）は？

　そして、企業の個別の業務のうち、自社
で所有することが必須ではない業務を特定
して、そこで消費しているリソースを、戦略
的に強化していくべき分野へと振り分けてい
く。対象が「ノンコア事業」という場合もあ
れば、「間接業務」というケースも多い（例
えば、IT、財務・経理、人事、調達、製造、
メディアなど）。

　例えば、日立製作所は2014年8月5日、
国内の日立グループ財務関連業務の一部
を、Genpactに外部委託することで合意した

と発表した。日立マネジメントパートナーの財
務ソリューション事業を新設分割し、その全
株式をGenpactへ譲渡、日立マネジメントパ
ートナーの約170名が新会社に移籍する予
定だという。また、新会社はGenpactの日本
における財務サービスの中核会社として日立
グループからの更なる受注規模拡大と、日
立グループ外の国内企業からの新規受託を
積極的に進めていくとしている。
　日立グループは、2011年、社会イノベーシ
ョン事業戦略の加速のために、グローバル
先進企業に伍した収益基盤の構築と、新興
国企業とも戦えるコスト構造への転換を目指
して、「Hitachi Smart Transformation 
Project」を開始している。
　国内リソースに依存することなく、全体最
適を図り、過度の自前主義から脱却すること
で、生産コスト・直接材コスト・間接コスト
の総額約9兆円にメスを入れることをその施
策としており、このプロジェクトで2011年度
から5年間の累計で総額4,000億円のコスト
削減を目標としている。

　間接業務の外部化には明確な目標設定と

慎重な検討及び委託先との交渉が求められ
る《図表》。
　また、特に、組織再編行為を伴うアプロ
ーチは、一般的なM&A取引と同じく、対
象業務に関する資産・負債／権利・義務の
どの範囲を移管対象とするかを明確に定義
することが重要となる。
　通常のM&A取引と異なるのは、業務移
管先（M&Aでいう事業売却先）で引き続き
同じ業務を移管元企業から委託するため、
対象業務が移管後の創出するキャッシュフロ
ーと、委託元が支払う委託費用は、委託元
のコスト削減という観点ではトレードオフの関
係となり、事業売却価格というものが成り立
ちにくいという点が挙げられる。また、グル
ープ会社が存在し、そのグループ会社の対
象業務についても将来移管する場合には、
将来移管されてくる資産・負債／権利・義務
についても、未確定な状態で、その移管の
取り扱いを規定しておく必要がある。
　更に、人材の移管を伴う場合、当初移管
される従業員のみならず、将来移管されるグ
ループ会社の従業員の労働条件や雇用その
ものの維持等、慎重な検討が求められる。
そして、対象業務を既に共通化（シェアード
化）している場合、そのプラットフォームとし
てのITシステム及びネットワーク関連資産を
移管するか否かの判断と、BPR（企業活動・
業務フロー最適化）をいかに継続していく
かの担保が重要となる。
　そして、最も重要なのは、業務委託契約
（BPO契約）と、M&Aに係る契約（例えば
株式譲渡契約）が表裏一体であり、両方の
契約書が完全な整合性をもって交渉・締結
される事が必須であることである。

　最後に、具体的な業務外部化の方法論を、
紹介する。

　方法論の選択においては、特に、間接業
務の外部化を通じて人材の移管も伴う場合、
その労働条件等を可能な限り維持しつつ、
一方で、間接業務にかかる費用の低減を実
現（外部ベンダーが企業へチャージする業
務単価を抑える）するという、相反する二つ
の目的を両立させることが重要となる。その
為には、繰り返しになるが、間接業務の外
部化と資産・負債の移管それぞれの目的を

明確にし、外部ベンダーとの条件交渉と、移
管の為のM&Aの観点からの条件交渉を、
整合性を取りつつ一体となって運営していく
ことが鍵となる。

　フロンティア・マネジメントは、業務改革コ
ンサルティングとファイナンシャル・アドバイザ
リー、そして法・会計制度面でのサポートを
一体で提供できることを特徴としており、企
業の間接業務の外部化においては、高い付
加価値を提供できるので、是非ご相談いた
だきたい。�

経営資源確保のための
間接業務の外部化

間接業務の外部化に伴う
組織再編

間接業務の外部化の
方法論

事例
日立製作所（2014年8月発表）

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

Naotomo AKUNE
阿久根 直智

ファイナンシャル・
アドバイザリー第2部
マネージング・ディレクター

間接業務のアウトソースによる
経営資源の本業への集中

●自社の競争優位性の源泉ではない業
務に対して投下する経営陣の時間の
解放

●対象業務を、専門ベンダーに依頼す
ることによる、業務関連コストの変動
費化・低減

●対象業務の効率性改善のための投資
の抑制

「間接業務サービス」の「所有」から
「利用」へ

●業務委託契約に基づく間接業務サー
ビス提供の委託
　̶組織再編は必要なし

●事業譲渡契約＋BPO契約に基づく、
間接業務そのものの移管

　̶人材を移管する場合には、民法
625条１項に基づく従業員の個別
同意が必要

　̶間接業務の遂行に必要なシステ
ム、機器などのうち、事業に関連
する資産を譲渡対象として特定

●新設分割＋BPO契約に基づく、間
接業務そのものの移管

　̶対象業務を新会社として分割
　̶人材を移管する場合には、包括承

継。労働契約承継法が適用
　̶既にシェアード化されている業務の

場合、それらにかかる契約関係も
全て一括で移管可能

間接業務外部化のフロー図表

間接業務コストの洗い出し
定義の詳細

●自社の間接業務の業務フロー、人員、外部ベンダー、システム等の確認（可視化）
●それぞれの間接業務にかかっている費用の確認（定量化）

シェアード化範囲 の特定 ●各間接業務のプロセス統一の可否の検討
̶ERP⑴プラットフォーム、ユーザーインターフェース等

BPO導入範囲の確定 ●営業上、法規制上、経営戦略上、外部へのアウトソースの可能性の検討

BPO化自社ポリシーの検討 ●外部へのアウトソースに当たって、システムや従業員、業務委託契約等の移管の
可否及びその方法の検討

BPOベンダーの選定 ●BPO対象業務、要件、自社ポリシー等のベンダー選定のためのRFP⑵の準備

取引ストラクチャーの検討 ●希望条件を実現するためのBPO化のストラクチャーの検討
̶期間、移管対象資産・負債（権利・義務）、スケジュール

BPOに係る各種条件の交渉 ●BPO単価（BPRによる単価値引き率を含む）、オフショア比率（デリバリー拠点）、
SLA⑶のKPI⑷、ITシステム利用条件、移管対象従業員労働条件などの検討・交渉

BPO契約、その他契約の締結 ●BPO契約、SPA（取引ストラクチャー次第）、人財にかかる覚書、などの締結

●対象間接業務の、BPOベンダーへの完全移行

オンサイト業務DD ●案件公表後、BPOベンダーによる実際の業務現場での業務フロー、プロセス、マ
ニュアルの確認

パラレル・ラン ●完全移行に向けた、現在の拠点とBPOベンダーのサイトの両方で並行した間接
業務実行

Go Live

注：⑴ERP: Enterprise Resource Planning（統合基幹業務システム）　⑵RFP: Request for Proposal（提案依頼書）
⑶SLA: Service Level Agreement（サービス水準合意）　⑷KPI: Key Performance Indicator（業績評価指標）

出所：フロンティア・マネジメント作成
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間接業務の外部化（BPO）に伴う組織再編
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間接業務の
外部化（BPO）に
伴う組織再編
経営資源確保のための一つとして多く活用される
間接業務の外部化（BPO：Business Process Outsourcing）について、
その検討のフレームワークを提示する。そして、更に組織再編（M&A）を伴うアプローチで
BPOを実行する際の検討ポイントを紹介する。
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　消費財を扱う企業にとって、極めて重要
な戦略の1つは「チャネル戦略」である。有
望なチャネルの見極めと選択が、企業の成
長を大きく左右するからである。いわば、成
長チャネルでの展開は上りのエスカレーター
に乗っている様なものである一方、衰退チャ
ネルに固執することは下りのエスカレーター
に逆行して上階を目指すようなもので、成長
継続には相当の努力が求められる。
　さらに、需要縮小が長らく継続する日本
市場では、限られた顧客の「財布」を巡り、
チャネルの垣根を超えた競争が激化してい
る。例えば、ドラッグストアは食品の取り扱
いを強化することで食品スーパーから顧客
を奪取している。またコンビニ各社は安くて
おいしいコーヒーの拡充により、カフェチェ
ーンやファーストフード店からの顧客奪取に
成功している。このように、自社製品を扱う
チャネルの多様化が想定される中、伸長す
るチャネルを見極め、そこにうまく適合する
ことが益々重要となっている。
　展開チャネルの選択は極めて重要である

一方、衰退する既存チャネルに見切りをつ
け、成長チャネルで再成長を実現する「チャ
ネル転換」は必ずしも上手くいっていないよう
である。チャネルの盛衰が特に激しいアパレ
ル業界においても同様である。本稿ではアパ
レル業界での近年の潮流であるショッピングセ
ンターへのチャネルシフト例をもとに、なぜチ
ャネル転換が難しいか、チャネル転換を果た
すためには何が求められるのかを考察する。

　アパレル業界における最も大きなチャネル
構造の変化のうちの1つは、百貨店の衰退
とそれに代わるショッピングセンター（および
入居する専門店）の台頭といえる。百貨店
の市場規模は1991年に12兆円を超えピー
クを迎えた後縮小の一途を辿り、現在は7
兆円を下回る水準となっている。一方、ショ
ッピングセンターは未だ成長を継続してい
る《図表１》。
　こうした構造変化に対応する様に、かつ
て百貨店と共に成長してきたアパレル各社

も、ショッピングセンターへの展開を加速さ
せてきた。（例えば業界トップのワールド社は
2000年にショッピングセンター向けブランド
「ハッシュアッシュ」を立ち上げている。）一見、
百貨店とショッピングセンターは、インショッ
プ型の店舗を構えるという点で「似た」ビジ
ネスと思えることも一因であろう。もしくは、
高額品を扱う百貨店で成功を収めてきたア
パレル企業にとって、比較的廉価品を扱うシ
ョッピングセンターチャネルは「容易」なビジ
ネスと考えられたかもしれない。いずれにし
ろ、百貨店を主な展開先としてきたアパレル
企業により、数多くのショッピングセンター向
けブランドが開発されてきた。

