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巻 頭 挨 拶

代表取締役

代表取締役

　当社は、9月28日に東証マザーズに
株式上場を果たすことができました。
これも皆様方の温かいご支援・ご協力
の賜物であり、心より御礼を申し上げ
ます。
　松岡代表とともに当社を設立したの
は約12年前の2007年1月でしたが、そ
の頃は、㈱産業再生機構が早期に解散
したとはいえ、いまだ各金融機関に処
理すべき不良債権が残っていた時代で
あり、当社のビジネスの中心も事業再
生及びそれに伴うハンズオン・M＆A
でした。しかしながら、その後のアベ
ノミクス以降の景気の好転により、事
業再生案件が大幅に減少するといった
経済環境の変化もあって、当社は、事
業再生中心のビジネスモデルを企業の
成長支援中心のビジネスモデル（コン
サルティング、経営者派遣、M＆A、
海外進出支援等）に変化させ、近時の
顧客ニーズに沿うようなサービスを展

　怖い西洋絵画がブームになっていま
す。フランスの印象派画家であるドガ
の『エトワール』という絵も、怖い絵
画として有名です。オペラ座などで華
麗に舞う踊り子たちを描いたドガ。な
ぜ、彼の絵画は「怖い」と感じられる
のでしょうか？
　ドガが描く絵画には、当時のバレエ
の闇が表現されています。『エトワー
ル』の正面に描かれている踊り子の表
情は、楽しそうではありません。この
絵画の中央左には、舞台袖から身体の
半分だけをのぞかせている男がいま
す。彼は踊り子のパトロン。産業革命
以降のイギリスやフランスでは拝金主
義が台頭。バレエは退廃的娯楽となり、
一時、下層階級の女性とパトロンとの
出会いの場所となりました。
　しかし、幸運なことに、北欧やロシ
アで芸術としての高貴なバレエが脈々

開して参りました。
　当社のように顧客へのアドバイスを
業とする企業は、より一層時代の変化
を先取りしていくために変化していか
なければならないことから、今後とも、
過去の知見を活かすとともに、さらに
新しい顧客ニーズに沿ったアドバイザ
リービジネスを展開していければと
思っております。
　今回の株式上場は、専門人材の採用、
国内外の顧客へのマーケティング及び
投資事業等の強化を目的としています
が、当社は、このような折角の機会を
生かし、これまで以上に顧客の企業価
値向上に貢献できるような総合的なア
ドバイスを提供していければと思って
おります。今後とも、顧客の皆様の利
益のために全社一丸となって頑張って
いく所存ですので、引き続き、皆様の
ご支援・ご助力を賜りたく、よろしく
お願い申し上げます。

と生き残っていました。今日各国で演
じられているバレエは、北欧やロシア
の王侯貴族の中で、伝統的なバレエが
維持され、そして発展し、再度世界に
広まったものと言われています。
　話は変わって、現在の日本。アベノ
ミクスの奏功で、企業の年間倒産件数
は過去30年で最低の水準。多くのコ
ンサルティングファームでは、事業再
生関連のチームを発展的に解消してい
ると聞きます。
　当社はこの流れに与しません。祖業
である事業再生部門をこれまで同様に
維持・発展させていきます。産業革命
時における北欧やロシアにおける正統
派バレエのように。当社は本年9月に
株式公開をしましたが、今後も事業再
生部門に限らず、過去の伝統的な知見
をしっかりと受け継ぎ、産業界の発展
に役立つことを常に考え続けます。
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集中」という言葉が日本で紹介され、一大ブームとなった。
　実は、ウェルチは「多角化をせずに、本業や祖業に集中
して、それ以外を処分しろ」という意味で「選択と集中」
という言葉を使っていない。むしろ彼はGEのCEO時代に、
多くの多角化投資を行っている。
　しかし、1990年代後半という特殊な局面の日本におい
て、ウェルチの「選択と集中」という言葉は、バランスシー
トを圧縮させなくてはならない日本の経営者にとって、福
音として“誤訳”されて流通した。
　「カリスマ経営者のウェルチ様。あのウェルチ様が、堂々
と「選択と集中」というお言葉をお使いになって、不採算
事業を整理して、本業に特化しろと仰っている。ウェルチ
様の仰せのとおり、わが社も「選択と集中」を行います。」
と。
　そして、多くの悩める経営者達は、不採算事業の撤退を
行い、バランスシートの圧縮を始めた。戦略転換の大きな
免罪符が経営者に渡された瞬間である。
　加えて、「選択と集中」という誤訳は、経営者にとって、
新しい事業を始めるという「リスクテイク」の姿勢をも希
薄化させた。そして経営者は、過去の拡大戦略を懺悔して
悔い改めた。明治政府が江戸期を否定するように、終戦後
の日本が戦前を否定するように。