　しかし、百貨店を主戦場としてきたアパレ
ル企業のうち、ショッピングセンターで成功ブ
ランドを開発できた企業は一部にとどまって
おり、その多くは依然として百貨店依存から
脱却できていないのが現状である。なぜチ
ャネル転換はかくも難しいのであろうか。
　その最大の要因は、組織の慣性（過去の
成功体験や業務方式への拘わり等）から、
ショッピングセンターで求められる要件に対
応しきれなかったためと当社は考えている。
　そもそも、百貨店とショッピングセンター
で明暗が分かれているのは、単に取扱商
品の価格帯やターゲット顧客層等が異なる
ためではなく、ビジネスモデルの相違による
「構造的」な要因が存在するためと指摘さ
れている。つまり、百貨店はあくまで小売業
であり、商品を自力で揃えることに固執して
きた。そこでの価値観は、高価であっても
顧客が知らない様な最新・最高品質の商品

を扱うという「プロダクト・アウト型」の発
想である。一方、ショッピングセンターは賃
料を主収益源とする不動産業であり、賃料
最大化のために自前にこだわらず優良なテ
ナントの誘致を積極化させてきた。そこで
の価値観は、商品に固執するのではなく顧
客に受容されるものが正であるという「マー
ケット・イン型」の発想である。
　一方で、日本市場が飽和する中、消費者
ニーズが細分化され、商品の短サイクル化
が顕著になっている。さらに情報技術の進
展により、事業者と消費者との間の情報ギ
ャップは急速に縮まっている。その結果、
商品をしっかりと作り込み、かつ消費者との
情報格差を価値の源泉とする「プロダクト・
アウト型」の百貨店はこの変化に対応でき
ず、消費者の購買データから即座に商品を
開発する「マーケット・イン型」のショッピ
ングセンターが顧客支持を得られる様にな
ったと考えることができる。
　つまり、ショッピングセンターで成功する
ためには、単に価格や顧客ターゲットを変
更したブランドを開発するだけでは不十分
で、「マーケット・イン型」への転換が必須
となる。実際、百貨店とショッピングセンタ
ーでは、どの様な組織構造でどんな人材を
登用するか（組織・人材）、その上でどの
様に業務を進めるか（業務プロセス）、そ
の結果どの様な指標で管理するか（経営
管理）、といった全てのレイヤーで大きな差
異が存在する《図表２》。百貨店アパレルが
ショッピングセンターで成功するためには、
成功体験を捨て自社の強みを再構築する
必要があるため、躊躇や抵抗が発生し、
結果、数多くの企業がチャネル転換に失敗
していると考えられる。

　しかしながら、ショッピングセンターへの
チャネル転換に成功しているアパレル企業
も限定的ながら存在する。それらの企業
ではチャネルの本質的な違いを理解し、以
下2つの有効な策を講じている。

　TSIホールディングス傘下の東京スタイル

は、ナノユニバースやSTUSSYといったショ
ッピングセンターでも成功を収めているブラ
ンドを買収し、ショッピングセンターで求めら
れる体制を早期に外部から獲得している。
　一般的に、チャネル転換に伴うブランド
買収では、成果が不透明な中で投資リスク
を抑えるために、業績が悪化しているブラン
ドを買収対象とすることが多い。しかしそ
の場合、買収先の体制が脆弱なため、既
存チャネルに適合する買収元のスタイルを押
し付け、結果、所期の目的である新規チャ
ネルで求められる体制を獲得できないケー
スも多い。そのため、何を買収対象とする
かを慎重に見極めることが重要である。

　INEDやef-de等の百貨店向けブランド
を擁するフランドルでは、近年CLEAR 
IMPRESSIONやDRWCYSといったショ
ッピングセンター向けブランドが堅調であ
る。その要因は、ショッピングセンター向
けブランドを運営する組織をIBFMとして
分社化する等、百貨店向けブランドとは全
く異なる体制で経営しているためである。
これにより、百貨店・ショッピングセンター
それぞれで求められる体制を、同時に整
備・構築することに成功している。

　以上、アパレルを事例にチャネル転換が

難しい要因と、その中で成功するための方
策を紹介してきた。但し、チャネル転換は大
なり小なり既存の成功体験や強みを否定す
ることが必要なため、理屈はわかっていても
実際の行動に移すことができないケースも多
い。その場合、第三者の客観的な視点を導
入することが組織変革実現に有効なこともあ
る。自社の置かれた環境や組織の「思考の
癖」を冷静に見つめ直すことが可能だから
である。「似て非なるもの」をいかに見極め
るか ～ チャネル転換に課題を感じられてい
る皆様の参考になれば幸いである。�

消費財で高まる
「チャネル戦略」の重要性

アパレル業界でのチャネル構造
変化 ～百貨店の衰退とショッピングセンター
の台頭～

なぜショッピングセンターへの
チャネル転換が進まないのか

チャネル転換の成功要因

チャネル転換を果たすために
～冷静・客観性を持った環境分析力が

ポイント～❶優良ブランドの買収
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出所：経済産業省「商業動態統計」、一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

百貨店とショッピングセンターの市場規模の推移図表１

出所：フロンティア・マネジメント作成
チャネル別に求められる経営与件図表２

百貨店チャネルの特徴 ショッピングセンターチャネルの特徴

●売価変更プロセス・パターンが定まっており
（プロパー販売期間⇒セール期間）、管理
指標としてプロパー消化率※1等を重視

●トレンドに早期追随すべく、売価変更が恒常
的・単品ごとに実施されるため、管理指標と
して粗利額や在庫回転率等を重視

経
営
管
理

業
務
プ
ロ
セ
ス

組
織
・
人
材

●コレクション情報※2を主要な情報源として
MDを設計（プロダクト・アウト的）
●百貨店との良好な関係が重要で、催事等の
プロモーションも百貨店主導で実施

●販売情報が主要情報源、現場に権限委譲し
機動的にMDを設計（マーケット・イン的）
●テナント独自の販促施策が重要で、マーケ
ティングコストは高水準

●MDは（百貨店向け）営業経験者で、経験豊
富（シニア）な男性のケースも多い
●デザイナーやパタンナーは内部で抱える
ケースが多い

●MDは店舗経験者で、消費者プロファイル
に類似（若手・女性等）した人物が多い
●デザイナーやパタンナーは商社等に外部
化する例も存在

ショッピングセンター

2001年比
百貨店

※1：当該シーズンに定価（正規価格）で売れた商品の比率
※2：デザイナーがシーズンに先駆けて開催するショーや展示会からのトレンド情報

消費財トピック チャネル転換はなぜ難しいのか？ ～アパレル業界からの考察～

事業環境の変化に適応すべく、チャネル転換を図る企業は多い。
一方で、既存チャネルで培った体質や考え方が足かせとなり、その成果が結実されないケースも散見される。
本稿では、アパレル業界を例にとり、「チャネル転換の落とし穴」を考察する。

チャネル転換はなぜ難しいのか？
アパレル業界からの考察
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　足元では多くの製造業が最高益、あるい
はそれに準ずる業績回復を見せる中、「海
外工場のコスト低減が、当初想定を下回っ
ている」という弊社への相談が増えている。
　経営陣が製造担当者に説明を求めても、
「現地の人件費上昇が当初想定よりも速か

った」ことを言い訳にされてしまい、それ以
上追及できないうえ、好調な受注によって
「増産優先」の大合唱で問題点が覆い隠さ
れてしまい、困り果てて弊社に来られるケー
スが多いようだ。しかし、よく伺ってみると、
（確かに新興国を中心とした人件費上昇は
一つの要因ではあるが）往々にして原因は
そう単純ではない。弊社が支援させていた
だいた中堅国内メーカーＡ社の事例を参照
したい。
　中国とタイで樹脂部品を製造するA社は、
「納期短縮化」及び「不良率低減」対策と
称し、初期予算を大幅に超える人員をライ
ンに投入することで改善指標を達成してい
た。現地の人件費単価が安い為に、人員
増による対応が常態化していたが、当然の
帰結として、合計労務費は上昇し、収益性
も悪化する結果となっていたのである。結
局、A社は生産戦略の一部を改め、「計画
策定方法の見直し」や、「品質管理プロセ
ス定型化」などの施策を講じることで、負
のサイクルから脱することができた。
　このケースから得られる示唆は、現地人
件費のようなマクロ的外部環境変化はもちろ
ん、同時に内部環境というべき自社の組織
能力も適時的確に捕捉し、全社生産戦略
を進化させなければ、労務・人件費の低減
効果など吹き飛んでしまうということである。

　「全社生産戦略」とは、長期ビジョンと企
業戦略に基づいた、現時点の仮説としての
生産全体方針という意味で使用している。

しかし、中堅メーカーにおいては全社生産
戦略がそもそも存在しないか、もしあっても
長期ビジョンや企業戦略と整合していない
ことが多い《図表１》。
　近年の円高継続局面において、トップか
らコスト削減を至上命題として課された各
企業の製造責任者にとって、海外への生
産移管は様 な々課題を一気に解決してくれ
る万能薬に見えたことであろう。あるいは、
取引先からの強い要請で好むと好まざると
に関わらず海外生産を始めた中堅企業にと
って、そもそも進出前に全社生産戦略策定
に、十分な検討時間を確保することなど難
しかったに違いない。
　こういった全社生産戦略が不在のまま、
生産移管を実施した企業に共通するのが、
次の4つの特徴である。

　弊社では、この４つの「特徴」を、解決
すべき「論点」として、全社生産戦略再
構築に切り込むことが有効と考えている。

　逆説的ではあるが、海外生産を成功さ
せるためには、まず国内工場の位置づけを
明確にすることが必要だ。日本メーカーに

おいて海外工場は独立した存在ではなく、
依然としてマザーとしての国内工場の「子」
という立場に留まっているからだ。
　そもそもマザー工場の役割とは何か。《図
表２》にマザー工場として期待される役割
を整理してみた。一口にマザー工場といっ
ても、各社にとっての意味合いや役割は大
きく異なる。にもかかわらず、国内生産拠
点を漠然とマザー工場と呼び、明確なミッ
ションを定めていないケースが非常に多い
と私たちは感じている。
　ミッションを各社の業種、競合、ターゲッ
ト市場・顧客によって導出される「全社生
産戦略」において位置づけ、マザー工場
の役割から曖昧さを排除することによって
のみ、海外工場に求められる成果も明確
にすることが可能となるのである。

　中堅メーカーの経営層には依然、「海外
工場は低賃金だが、低技能」との心理的
バイアスが働いている場合が多く、生産技
術移転を積極的に行わない背景のひとつと
なっている。
　ところが、いまや新興国は一大需要地と
なっていることが少なくない。現地ニーズを
熟知した海外工場に現地向けカスタマイズ
を随時移管するところから、海外工場の需
要開拓機能を向上させることも検討すべき
と考える。
　そのためには有能な工場従事者の確保
が欠かせない。給与水準上昇と同時に付
加価値の高い仕事を移譲していき、単能
工からの成長を支援することで、海外工場
内にノウハウを蓄積していくことも有効と考
える。

　日本メーカーの競争力の源泉である現場
力は、日本以外における再現性が保証さ
れたものではなく、外注先や仕入れ先など
地域ネットワークまでを含めた、特定条件
の組み合わせの下に存在している。ところ

が、中堅メーカーにおいてこれら無形資産
をあたかも自社の確立した移転可能な有形
の技術と錯視し、海外工場移管に際して十
分な検討を実施していないケースが見受け
られる。
　トヨタ自動車はグローバル生産推進セン
ター（GPC）を設立し、従来暗黙知とされ
てきた技能を形式化して、世界各地の製造
拠点での生産技術・品質の確保を図るた
めに大変な資源を割いている。例えばマザ
ー工場のパイロットラインに、あらかじめ量
産を担当する海外工場の現場リーダーも含
めておくなど、限られたリソースの中でもよ
りスムーズな生産移管を可能とする工夫をし
ており、これは中堅メーカーでも模倣可能
かつ有効な施策である。

　全社生産戦略は、工場ごとの施策レベル
とは根本的に異なる。労務・人件費低減
に匹敵するような効果創出の可能性を秘め
た、「部材・外注の現地調達」検討に踏み
込むことが有効と考える。品質面の懸念や
既存国内調達先との長年の取引関係等を
理由に、二の足を踏む企業がまだまだ多い
が、中国沿海部やタイ等では既に産業集
積が進んでいる。競合優位性構築に寄与
するような、良質な調達先を見つけられる
可能性も高いと考えられる。弊社がご支援
した機械メーカーＢ社では、部材の現地調
達率を35%から約60%に引き上げることで、

部材費の約20%削減が可能となった。
　前掲の権限移譲とあわせ、海外工場にお
ける自らの改善を促し、自律組織への変革
を図る意味でも重要な施策と言えるだろう。

　グローバルな競争の激化に直面する現
在、残された時間は少ない。４つの論点は
全社生産戦略再構築のための突破口とな
りうる。果敢に戦略再構築に取り組んでい
ただき、仮説検証サイクルの定着化、ひい
ては組織能力の飛躍的な進化を達成して
いただければ幸いである。�

❶国内マザー工場と海外生産工場の役
割分担が不明確

❷心理的バイアスに起因する海外工場
への権限移譲不足

❸生産技術の固着性への無理解
❹調達コストへの踏込不足

海外生産拠点管理は、外部・内部
の環境変化を捕捉し、「全社生産
戦略」を進化させられるかにか
かっている

中堅メーカーにおける「全社生産
戦略」の不在と4つの論点

「全社生産戦略」再構築は
待ったなし

国内マザー工場の役割を各社カスタム
メイドで明確にすることが必要

論点❶

国内拠点における生産技術固着性を
前提とした（海外も含む）全社生産体制
構築が重要

論点❸

心理的バイアス克服によって思い切った
権限移譲を図るとともに、自律を支援

論点❷

思い切った現地調達への踏み込みが
更なるコスト削減余地をもたらす

論点❹

早稲田大学大学院商学研究科卒業、在学中CEIBS（中欧国際
工商学院）留学。2001年にアクセンチュア㈱に入社。2012年に
フロンティア・マネジメント㈱に入社。

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

Yosuke MOTOHASHI
本橋 陽介

コンサルティング第2部
ディレクター

Yasumasa GODA
合田 泰政

執行役員
コンサルティング第2部長

出所：経済産業省「2013年版ものづくり白書」を基にフロンティア・マネジメント作成

国内生産拠点の役割は企業によって様々図表２

出所：フロンティア・マネジメント作成

多くの中堅メーカーで全社生
産戦略が不在、もしくは事業
戦略と整合していない

図表１

ビジョン

事業戦略

機能戦略

生
産
戦
略

研
究
開
発
戦
略

×

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略

・・・

国内マザー工場の位置づけ

海外からみたマザー工場

最新鋭の生産設備を持つ「トップランナー」拠点

製品のイノベーション拠点

コア部品などを生産する拠点

幅広い国内外の市場ニーズに応える拠点

人材育成や技能継承の拠点

定義の詳細

量産拠点を成熟させて海外生産拠点に移転させる支援、海外市
場のバックアップ支援などをする拠点

最新設備が導入され、最高の生産ノウハウが確立された拠点

研究開発拠点と一体となり、新技術・新製品を生み出す拠点

製造技術が相当程度高度であったり、自社の知財とも言うべきコ
ア部品で、組立プロセスをブラックボックス化するための拠点

市況や顧客ニーズに合わせて柔軟に対応できるよう製品を生産
する拠点

海外からの研修生受け入れやマイスター育成など、世界中の工
場における研修を一括して引き受ける拠点

産業財トピック

国内中堅製造業の海外生産拠点で成果を上げられない企業は、共通して4つの課題に直面していることが多い。即ち、
❶国内マザー工場と海外工場との役割分担不明確、❷海外工場への権限移譲不足、❸生産技術の固着性の無理解、
❹調達コストへの踏込不足である。これら4つの課題を論点として、海外生産拠点の「全社生産戦略」を再構築し、
仮説検証サイクルの構築を進めるべきである。

「全社生産戦略」の不在が招く
海外生産拠点の危機 直面する4つの論点と

処方箋

「全社生産戦略」の不在が招く海外生産拠点の危機 ～直面する4つの論点と処方箋～
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　PMI（Post-Merger Integration）におい
て、重複した物流ネットワークを再構築する
ことは、比較的早期に着手可能なタスクであ
る。主導する親会社物流部門（以下、物流
部）あるいは物流子会社は物流コストの削減
を至上命題として、買収した企業と既存企
業のそれぞれの物流ネットワークを統廃合
する。
　これまでも企業の年度予算に物流コストの
削減施策が盛り込まれてきたが、昨今、物
流事業者による輸配送料の値上要請がある
中で、企業側の物流コスト削減には限界が
生じている。このような中で、M&A実施後
の物流ネットワークの統廃合により物流コスト
を削減しえることは、M&Aによる大きなメリ
ット（シナジー）といえる。

　シナジー発現により物流コストの削減を実
現させようとする場合、まず主体者である物
流部と物流子会社は、立地上、重複している
拠点を統廃合するシミュレーションを実施し
て、重複拠点の固定的な運営コスト及び貨物
積載率向上による配送コストの（短期的な）
削減額を試算する。この削減額をKPI（重
要業績評価指標）として統合計画を策定の
上、それを実行することで物流コストの削減
を実現させる。同時に、営業部門及び購買部
門は、新たな納品条件を取引先と締結する。
　しかしM&Aのシナジーの最大化を考える
場合、今後の事業成長を見据えた、それに

資する物流ネットワークの再構築こそが重要
である。この検討を行う際に重要となるのは、
チャネル特性（B to B，B to C）と、企業ス
テージ（事業の成長⇒成熟⇒衰退）である。

　例えば即日納品や12時間内納品等の物
流サービスが戦略上大きな競争優位となる
B to Cのチャネルが主戦場である企業は、
コスト削減を企図した物流ネットワークの統
廃合には慎重さが必要である。統廃合を実
施することによりサービスレベルが低下して
しまう場合、優位性が損なわれ、他社に顧
客及び業界シェアを奪われる可能性がある
からである。
　そのため、特にB to C領域の企業の場合
は、物流対応力（生産性、スペース等）の限
界を見極めた上で、ネットワークを再構築す
ることが必須である。

　企業が成長ステージにあり、今後も物量
拡大が見込まれている中で物流ネットワーク
を統廃合する場合、前述の物流対応力に
加えて労働力の確保という点にも十分な留意
が必要である。拠点のオペレーション費用は
変動費化しているが、立地によっては割高な
単価で募集しても非正規社員を確保できな
いことが往 に々してあるからである。
　以上のように、PMIとして物流ネットワーク
の統廃合によりコストシナジーを早期に収穫
する前に、一定の物量となる時点まで統廃合
の実施は留保が必要である。また、将来的

に物流拠点を統合する場合であっても、今
後の事業成長に対する物流対応力を勘案し
て、新設集約か既存集約かの判断が重要
である。

　物流ネットワークを統廃合しない中での物
流コストの削減については、運送事業者との
協業が重要な成功要因となる。
　具体的には、複数拠点の物流を当事業
者が元請化した上で、ミルクラン（自社便に
よる複数個所の貨物の引取り）あるいはクロ
スドッキング（入荷貨物を荷合わせの上、同
一箇所に納品）を実施、また拠点運営につ
いては複数拠点を一元管理して管理者は兼
務、作業者は適宜各拠点に配分する統合オ
ペレーションを実施する。これにより物流対
応力を確保する一方、物流コストの削減を実
現するのである。

　これまで、多くの企業は物流機能を子会
社化することで、物流コストの削減と作業品
質の維持の両立を追求してきた。しかし、企
業の成長あるいは再生の局面においては、グ
ループ経営として、物流機能の必要性と物流
子会社の位置づけの見直しが必要である。
　企業としてはコアの事業と業務に経営資
源を集中する中で物流機能の方向性を見出
す。具体的には、物流が企業の競争優位性
を補完するものであればグループ内に内製
化すべき機能であるといえるし、付加価値を

生まないものであれば外注化すべき機能で
あるといえる。

　意思決定の方向性は3つある。
　❶グループ機能子会社として徹底して内
製化する、❷外販拡大を志向し物流事業と
して舵を切る、そして、❸外注化として物流
部及び物流子会社を売却する、である。
　❶物流機能のグループ内製化は、受発注、
生産計画等の物流業務の前工程を含めてグ
ループ企業横断的に協業の上、工程連結に
より、速く滞留のない物流ネットワークを構築
する方向性である。❷外販拡大としては現
状の強みを棚卸した上で、グループ外取引
を展開していく方向性となる。外販拡大の可
能性としては、筆者のプロジェクト経験上、
現状外販比率が3割未満の場合、事前に強
みの作り込みが必須となる。最後に❸外注
化として物流事業者に売却する方向性であ
るが、物流事業者側は買収により自社内でコ
ストシナジーを発揮させるため、売却側の企
業に対し、低価格の物流サービスの提供が
可能となるはずである。