揺籃機能の喪失

　もちろん、「選択と集中」という名の下の、多角化の否定、
本業への特化は、1990年代後半からの一部の日本企業に
とって必要な戦略であった。
　しかし、道教の「陰陽大局図」に見られるように、物事
にはプラスとマイナスとの両面がある。陽の程度が大きけ
れば、陰の程度も同様に大きい。
　では、「選択と集中」の“陰”の部分とは何だろうか。
マクロ、ミクロの両面を指摘していきたい。
　「選択と集中」が抱えるマクロ的問題とは、日本の経営
者がリスクテイクをしなくなることで、日本全体のイン
キュベーション（揺籃）機能が喪失されたことである。
　おおよそ資本主義国におけるマクロ経済全体のけん引役
として、新たな企業や新たな産業の創造は必須だ。
　歴史的に、日本ではベンチャーキャピタル（VC）では
なく各事業会社が、新たな事業を生み出し育てることで産
業の厚みを作り、経済全体をけん引してきた経緯がある。
　今でも大手事業会社や大手商社は、その傘下に数百社単
位の子会社・グループ会社を抱えていて、ある種の巨大な
疑似VCを形成している。上場会社には数百あるいは1,000

社を超える子会社を保有している企業もある。
　「選択と集中」という言葉の影響で、既存のビジネスと
のシナジーがないものは一切手を出さないという企業も増
えた。実際は、各企業の全くの新規ビジネス戦略が最終的
には新たな企業や産業を生み出し、日本経済に貢献してい
る例は少なくないのだ。
　例えば、日本経済新聞社。
　同社はもともと、1876年に三井物産のある一つの部署
で「中外物価新報」として創刊された。その後、1941年
に三井グループから独立し、果たして戦後に巨大メディア
グループへと発展した。
　大手メディアから産まれたエアラインもある。全日本空
輸（ANA）だ。
　ANAのフライト名は「NH●●●」だが、これは前身
の社名「日本ヘリコプター輸送（Nippon Helicopter）」
の頭文字に由来している。日本ヘリコプター輸送の設立は
1952年だが、そのルーツは戦前の朝日新聞社航空部（報
道用のヘリコプターの部署）だ。
　日本では事業会社がベンチャー企業の誕生・育成の役割
を担ってきた一方で、VCの発達が十分な状態ではない。
　米国ではVCの年間調達額が6～7兆円、中国では4～5兆
円と言われている。日本は一桁小さい2,000億円弱だ。
　米国や中国のように、いずれは日本でもVCが年間数兆
円単位の調達を行うのだろうか。
　『ベンチャー白書』などのデータを見ても、そのような
姿は見えてこない。
　年間兆円単位でVCが資金調達できているのは、米国と
中国だけである。一方、日本は年間2,000億円を下回る推
移が続いている。
　日本だけがベンチャーが低調ということでもなく、欧州
全体でも年間5,000～7,000億円程度の資金調達しかできて
いない。事実は、米国と中国だけが、突出してVCが大き
な存在感を示しているのだ。
　VCが十分に機能していない日本で、この役割を担って
きたのは、日本の事業会社による新規ビジネスへの投資（リ
スクテイク）であった。「選択と集中」という日本的誤訳は、
日本の歴史的な経済のエンジンであった事業会社による多
角化投資や新規ビジネス投資を、意図的ではないにせよ、
大きく減速させた。