　物流部、物流子会社の外注化（売却）の
実現性として、今般の物流事業者側の事情
もある。
　昨今、物流業界は燃料高騰によるコスト
上昇、車両と乗務員の不足、輸配送・流通

加工等の物流サービスのコモディティ化等、
これまでの差別化要素が薄れてきている。
このような中で物流事業者は、M&Aを活用
した物流子会社の取り込みにより、物流業
界での勝ち残りを目指す。物流事業者の
M&Aの目的として、サプライチェーンの垂直
統合（販売物流から調達物流までサプライ
チェーンを遡及して物流事業を拡充）と、物
流サービスのマス・カスタマイゼーションの対
応（局地的な顧客の要望に対応する中で、
その範囲をグローバルに展開、全ての顧客
に国際複合一貫物流を提供）がある。
　昨今の大手物流事業者によるエレクトロ
ニクス業界の物流子会社の買収等が、その
一例で、これにより短期的に中国内陸地、東
南アジア圏（ベトナム、ミャンマー、インド等）
の物流ネットワークの構築が可能となる。物
流子会社をもつ企業としては、売却により重
層化した物流ネットワークをスリム化するの
である。

　最後に、物流部と物流子会社を保有する
企業として何を外注化し、何をグループ企業
内に残せばよいのかを、事例にもとづき検証
する。この《図表》は大手化学メーカーの物
流子会社を売却するスキームにおいて、物流
部、物流子会社、委託物流事業者との間で、
どの業務、組織・人材を残すのか、仕分け
したものである。
　この会社は、業務を棚卸したところ、出荷
指示をクリーンオーダー（数量、納期等が確
定された出荷指示）にする過程で、親会社

の生産部門、営業部門と常時、詳細な数量、
納期調整を行っていた。このような調整業務
は通常、3PLを標榜する物流事業者は十分
に対応できていない。また需給調整部門と
協議して在庫計画を管理する機能も物流子
会社の専門性の一つである。
　調整業務が物流子会社側で頻発している
実態について親会社の経営層も認識を深め
ると共に、営業部門、生産部門については業
務移管することは業務停止リスクがあると判
断し、当該業務を残し、他を売却対象業務
とした。このように、親会社が業務機能を切
り分けることで、物流子会社の役割を明確
化する一方、これまでより変動費化された低
コストで物流サービスを継続的に享受するこ
とが可能となる。
　以上のように企業は物流部と物流子会社
の役割を明確化する一方、物流コストの削
減を目指して、M&Aを活用することにより
重層化している物流ネットワークをスリム化
する。これにより現状の物流サービスレベル
を維持、向上していくと共に、スリム化により
創出した経営資源を競争の源泉に再配分し
ていくのである。�

何のための物流ネットワークの
再構築なのか？

究極の物流ネットワークの
再構築とは？

物流ネットワークを統廃合
しないという選択肢

サプライチェーンロジスティクス
を規定するチャネル特性

ではどのように物流コストを
削減するのか？

物流機能について
意思決定の方向性

究極の物流ネットワークの
再構築

サプライチェーンロジスティクス
を変化させる成長ステージ

では何を残せばよいのか？

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。

Yoshihiro TAKEMOTO
竹本 佳弘

コンサルティング第3部
ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

大手化学メーカーの物流外注化（物流子会社売却）における業務機能の切り分け図表

コスト
改善活動

案件別
予算管理

改善指導、
業者変更

物流子会社の
売上予算管理

改善指導、
研究会物流KPI管理 物流KPI管理 物流KPI管理業績管理

他業務の
インフラ活用

本件の
3PL戦略立案

他業務の
事例提案

下払単価
決定権

物流経路・物流
業者決定権

新たな物流網
の企画と構築

物流単価
決定権

物流網
ケーススタディ

物流市場
情報収集

本社物流費
予算管理

企画・決定

運送委託業者の
作業品質管理

在庫（現品）
管理荷役作業下請業者の

物流業務監査
下請業者の
QCD管理

顧客による
業務監査対応物流業務監査物流業者コンプ

ライアンス管理オペレーション

事業部門との
在庫調整

入出荷指示に
対する改善要望

事業部門との
出荷、納品調整

生産部門との
入荷調整

新規物流業務
の指示

事業部との
業務改善調整

事業見通しの
収集内外部調整 新会社

委託物流事業者物流子会社親会社　物流部門

親会社物流部門のミッション：グローバルロジスティクスにおけるQCDガイドラインの設定と遂行管理
売却後の物流子会社のミッション：QCDガイドラインに応じて出荷内容が確定したオーダーを業務遂行

コンサルタントの眼 これからの物流の戦略的方向性 ～グローバルサプライチェーンにおける物流コストの削減と物流子会社の役割の最適なバランス～

クロスボーダーを含めてM&Aが活発化している。M&Aを契機として、
物流ネットワーク（物流拠点、輸配送網、運営体制）を、どのように再構築するのか、
また再構築を主導する親会社物流部門、物流子会社はどのように機能するべきか、物流の戦略的方向性を考察する。

グローバルサプライチェーンにおける物流コストの
削減と物流子会社の役割の最適なバランス

これからの物流の戦略的方向性
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　近年、企業規模の大小を問わず、海外で
事業基盤を抱える日本企業はますます増え
ている。その理由は、成長著しい新興国市
場へのアプローチであったり、豊かな労働
力を求めての製造拠点の新設・移転であっ
たりと様々であろうが、この流れが止まるこ
とはないだろう。グローバル化の流れは、
債務整理の実務にも大きな影響を与えてお
り、弊社がお手伝いするケースでもオフショ
ア拠点の取り扱いに悩む企業が増えてきて
いる。本稿では、オフショア事業再生にお
ける債務整理の実務において、既存の制
度の限界とそれを克服するための私的整理
の積極活用の可能性を考えてみたい。

　我が国の私的整理の枠組みは1990年以
降、バブル崩壊後のデフレ不況の中で銀行
の不良債権問題と企業の過剰債務問題の
処理を推進するために、整備が進められた。
現在では、❶純粋な私的整理手続きの他
に、❷中小企業再生支援協議会等の公的
機関の権威を背景とする枠組み、❸事業
再生ADRのように第三者専門家の検証によ
る実行可能性を担保とする枠組みなど、多
様化している。手続きの「硬さ」という点で
は、上記に列挙した順で厳格になっていく。
一方で、もっとも「硬い」債務整理手続きと
しての法的倒産手続きも改正が進められ、
運用の柔軟化の動きもみられる。
　もともと債務整理というプロセスは、多数
の利害関係者の権利義務を調整する過程
であり、関与する関係者は一定の共通認識
の下で合意形成に向けた交渉を行ってい

く。各種債務整理の枠組みも利害関係者間
の交渉のための様 な々準則やルールを提供
するという点に存在意義がある。この点に
おいて、法的倒産手続きは、国家権力によ
る強制力を背景に実行性を担保するもので
あるため、規範性の点では最も強力である。
これに対して、各種私的整理の枠組みは、
それが存在することにより利害関係者の交
渉プロセスの合理化・効率化を期待できる
との認識の下、すべての利害関係者が当該
準則・ルールを尊重するであろうという期待
に、その規範性の源泉が求められる。した
がって、関与債権者の数や属性、債務整
理の対象となる債権の総額、債務者のビジ
ネスの内容に応じて適切な準則やルールの
在り方は異なって当然であり、多種多様な
私的整理の枠組みが用意されてきたのも、
それぞれ想定する局面が異なっているため
といえよう。
　現在日本の実務で行われている私的整
理の枠組みは、いずれも2001年に公表さ
れた「私的整理ガイドライン」の枠組みの
影響を色濃く残しており、銀行債務の整理
という場面では極めて有効である。これは、
銀行の不良債権問題の処理をきっかけに私
的整理の実務が一般化し、これをベースに
今日まで多くの支援案件での運用が積み上
がっているという背景による。実務の積み
重ねと業界における認知度が、枠組みとし
ての安定性を担保しているのである。
　一方、銀行業界以外においては、必ずし
も「私的整理ガイドライン」及びそれをベー
スにした各種私的整理の枠組みが十分認
知されているとは言えない。銀行以外の債
権者を私的整理の枠組みに巻き込む必要
があるケースでは、その他の債権者の抵抗

を受けることがよくある。
　同様に、これまでの我が国の私的整理の
実務においては、オフショアの債権者が枠
組みに入ってくることはあまり一般的ではな
かった。例外的に邦銀の在外拠点における
貸付を対象債権に含めるべきかという点が
議論になることはあっても、純粋にオフショ
アの現地銀行や、その他の債権者を巻き込
んだ形での処理は、それほど多くは行われ
てこなかったと思われる。これは我が国の
私的整理実務が、これまでオフショア債権
者にあまり認知されていないと考えられてお
り、海外債権者の出方に関して予測可能性
の観点から躊躇を覚えるからであろう。

　では、オフショア債権者を巻き込んだ債
務整理を行う場合には、規範性に勝る法的
倒産手続きの枠組みを利用すべきなのだろ
うか。たしかに、法的倒産手続きは国家権
力を背景にした規範であり、日本国内にお
いては商取引債権者も含めて一律に強制的
な措置を講ずることが可能となる。しかし、
オフショア債権者との関係では、以下に見る
ように、必ずしも強力なツールとはなりえな
い。なぜなら、日本法上認められた法的効
力は、当然には資産所在地の外国で強制
力を有するとは限らないからである。日本の
倒産手続きをオフショアで執行するために
は、多くの場合、資産所在地国において日
本の倒産手続きの承認の手続きが別途必
要であったり、日本の申立てとは別途に、
資産所在地国法に基づく現地倒産手続きの
申立て（並行倒産）が必要となったりする。

また、何らかの司法的救済が資産所在地
国において得られるとしても、日本の倒産
法制で認められている効力がそのまま認め
られるとは限らない。さらに、倒産法の体
系が未確立な国においては、そもそも法的
手続きに頼ることはできない。
　加えて、法的倒産手続きは私的整理と異
なり、対外的に公表されてしまうので、効
力が及ばないオフショアで抜け駆け的な債
権回収の余地が生じうる。アジア各国では
倒産法制度が未整備であるところも多く、
その場合は日本における倒産法手続きの申
請の報を知った現地の債権者による回収の
動きが激しくなることが想定される。また、
日本において取引債権を有する取引債権者
が、海外の拠点においても取引を有してい
る場合には、海外拠点の取引継続条件とし
て日本の既存債権の弁済を要求したり、海
外拠点の取引条件の変更を要求してくる場
合もあり、オフショアの拠点を持った事業の
法的倒産手続きの申立ては、申立て後の各
拠点での対応も含めて、事前に十分なシミュ
レーションと対策を練っておく必要があるの
である。
　このようにみてくると、海外拠点を巻き込
む債務整理の手続きとしては、法的倒産手
続きは万能ではないのみならず、むしろ逆
効果になるケースも多 あ々るように思える。

　日本の「私的整理ガイドライン」の枠組
みは、銀行を中心にコンセンサスを得られた
準則であり、現在の日本の実務がそのまま
オフショアの利害関係者を巻き込んだ私的
整理の実務として通用するとは限らない。
　しかし、「私的整理ガイドライン」の制定に
あたっては、ヨーロッパの金融機関の債務
整理を行うにあたっての不文律であった
London Approachや国際的な倒産実務家
団体であるINSOL Internationalが私的整
理の８つの原則について説明したINSOL8
原則を参考に策定されたといわれている。
金融実務の世界ではグローバル化の進展は
急速であるため、国境を越えた債務整理
交渉の枠組みについて一定の共通認識を
形成することは、それほど困難ではないと

思われる。事業再生の実務についての各国
法的倒産手続きの国際的なハーモナイゼー
ションを図る動きも急ではあるが、国家権
力を背景に正式手続きとしての「硬さ」に
縛られがちな法的手続きについて国家レベ
ルの調整を待つよりも、私的整理のアプロ
ーチに関して国際的に普遍性を持つ議論
をする方が容易なのではないか。私的整理
は、関係者が共通の交渉準則・ルールを尊
重することで交渉プロセスを合理化・効率
化できるという点に規範性の源泉を持つの
であり、あるべき枠組みを関係者が議論
するだけでも合理的な交渉プロセスにつ
いての共通理解を醸成する上で有効なは
ずである。現在、高木新二郎弁護士を中心
に、2005年10月にABA（Asian Bankers
Associations）において承認された私的整
理に関するABAガイドラインをベースに、
国際的な私的整理の枠組みを確立させよう
という動きがあり、要注目である（季刊「事
業再生と債権管理」142号95頁に詳しい）。
　なお、我が国の例ではないが、昨年相次
いで破綻した中国のソーラーパネル業界の
２つの事例が私的整理の可能性に興味深
い示唆を与えてくれているので、最後に触
れておきたい。一つ目の事例は、Suntech社
の破綻事例で、2013年3月18日付でUSドル
建てConvertible Notesのデフォルト（債務
不履行）通知を受け、同年3月20日には直ち
に中国無錫の裁判所に法的手続きの申立て
を行った。中国における法的倒産手続きによ
る債務整理を選択したわけであるが、一連

のプロセスはいまだ係属中である。二つ目の
事例は、同業のLDK Solar社の破綻事例で、
2013年4月16日にUSドル建てConvertible 
Notesの利息の一部未履行を発表したが、
オフショアの社債権者との法廷外での交渉を
選択し、2014年3月28日には社債権者との条
件変更の合意成立を発表し、今年度中には必
要な手続き（CaymanとHong Kongにおけ
るScheme of Arrangementと米国のPre-
packaged Plan）の完了が見込まれるようで
ある。もとより、デフォルト前に両社が置か
れていた状況の詳細は知る由もないが、法
的手続きを選択したSuntechは事態の収束
に時間がかかっているようであり、私的整
理での事態収拾を選択したLDK Solarは
事態を早期に収束させたことができている
のとは対照的である。�

法的倒産手続きの限界交渉準則としての私的整理の
枠組み

オフショア事業再生における
私的整理の枠組みの可能性
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再生トピック

国家を背景とする制度である法的倒産手続きの効力は、国境という場所的な制約を受けざるを得ない。
一方で、金融実務のグローバル化を受けてオフショア債務整理のニーズはもっと高まることが想定され、
私的整理の枠組みに対する期待は大きい。

オフショア債務整理における
私的整理の活用

オフショア債務整理における私的整理の活用
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　改正会社法は、株式会社をめぐる最近の
社会情勢に鑑み、大きく分けて、「企業統治
の在り方」と「親子会社に関する規律等」の
見直しが行われている。本稿では、このうち
M&A関連の重要な改正について、1既存
株主の保護、2組織再編等の手続、3債
権者の保護、という3つの趣旨に分けて、そ
れぞれ改正項目の背景・概要、実務への影
響について整理する。

　現行法上、公開会社が第三者割当増資を
行う場合、発行可能株式総数の範囲内であ
れば、有利発行（払込金額が引受人にとっ
て特に有利な金額である場合）に該当しな
い限り、取締役会決議で行うことが可能で
ある。近時、株主が関与することなく大規模

な第三者割当増資が行われ、引受人が支配
権を獲得する事例があり、重要な事項であ
るにもかかわらず、既存株主の意思が反映
されないとの批判もなされている。
　改正会社法では、既存株主保護のため
の規定として、❶公開会社が、ある引受人
（親会社は除く）に対して、当該引受人が増
資後に総株主の議決権の過半数を有するこ
とになる第三者割当増資を行う場合、株主
に対して当該引受人に関する情報を通知又
は公告しなければならず、❷総株主の議決
権の10%以上を有する株主が反対の通知を
したときには、株主総会の普通決議による
承認を得ることが義務付けられた（206条の
2）《図表１》。ただし、その会社の財産の状
況が著しく悪化している場合において、その
会社の事業の継続のため緊急の必要がある
ときは、株主総会決議による承認は不要とさ
れている（206条の2第４項）。
　本改正の実務への影響としては、事業再
生局面においてスポンサーに対して第三者
割当増資を実施するケースが想定される。ま
た、増資のスケジュールに関して、株主総会
開催のための期間を考慮する必要がある。

　現在の実務において、子会社株式の譲
渡は、株主総会の承認を求める特段の明文
規定はないため、取締役会決議で行われる
のが通常である。
　改正会社法では、親会社が子会社株式の
譲渡を行う場合、❶譲渡する子会社株式の
帳簿価額が親会社の総資産額の20%超で
あり、かつ❷親会社が譲渡後に有する議決
権が50%以下となる子会社株式の譲渡につ
いては、親会社において株主総会の特別決
議による承認が必要とされた（467条1項2
号の2）《図表２》。
　この改正の趣旨は、事業譲渡との整合性
を図るものであり、実質的に事業譲渡と変わ
らない重要な子会社株式の譲渡について
は、事業譲渡と同様に株主総会の特別決議
を要求するものである。なお、事業譲渡と同
様に反対株主の株式買取請求も認められる
（469条）。
　本改正の影響について、重要な子会社を
持つ持株会社などは特に留意する必要があ
る。また逆に、第三者から子会社株式を取

得する際、株式取得先において株主総会決
議が必要であるにもかかわらず行われていな
い場合には、取引が無効となる可能性も考え
られるため、株式取得先の手続にも留意す
る必要がある。

　現在の実務においては、キャッシュ・アウ
ト（現金を対価とする少数株主の締出し）の
主な手法として、全部取得条項付種類株式
を利用する手法、現金対価の組織再編（株
式交換等）を利用する手法がある。しかし、
いずれの手法も株主総会特別決議が必要と
なり、時間的・手続的コストが大きいという問
題がある。
　改正会社法においては、株主総会決議を
不要とする新たな手法として、株式等売渡請
求制度が新設された（179条～ 179条の10）。
これは、総株主の議決権の90%以上を有す
る株主が、株主総会決議によらず、他の株
主に対してその有する株式の全部を売り渡す
ことを請求できる制度である。
　キャッシュ・アウトに関連する改正として、
株式併合についても一部改正が行われてお
り、事前備置（182条の2）、事後備置（182条
の6）、株主による差止請求（182条の3）、反
対株主の株式買取請求（182条の4）等が
新たに設けられた。これまで株式併合によ
るキャッシュ・アウトは、少数株主保護に
欠けるという法的な問題からほとんど利用
されることがなかったが、規定が整備され
たことにより今後は1つの選択肢になると
考えられる。
　本改正後において、実務上利用が想定さ
れるキャッシュ・アウトの手法を比較したもの
が《図表３》である。今回新設された株式
等売渡請求は、90%以上の議決権を必要と
するが、株主総会決議を要することなく機動
的なキャッシュ・アウトが可能となり、また従
来の手法では困難であった新株予約権の売
渡請求も可能となる。一方、有価証券報告
書提出義務をただちに消滅させるためには、
全部取得条項付種類株式を利用する手法
を採用する必要がある。また、税務上対象
会社の時価評価を行うことが有利と判断さ

れる場合には、現金対価の株式交換を採
用することも考えられる。

　現行法上、株主総会決議が不要とされる
簡易組織再編等のケースであっても、存続
会社等の株主に株式買取請求権が認めら
れている。このため、実務上、当該組織再
編に反対ではないが会社に高値で株式を買
い取らせる目的で株式買取請求権の行使が
行われる事例があり、このような濫用的な使
われ方を理由に簡易組織再編等の実行を躊
躇するケースも散見されている。
　そもそも簡易組織再編等の場合、会社や
株主への影響が軽微であることから株主総
会決議を不要としているのであり、反対する
株主に株式買取請求権を認める必要性は高
くないと考えられる。改正会社法では、簡易
組織再編等の場合、存続会社等の株主につ
いては株式買取請求権が認められないこと
となった（469条1項2号、797条1項但書）。
　本改正により、簡易組織再編等を利用し
たM&Aやグループ内再編が行われやすくな
ると思われる。

　現行法上、会社分割に際して、新設（承継）
会社に承継されずに分割会社に引き続き債
務の履行を請求できる債権者（残存債権者）

については、債権者保護手続の対象とされ
ていない。近時、債務超過に陥った会社が
優良事業だけを会社分割により廉価で切り
出すことで、残存債権者の利益が不当に害
される、いわゆる詐害的会社分割が問題視
されている。
　改正会社法においては、分割会社が、残
存債権者を害することを知って会社分割をし
た場合、残存債権者は、新設（承継）会社
に対して、承継した財産の価額（承継した
債務の額を控除する前の価額）を限度とし
て、債務の履行を請求できることとなった。
ただし、吸収分割の場合で、吸収分割承継
会社が吸収分割の効力が生じた時におい
て、残存債権者を害する事実を知らなかっ
たときは除かれる（759条4項等）。なお、詐
害的な事業譲渡についても同様の規定が設
けられている（23条の2）。
　もっとも、現行法における解決策として、
民法の詐害行為取消権、法人格否認の法
理の適用などがあったが、要件が曖昧であ
り実効性に乏しい面があった。今回の改正
で会社法上明確に規定されたことにより、今
後の実務において詐害的な会社分割等の抑
止効果が期待される。�
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全部取得条項付
種類株式