当たり外れが大きく、
長期的視野に欠ける

　ミクロ視点での「選択と集中」の問題については、日本
総合研究所の手塚貞治氏の論考（2008年）を参考にして

HP02-05_特集1.indd 03　 データ更新日時　2018/10/18 17:45:52
W210×H297　 ＰＤＦ作成日時　2018/10/18 17:47:18
 loyal_X4_CS5.5_CC

FRONTIER EYES02

特集 1

「選択と集中」の
誤算

代表取締役

松岡 真宏 Masahiro MATSUOKA

東京大学経済学部卒業。㈱野村総合研究所、バークレイズ証券会社、UBS証券会社、㈱産業再生機構を経て、2007年にフロンティア・マネジ
メント㈱を設立。10年以上にわたり流通業界を中心に証券アナリストとして活動。産業再生機構ではカネボウおよびダイエーの案件で取締
役として事業再生に関与。近著に「宅配がなくなる日　同時解消の社会論」（日本経済新聞出版社）がある。

誤訳された
「選択と集中」という福音

　日本で「選択と集中」という言葉は、いつごろ一般化し
たのだろうか。
　この言葉が日本で定着したのは、ジャック・ウェルチと
いう米国人の名前が広く知られるようになった時期と軌を
一にしている。ウェルチは、1980～2001年の約20年にわ
たり、ゼネラル・エレクトリック（GE）のCEOに君臨し
た。優れた経営手腕から、日本のビジネスパーソンにおけ
る人気も高い。

　ウェルチに関する著書が、1990年代後半に日本でベス
トセラーとなったことで、「選択と集中」という言葉も一
気に広まった。
　1990年代後半と言えば、山一證券や日本長期信用銀行
など、日本を代表する大手金融機関が経営破たんした時期
だ。これらを契機に日本発の金融危機が起こり、日本全体
で流動性が急激に低下した。
　日本の各事業会社は、バブル時に膨らませたバランス
シートを減量する必要に迫られた。だが、多くの経営者は
過去の意思決定を否定できない。人間は誰しも、過去の自
己否定をすることは難しいからだ。
　そんな折、世界的なカリスマ経営者ウェルチの「選択と
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平均年齢は40代後半で、少子高齢化がいよいよ現実のも
のとなっている。
　残念ながら、これが彼らから見た日本全体だ。
　成長する巨大都市の人間が日本を見る構図は、東京の人
間が松本市を見る構図と、全くの相似形でフラクタルだ。
　我々は、松本市など地方都市の企業に対して、「選択と
集中」をするのは愚かだとすぐに理解できる。日本全体は、
成長を続ける世界の都市から見れば紛れもなく「大きな松
本市」なのだ。
　だとするならば、地方企業、なかんずく地方の消費関連
企業が行っている戦略こそが、日本全体が見倣うべき戦略
と言える。つまり、過度な「選択と集中」を止め、コング
ロマリットを志向すべきなのだ。

利益は回復したが、
売上と設備投資は低迷

　経営共創基盤代表取締役CEOの冨山和彦氏が『なぜロー
カル経済から日本は甦るのか GとLの経済成長戦略』（PHP
新書）で喝破している通り、企業には世界市場で戦うG（グ
ローバル）型と、各地で戦うL（ローカル）型がある。
　おそらく、ウェルチがCEOを務めたGEも、日本のグロー
バルで戦う大企業も、冨山氏の分類では前者G型である。
こうした企業が、自らの強みを生かして「選択と集中」を
行うことは誠に合理的な判断である。
　また、世界に誇る技術と営業力を保持した特定の日本企
業（現時点では製造業に事例が多い）が「選択と集中」を
志向することは十分に理解できる。乱暴な言い方をすると、