現金対価の
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⅔以上⅔以上

株式併合

⅔以上
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90%以上必要な議決権比率
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対象会社における
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有価証券報告書提出義務

必要※1必要必要不要

不可※2不可不可可能

生じる生じない生じない生じない※3

ただちに消滅は
しない

ただちに
消滅する※4

ただちに消滅は
しない

ただちに消滅は
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※1：90%以上の議決権比率があれば、略式株式交換により省略できる
※2：買収会社の新株予約権の交付により消滅させることは可能
※3：現時点で税務上は明確にされていないが、制度趣旨より生じないとされる見解が一般的である
※4：開示義務の対象となる種類の株式が存在しなくなるため、ただちに消滅すると解される

出所：フロンティア・マネジメント作成
キャッシュ・アウト手法の比較図表3

出所：フロンティア・マネジメント作成

親会社による重要な子会社株式の譲渡
出所：フロンティア・マネジメント作成

支配株主の異動を伴う募集株式の発行等図表1 図表2

株式譲渡後にD社の
C社に対する
議決権比率が
50%以下に低下

要件❷

C社株式の
帳簿価額が

総資産の20%超

D社において、株主総会の特別決議による承認が必要

要件❶

D社
 (親会社)

D社 B/S

C社株式21
（帳簿価額）

C社
 (子会社)

譲渡先

要件❶かつ❷を満たす場合

株式譲渡50%超総資産
100

50%以下
10%以上の議決権を
有する株主による
反対の通知

要件❷
第三者割当増資後に

50%超の
議決権を保有

A社において、原則として株主総会の普通決議による承認が必要

要件❶

B社
 (引受会社)

A社
 (発行会社)

その他
株主

要件❶かつ❷を満たす場合

第三者
割当増資
（払込） 50%以下

50%超

M&Aトピック 会社法改正のM&A実務への影響

2014年6月20日、会社法の一部を改正する法律等（改正会社法）が可決成立した。
施行日は、2015年4月～5月が見込まれている。
本改正の内容は多岐にわたるが、本稿では、
M&A実務において押さえておきたい改正項目の概要とその影響について整理する。

会社法改正のM&A実務への影響
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　企業を取り巻く経営環境の本質的変化と
して、先進国を中心とした市場の成熟化、
低成長時代の永続化があげられる。それら
が経営に与える影響として理解しておかな
ければならない点は、経営判断ミスの許容
度が著しく小さくなっているということであ
る。経営判断の甘さやタイミングの遅れが業
績に致命的な影響を与える時代になってい
る中、経営者が経営判断を行うにあたり、
勘や経験に基づくことや情の力学に惑わさ
れることは断じて許されない。経営判断は
あくまで合理性の追求を基礎として、専門
的知識と分析的手法に基づき、それらの総
合的、大局的判断によりなされるべきである。
これを外してはならない。
　一方でこれらの経営判断や経営計画等
を合理的に積み重ねたとしても、必ずしも予
定通りに事は進まない。その判断は人間が
行っており、その実行も含めて人間が介在し
てなされるためである。人も組織も論理だけ
でなく、情を通じて動く側面が強く、それゆ
えに「弱さ」を持ち合わせている。特に苦
しい環境の中で、社員に対し、既存の発想
を否定・進化させ、物事を前進させるため
には、経営目標を必ず成し遂げるという経
営者の覚悟と責任、そして高度な対話力が
不可欠である。企業の社会的存在意義や
使命、経営ビジョンを浸透させられるだけ
の、覚悟と責任がなければ、社員の心は離
反し、実行はうまく進まなくなる。
　以上のように、現代の経営では経営判断
や実行においてロジカルな側面とエモーショ
ナルな側面がいずれも高次元で求められ

る。そして、この一見相反するような両側面
を同時追求することにより「高度な変革力」
を発揮できる企業でなければ、持続的に成
果を出し続けることは困難な時代となってい
る。言い換えれば、低成長時代となり、プ
ロの経営者を有しない企業は生き残り、勝
ち残ることができない、極めて厳しい環境
になったということである。
　そのような厳しい経営環境の中で窮地に
陥った企業の再建を担うターンアラウンドマ
ネージャーは「高度な変革力」を究極に求
められる役割である。その意味でターンアラ
ウンドマネージャーはプロフェッショナル経営
者でなければならないとも言えるであろう。

　ターンアラウンド（又は経営改革）は時間
との勝負である。企業経営にも慣性の法則
が当てはまると思われるが、今まで組織に
働いていた慣性を破壊するべく、厳しい現
実を直視し、危機感の醸成ができなければ
ターンアラウンド（又は経営改革）のスター
ト段階にすら立てない。企業再建の前提と
して社員の意識改革が必要であるが、人の
心理を変化させるためには同時に環境を変
えることが必要である。
　環境を変える点で、最も影響力があるの
は、あらゆる面での抜本的新陳代謝である。
事業、機能、経営陣、必要な戦力等につい
て、1年以内に構造改革を図り新陳代謝をし
ていく。窮地に陥る企業は往々にして切捨
音痴だが、覚悟を決めて変わらなければな
らない。形式的、儀式的なもの、馴れ合い

は根絶するとともに、本質を追求することに
より「健全な危機感が消えない風土」を創
り直さなければならない。そして、数値結果
の追求のみならず、人の価値を磨き、顧客
の要求を満たせる企業に生まれ変わらなけ
ればならない。
　加えて、影響力が大きいのはステークホ
ルダーの見直しである。これには、M&Aや
資本注入による主要株主の交代、金融支
援等によるデットガバナンスの強化等が想定
される。特に企業の再生局面においては平
時の経営に比べ、ステークホルダーの信頼
関係を維持しながら、協力関係の下、経営
を進めていかなければならない度合が強
い。ステークホルダーとは定期的なコミュニ
ケーションを欠かさず、一方で、企業を変革
するために必要な協力は協議・交渉を重ね
ていくことが必要となる。

　資本注入がない場合、一般的に企業の再
生は一層難易度が高くなる。
　第一に危機感を十分に醸成する困難性
があげられる。資本注入がない場合、経営
者の交代もなされない場合が多いが、やは
り企業が変わるにはトップ自らが変わらなけ
ればならない。特に企業を窮地にならしめ
た原因と責任を有する経営者が雇用調整等
を断行しなければならない場合、その後も
社員をリードし続けるためには、相当程度の
自己改革の覚悟が必要なのは言うまでもな
い。トップは誰よりも顧客のところへ赴き、
改革に向けて全力を尽くしている姿を見せる
必要がある。
　第二に資金繰りの問題である。資本注入

がない場合においては、資金繰り問題を抱
えながら再生を果たさなければならないが、
財務状態が著しく毀損している場合、この
問題が長期化し、前向きな戦略的選択肢も
長期的に制限されるおそれが高い。社員の
モチベーションは「定量化できない将来の
企業価値」と考えられるが、閉塞感をもたら
す環境や事象が長期的に継続すると、再建
を果たすためのエネルギーを失ってしまう可
能性が高いため、再建はできる限り迅速に
なし得なければならない。
　第三にガバナンスの問題である。企業が
窮地の局面となるまで、何ら手を打てていな
いということは、ガバナンスに何らかの問題
を抱えている可能性が考えられる。一方で
企業価値が大きく毀損し、投資可能ではな
い状況であれば、その課題を短期的に回復
することが難しい場合も想定される。
　このように資本注入がない場合には、い
くつかの局面で再生を迅速に果たす上での
阻害要因が生じていることが多い。従って、
それらの諸要因を前提としながらも、組織
を動かし、結果を出さなければならないとい
う点で難易度は高い。一方で、中期的には
ガバナンスの問題、資金不足の問題、経営
資源や戦略実行の問題等を解決するべく、
M&Aやアライアンスの必要性も同時に検討
していかなければならないケースが多く、そ
の実現も見据えて、経営計画を検討しなけ
ればならない。

　地方におけるターンアラウンドは、いくつ
かの理由から大都市圏に比べ一層難易度
が高くなると考えられる。
　第一に地域経済の特性としての「相互依
存構造」である。特に内需型企業に言える
ことであるが、企業の取引先、従業員、顧客、
銀行、株主等がその地域内において密接に
共存・共属するコミュニティであり、かつ経
済的関係性が強いゆえに抜本的改革を阻む
局面が多々生じる。例えば、従業員は直接
的／間接的に顧客であり、地域住民である
ことが多い。そのため、メディアも含めたネ
ガティブキャンペーン等の発生をできるだけ
回避すべく、抜本的リストラ策には慎重を重
ねて進めなければならない。

　第二に戦略実行面での制約が相対的に
高い点である。特に地方企業で主要な顧客
が県内の法人や消費者である場合、人口
減少・過疎化等の影響の中で、既存成長
軸が見いだせず、市場も成熟化し、シェア
も硬直化していることから、特定領域へ経
営資源を集中したとしても十分な見返りが得
られない可能性が高い。また、創業者等を
除けば企業を再建するノウハウを有するプロ
経営者や有能な経営幹部が絶対的に不足
している。有能な人材を外部採用するにし
ても報酬面で合わないことが多く、また縁
もない地域へリスクを負って転職する人材も
多くはいない。これらの諸問題の解決は簡
単ではなく、ノウハウを有する外部の知見等
も十分に活用しながら戦略検討を行うこと
が望まれる。
　第三にガバナンス面の問題がある。地方
では、株主が創業者またはその親族であっ
ったり親密な地域取引先であることが多い。
その場合、馴れ合いが生じ、会社の業績が
厳しくなったとしても抜本的改革は、よほど
のことがなければ先送りにされるケースがあ
る。また、企業再生の局面において、地方
では主に地域金融機関が再生の担い手を
兼ねることになるが、本格的な再建に乗り出
すのは企業価値の毀損度が著しい状況に
なってからのことが多い。その際、地域金
融機関は債権者を兼ねている以上、地域の
評判や他の融資先との関係に配慮せざるを
得ない。その配慮ゆえに対象会社にとって
本質的な改革の方向性と銀行の利害に齟齬
が生じる場合も見受けられる。
　いずれにおいても共通するのは地方の方
が新陳代謝を阻む要因が相対的に多いとい
う点にある。一方でこの状況を逆に捉えれ
ば、こういった諸問題を独力で解決できな
い企業に対し、新陳代謝を促す支援を進め
ることにより、再成長の機会を見出せる余地
は十分にあるとも考えられる。

　以上までは狭義のターンアラウンドとして
の「再生・再建」の諸問題を中心に述べて
きたが、広義のターンアラウンドとしての「経
営改革」のケースにおいても同様にターンア
ラウンドマネージャーが果たす役割は大き

い。
　例えば、ファンドが買収した企業への経
営人材、ベンチャー企業がプライベート・カ
ンパニーからパブリック・カンパニーへ変革
を果たす場合の参謀役、後継者不在又は
育成中の企業の参謀役等が考えられる。特
に外部出身の経営改革の専門家はしがらみ
のない立場で新陳代謝やバリューアップを促
す触媒としての役割を果たし、再生企業の
みならず、あらゆる経営改革を必要とする
企業に対して貢献できる機会が広がってい
くはずである。次回以降でその詳細につい
て説明をしていきたい。

　最後に弊社の特徴について紹介させて頂
きたい。弊社のサービスは通常のコンサルテ
ィングとは異なり、まさにターンアラウンド（又
は経営改革）の実行を直截的に関与し、企
業及びステークホルダーに対する価値貢献
をミッションとしている。また、ターンアラウン
ドの諸問題をバックグラウンドの異なる専門
家チームで解決するアプローチをとっている。
クライアント企業への関わり方も、経営者人
材を投入するパターン、変革エージェント又
はチームとして常駐するパターンなど、最適
な支援体制を状況に応じて準備することが
可能であり、そういった点で、個人のプロ経
営者とも異なる。弊社のようなサービスを展
開する市場自体はまだ小さく、始まったばか
りであるが、必ずや世に必要不可欠な機能
になるということを信じ、日々研鑽に努めて
いる。今回言及したような諸問題を抱える企
業や再成長を求める企業に対し、少しでも
多くの貢献ができれば幸いである。�

プロフェッショナル経営者で
なければ生き残れない時代

フロンティア・ターンアラウンドに
ついて

ターンアラウンドマネージャーの
役割は企業価値向上のための
究極の利害調整

資本注入がない場合の
ターンアラウンドの困難性

地方企業における
ターンアラウンドの困難性

広義のターンアラウンド
（＝経営改革）

名古屋大学経済学部卒業。公認会計士。新日本有限責任監査
法人を経て2008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㈱設立とともに同社へ出向。ア
ルピコホールディングス㈱経営企画部長、食品総合卸業の常勤
取締役などを歴任。

Takaki UMEMURA
梅村 崇貴

フロンティア・ターンアラウンド
株式会社　ディレクター

経営改革の現場から プロフェッショナル経営者とターンアラウンドマネージャー

「ターンアラウンドマネージャー」は「プロフェッショナル経営者」でなければならないと考えられる。
全4回の連載の1回目はその概論について説明し、次回以降、資本注入がある場合とない場合、
地方経済におけるターンアラウンドの必要性について、順次事例等を交えて詳細説明をしていきたい。

プロフェッショナル経営者と
ターンアラウンドマネージャー
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　よくM&Aでは譲渡するタイミングが重要
という話を耳にする。その理由の一つは、
特定の業界でシェア争いが激化しているタイ
ミングでは、買収合戦が繰り広げられるな
どの結果、M&Aの取引金額が高騰するこ
とがあるからである。それとは別に、中小
企業の事業承継型M&Aでは譲渡側企業
が、期間限定で買収候補先を募り、その期
間内に買収候補先が現れた場合に譲渡す
るが、現れない場合には会社を清算すると
いうようなケースがある。
　これだけ聞くと譲渡側企業は、資金繰り
に窮した企業再生の局面にある企業のこと
かと想像されるかもしれないが、中堅・中
小企業の事業承継型M&Aでは時折このよ
うなケースに遭遇する。その理由は、事業承
継期の中堅・中小企業の場合、オーナーの
高齢化に起因して、健康状態が優れず、譲
渡を急がなければならない場合があるから
だ。オーナーが事業承継問題に関して何の
対策も打たないうちに健康を害したため、親
族や社内での後継者擁立ができず、急きょ
第三者への譲渡を模索するケースである。
このようなタイミングであると、事前準備や候
補先探索のための期間が十分確保できず、
本当にシナジーのある買収候補先の探索が
できない。また、条件交渉についても、足
元を見られ買収側有利に交渉が進んでしま
いがちである。私が携わった、オーナーの

健康状態がM&Aに影響を及ぼした実際の
事例について紹介したい。
　60代後半の社長が不治の病にかかり、
まずは個人の身の回りの整理に時間を当て
て、最後に会社の譲渡の手続きに着手した
というケースがあった。その時点ですでに
残された時間はわずかであり、その限られ
た期間内に譲渡を成功させるためには、条
件面で多くの妥協を余儀なくされた。この
場合、時間的制約が問題になるのは、譲
渡実行までの期間の問題だけではない。譲
渡後の会社運営についての引継ぎ期間の面
でも問題となる。
　中小企業は規模が小さければそれだけ
社員1人ひとりの役割も大きくなる。これが
社長ということになればその役割がより大き
いため、譲渡後の引継ぎ期間が重要視され
る。健康を害した社長は譲渡後の引継ぎに
対して、十分な時間・責任を持つことがで
きずに、引継ぎが十分ではないことによる
事業価値の毀損のリスクから、譲渡価格を
はじめとする取引条件面で事前の想定以上
に不利になることがある。
　このように、中堅・中小企業において、
オーナーの健康状態の悪化がM&Aに着
手する直接的な要因となる場合、取引条件
が相当不利となることを覚悟せねばならな
い。事業承継期にM&Aを検討する際には
早期の決断・着手が成功の鍵である。

　次に、社長の利害関係者に対する説明
に関する判断ミスが招いた失敗事例につい
て紹介したい。

　中小企業のM&Aでは、大企業の場合と
は違って利害関係者は限られている。株主
も身内や知人で、社員も全員の顔がわかり、
取引先数も少ないことが多いためである。
ただ、利害関係者の数が少なければM&A
がスムーズに実行できるかというと、それは
別の話である。これまでに多くの事例を見て
きたが、この利害関係者への理解が得られ
ずに破談となったケースは多 あ々る。
　以前、後継者不在の建築土木業者の譲
渡案件を手掛けたことがある。社長は2代
目で業績も順調であったが、後継者不在の
ため第三者への譲渡を決意した。社長は面
倒見の良い親方風の方で従業員にも慕われ
ていた。
　いよいよ買主側との M&A契約締結直前
という最終局面となり、従業員へどのように
M&Aの事実を説明するかを検討した。社
長はまず幹部社員へは自分だけで事前に説
明をして理解を得たいと考えた。私は、
M&Aの理由や今後の見通しについても十
分な説明をするようにと社長にお願いした。
社長は契約直前の週末に幹部社員3名を会
社に呼び、週明けにM&Aを実行すること
を打ち明けた。幹部社員は一様に驚いたが、
反論する者はいなかった。社長も自分に従
ってきた社員はやはり反対はしなかったと自
信を深め安堵した。しかし、週明け結果は
全く違うものとなった。
　M&A契約終了後に、社長は買収側の新
社長とともに全社員への挨拶をする場を設
けていた。驚くべきことに、その挨拶の場
で3名の幹部社員を先頭に社員全員がスト
ライキを起こすという行動に出たのだ。社
長が週末行った幹部社員への説明は、後

継ぎがいないためM&Aを実行するという
事実を話しただけで、なぜM&Aを実行す
るかという背景やM&Aの具体的なメリッ
ト、譲渡後の社員の待遇などについては何
一つ説明していなかったのだ。そのため社
員は不安に苛まれていた。社長はこれまで
同様、M&Aについても社員は必ず自分の
言うことを聞くと思っていたが、社長が思っ
ている以上に社員は自身の環境の変化につ
いて敏感になっているのである。幹部社員
へ事前に自身で説明したこと自体は非常に
立派であったが、社員は自分を信頼しきっ
ているため、ひとこと言えば何でも従ってく
れるという考えは安易であった。
　今回も幹部社員へは後継ぎがいないため
会社を第三者に譲渡するというだけの説明
ではなく、後継ぎのいない場合の会社の将
来と社員全員の未来、またM&Aのメリット
などをしっかり説明していたら結果は違うも
のになったはずである。このケースでは、
ストライキ後に幹部社員と再度話し合いの
機会を持ち、雇用の維持や相手先の内容
などを丁寧に説明して、社員から理解を得
ることができたのだが、もはや後の祭りで
あった。突然ストライキに直面した新社長
（になるはずだった買主側役員）から、契
約破棄の申し出がなされ、破談となったの
である。
　中小企業のM&Aでは、社員をはじめと
する利害関係者への説明は重要であり、ど
のようにすればキチンと理解を得られるか、
その方法やタイミングを綿密に図らなければ
ならない。会社の運営は社長によるところ
が大きいが、社員を含めた利害関係者の協
力なくして運営することはできない。この事
例では、社長の過度な自信による判断ミス
が社員の不安をあおり、破談に結びつく結
果となってしまった。

　事業承継型M&Aで買収側にとって押え
たい重要な点は、譲渡側企業の「気持ち」
に対する配慮である。事業承継型のM&A
では譲渡側企業が買収側の営業方針や経
営状態などの詳細説明を求めてくることが
ある。買収側企業からすれば、なぜそんな
ことを知りたいのかと思うこともあるかもし

れない。だが譲渡側企業の依頼に対して
十分に配慮することは重要である。
　防災工事業を営む企業のM&A実行の
際に買収側企業の配慮により、買収後のシ
ナジーが早期に発揮できた事例を紹介した
い。
　実は、この譲渡側企業は数年前にもM&
Aを検討して実際に交渉の場についたこと
があった。条件面なども問題はなく話はス
ムーズに進み、両者面談で直接トップ同士
が会って話をすることとなった。だが、その
面談時の譲渡側の質問に対する買収側の
“そんなこと知らなくていいじゃないか”とい
う発言が譲渡側企業の態度を硬直させた。
　中小企業のM&Aはよく結婚に例えられ
る。譲渡側企業が買収側企業のグループに
入るため結婚と似たような側面があるから
であるが、その意味でいうとトップ面談は
「お見合い」の場ということになる。そのお
見合いの場における “知らなくていいじゃな
いか”という発言は相手の気持ちに対する
配慮に欠けるものだ。譲渡側オーナーは、
M&Aをすることが最良の手段であると思っ
てはいても、「娘を嫁がせる」に似た寂し
い思いや一種の後ろめたさのような気持ち
を持っているものである。この「ひとこと」
が原因で結局、このご縁は破談となってし
まった。
　それから2年ほど経ち、再度M&Aの検
討を始めることとなったが、譲渡側オーナ
ーは前回の相手先の配慮に欠ける発言が頭
から離れず、新しい相手先に対しても不安
を払拭できずにいた。しかし今回はこのトッ
プ面談によりその不安が一掃されたのであ
る。
　今回の相手先企業は不動産管理業の大
手企業である。トップ面談は買収側の社長
と副社長が出席して、今回のM&A検討理
由や買収後の運営方針などについて詳細に
説明がなされた。そして、譲渡企業からの
質問に対しても丁寧に回答があった。また、
新しく現地に赴任する新社長の人柄などに
ついても説明があったことで、M&A後の
不安も和らいだ。このトップ面談以降、非
常にスムーズに話が進み、M&Aが実行さ
れた。
　トップ面談以降、買収側企業の社長は社
員説明や取引先への挨拶なども積極的に

行い、その生き生きした振る舞いが、譲渡
側企業の社員や取引先の買収側企業に対
する印象を良くした。また、現地に赴任し
た新社長への業務引継ぎをも円滑にした。
結果的に想定以上のスピードでシナジー効
果を発揮出来、譲渡側や買収側のみならず
従業員も喜ぶ友好的なM&Aの成功が実現
できた。
　事業承継型M&Aでは、譲渡側オーナ
ーは上述したような寂しさや後ろめたさか
ら、M&Aを実行する自分の考えに対して
の納得感を得るため多くの情報を得ようとす
る。このオーナーの「気持ち」に対して十
分な配慮や包容力を持つことは、M&A実
行と実行後の引継ぎ、ひいては買収後のシ
ナジー最大化にも大きな影響を与えるので
ある。

　今回はこれまでに私が携わった事例を基
に事業承継側M&Aの成否のポイントにつ
いて説明した。M&Aという商取引では、
スキームの構築や企業価値算定などの経済
的行為に目を奪われがちであるが、中小企
業のオーナーにとって企業は自分の「生き
様」そのものと言っても過言ではない。こ
の生き様に関して尊敬の念を忘れてはなら
ない。中堅・中小企業の事業承継型M&A
では当事者の思いが直接利害関係者へ伝
わるため十分な配慮が肝要である。�

事例紹介を交えた中堅・中小企業
の具体的な成功ポイント

中小企業のM&A実行に当たり
適切な譲渡の時期を計ること
成功ポイント①

利害関係者の理解が重要
成功ポイント②

譲渡企業への尊重
成功ポイント③

東京経済大学卒業。㈱日本M&Aセンター、みらいコンサルティン
グ㈱にて中堅・中小企業の主に事業承継型M&Aの実行支援に
従事。2012年度より中小企業の事業承継型M&Aを支援する公
的機関である東京都事業引継ぎ支援センターのサブマネージャ
ーに就任。2014年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

Toshiyuki SASAGAWA
笹川 敏幸

事業承継コンサルティングチーム
マネージング・ディレクター

事業承継トピック 中堅・中小企業の事業承継型M&A成功のポイント

中堅・中小企業が事業承継の解決策としてM&Aを実行する事例が増えている。
大企業のM&Aとは違い利害関係者が少ない分、省ける手続きも多いが、
利害関係者が少ない故に重要なポイントを見落とすと取り返しのつかないことがある。
事例紹介を交えて中堅・中小企業の具体的な成功ポイントを説明したい。

中堅・中小企業の
事業承継型M&A成功のポイント
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スマートフォンなどの携帯端末と3Gネットワークの普及により、
ASEANにおけるEコマースの創業や資金調達が活発化しています。

　私が住むシンガポールでも、最近、Eコマースの利用人口が増えてき
たと、身をもって感じます。今までは見なかったRedMart（シンガポー
ルのオンラインショッピング）のスタッフをアパートの宅配ボックスで頻繁
に見るようになったからです。私と同居するベルギー人はITエンジニア
で、特にインターネット関連のサービスに“うるさい”人間ですが、彼曰く、
今年に入ってから宅配時間の配送エリアや配送タイミング、選べる商
品が改善されたそうです。調べてみると、今年に入ってRedMartは、
Facebookの共同創業者やソフトバンクベンチャーなどから数十億円の
出資を受け、サービスを加速度的に改善させていました。
　シンガポールに限らず、ASEAN全体でみてもインターネットユーザ
ーは約2億人いると想定され、そのユーザーの多くは購買意欲の高い
35歳以下の若年層です。また、ASEANはソーシャルネットワークへの
接続率が高く、Eコマースへアクセスしやすいタッチポイントを保有して
おり、Eコマースが加速度的に成長する可能性を秘めています。

　既に、携帯端末市場では、オペレーションシステムや半導体、各種
部品などがモジュール化されており、今後、台湾や中国を代表とする
携帯端末のOEMコントラクターが格安のモバイル端末を市場に投入
すると想定されます。また昨今の欧州や日本を中心とした各国の金融
緩和により市場にあふれる余剰資金が、ASEANなどのインフラ投資
に流れこみ、ストレスのないインターネット環境に必要な中継基地やア
ンテナ設備などへの投資が進んでいくと想定されます。このようなイン
フラ整備に後押しされ、更に拡大すると想定されるASEANのEコマ

ース市場において、日系企業はどのようなチャンスを見いだせるでしょ
うか？
　例えば、コールセンターやWeb画面構築などのアウトソースビジネス
を主力とするトランスコスモスは、現地の企業との提携により、虎視眈々
とASEAN市場において勃興するEコマース需要の獲得を狙っていま
す。タイでは、子会社のTranscosmos Thailandに現地財閥であるサ
ハ・グループから出資を取り付け、サハが取り扱う様 な々消費財や小
売店のEコマース展開をサポートし、事業拡大を図っています。また、
デジタルガレージグループは、子会社のオンライン決済事業を梃子に
ASEANにおけるEコマース事業の成長をサポートしつつ、2014年7
月にはecontext ASIA EC Fundを組成し、勃興するEコマース企業
に成長資金を提供する受け皿を構築することを決定しました。
　Eコマースの推進には、商品仕入れ、物流、在庫管理、マーケティ
ング、WEB構築、決済、アフターサービスといった多機能の連携が
必要となります。サービスを主に提供する日系企業は上記機能に強み
を持っている企業も多く、そのような強みを起点にASEANにおける
Eコマースの勃興を成長機会として取り込むことが期待されます。

モバイルを手に入れた
“つながり好きな”消費者とEコマース

日系企業の動き

今回は、中国で近年急速に発展している早期教育ビジネスについ
てご紹介したいと思います。

　祖父母4人、両親2人、子供1人の家族構成は、我が家をはじめ
として1980年代生まれの両親がいる中国の典型的な家庭です。
　親は子供にとって第一の教師といえるため、両親は子供の知力発
達のスタート段階となる幼児期に多く触れ合い、子供の早期教育へ
の責任を果たしたいと思っています。しかし私たち親は仕事に追わ
れ、子供の面倒は知識も能力も限界のある祖父母に頼まなければ
ならず、家庭内での早期教育の現実は理想とはほど遠いといわざる
を得ません。
　中国では、子供の早期教育サービスが注目されています。中国
の早期教育市場は1998年に立ち上がり、2001年には政府が早期
教育に注目し、力を入れ始めました。2003年のSARSにより市場
は大きく打撃を受け、国内企業は再編されましたが、2005年に国
内外の資本が入り、本格的に市場が盛り上がってきました。ここ数
年ではいくつかの国内外のブランドが市場での地位を確立して、地
方の主要都市にまで拡大しています。
　近年、中国の新生児数は毎年1500万人以上にのぼり、また一人
っ子政策の緩和により、さらに増加する見込みです。2016年に中
国の出生率は最大になり、2028年に人口のピークを迎えて、4回目
のベビーブームが到来すると予測されています。今後20年は消費
が拡大して、新しい消費スタイルや育児理念の出現により早期教育
への支出が増え、5500～7000億元（日本円で約9.6～12.2兆円）
の規模まで市場が成長すると見込まれています。
　中国の早期教育は、市場の立ち上がり期は成長速度が遅かった
ものの、最近非常に速いスピードで発展しています。早期教育事業
者は、ビジネスモデルによって大きく以下の3種類に分類されます。

　アメリカの「金宝貝（GYMBOREE）」、「天才宝貝（fastrackids）」、
国内の「東方愛嬰」、「紅黄藍（R.Y.B.）」等のブランドは、チェーン
展開しています。もともと乳幼児製品を扱う企業がそのブランド力を
もって拡大戦略をとって市場に参入したパターンや、北京、上海、深
セン等の経済的に発達した開放的な思想の地域に幼児教育機関を
開設してビジネスを確立した後、全国各地に加盟店を増やしていくパ
ターンがあります。

このモデルは、幼稚園をベースとして、ブランド、教師、立地、設備、
カリキュラム等、幼稚園が有する経営資源を利用して、園内に親子
教室を設置したり、親子教室内に0～3歳児の乳幼児託児クラスを

開設するスタイルです。

　地域の乳幼児保健機関を主体として、地域の乳幼児の健康ファ
イルを作り、早期教育と結合させて、早期教育、親子活動、父兄ク
ラス等を開設し、父兄の育児レベルの向上を図っています。

　現在のように、インターネットで何でもできてしまうような時代にお
いては、今後 IT技術のさらなる発展とともに、早期教育業界も新
天地を拓けるのではないでしょうか。中国では早期教育費用は高額
で、相対的に高所得者層をターゲットにしたビジネスであること、ま
た大学は早期教育の専攻がないため、早期教育を行える教師の育
成が十分でないことからも、良い教師が現場に行き渡っておらず、
日本と比較しても教育の質は、ばらつきがある状況だと思われます。
しかし、中国の広大な市場を後ろ盾とし、早期教育は成長産業とし
て今後も成長が見込まれ、業界の発展とともに中国の父母は自分
の子供に合った教育方法を見つけられるのではと思っています。

◆“Hello Bangkok Thailand”：http://hellobangkokthai.com/ 
（参照 2014-09-01）

◆和田 恭2012.6 「米国小売業界におけるオンライン・モバイルコマースの普及動
向」『ニューヨークだより』2012年6月増刊

◆“Asean nears its ‘ecommerce moment’”, Jul 8, 2014 4:18pm, Jeremy 
Grant：http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/07/08/asean-nears-its-
  ecommerce-moment-report/ （参照 2014-08-27）

◆『日本経済新聞』 2014年8月21日　電子版

◆News Release, “急拡大するアジアEC市場に対して、決済サービスだけでなく、
資金面でも成長とエコシステム構築を支援する「econtext ASIA EC Fund」を
設立”：http://www.veritrans.co.jp/library/disclosure/20140717_eca.pdf 
  （参照 2014-08-27）
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