「選択と集中」は高い技術力を持って世界を相手に商売で
きる企業（たぶん多くは製造業）にとっての優れた処方箋
なのかもしれない。
　しかし、この処方箋が適さない日本企業はごまんとある。
冨山氏の言うところのL型に分類される企業である。L型
の多くの企業は、非製造業である。これらの企業の行うべ
き戦略と、「選択と集中」という処方箋とは親和性がない
可能性がある。ちなみに、現在の日本の名目GDPのうち、
製造業の比率は20％以下である。
　財務省の『法人企業統計調査年報』には、日本の全産業
ベースで見た長期時系列のデータがある。日本企業全体の
姿をシンプルに理解するため、このデータ集の売上高、経
常利益、設備投資という3つの指標を見てみよう。
　バブル時に比べて日本全体の企業業績が厳しいと思われ
がちだが、全産業の経常利益（金融・保険を除く全産業）
を見ると全く異なった姿が浮かび上がってくる。
　経常利益は、バブル崩壊前夜の1989年には約40兆円で

あったが、その後低迷期を乗り越え、2016年には75兆円
とバブル時の2倍近い水準に達している。
　一方、売上高はこの30年間ほとんど横ばいの水準となっ
ている。日本全体で1,300～1,600兆円のレンジ内を上下し
ていて、直近の数字も1,400兆円強にとどまっている。
　設備投資はもっと厳しい。ピークだった1991年の約65
兆円から、リーマンショック後には30兆円超にまで落ち
込んだ。その後少しずつ増加しているとはいえ、直近の数
字もピークだった1991年の数字には遠く及ばない。
　売上高、経常利益、設備投資というシンプルな三つの指
標を見ると、日本企業がバブル崩壊後に行ってきた経営ス
タイルが「選択と集中」に極めて強く影響を受けているこ
とが分かる。
　各社は自らの不振事業にメスを入れ、既存事業の利益率
をさらに高めるために、ダウンサイジングをした。日本的

「選択と集中」を行ったことで経常利益は大幅に増加した。
これが日本の株価を過去数年大きく押し上げてきた原動力
の一つである。
　しかし、次の成長に向けた種蒔きはできているのであろ
うか。
　売上が過去のレンジの中位にとどまっているのは、新た
な成長事業が取り込めていない可能性がある。設備投資は
さらにお粗末である。日本の経営者がリスクテイクしなく
なっている証左ではなかろうか。
　確かに、「選択と集中」で日本経済は底割れすることなく、
逞しく利益水準を回復させた。この意味で、過去において
は、日本的「選択と集中」は十二分にその役割を果たした
と言える。
　しかし、そろそろギアを変える時期に来ている。
　それは、過去30年近くにわたって多くの企業で希薄と
なっている、新規ビジネスへの進出などの新たな事業創造
である。そのためには、M&Aや新規ビジネス開発プロジェ
クトなどを積極的に検討し、あらゆる可能性を追求してい
く必要がある。
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論を進める。
　手塚氏によれば、「選択と集中」には、二つの問題がある。
　第一は、「当たり外れが大きい」という点だ。
　確かに、「選択と集中」の名のもとに、一つの事業に集
中して成功している企業の事例は多数見られる。しかし、
その陰には、成功事例の企業数を上回るほど多くの、「選
択と集中」をして失敗した企業が存在するはずだ。
　「選択と集中」は、ポートフォリオ理論とは真逆の考え
方である。
　投資でいえば、特定の一つの金融商品にすべての資金を
つぎ込むような戦略が「選択と集中」という考え方である。
競馬に例えれば、自分が惚れ込んだ一頭が出馬する一つの
レースに、持ち金の全てを賭けるような行動である。
　惚れ込んだ馬が一着でゴールすれば、配当は大きい。「選
択と集中」をして見事に成功している企業の収益性が高い
のは、当然といえば当然である。
　「選択と集中」で成功した企業の収益性が高い、という
こと自体にも手塚氏は疑問の目を向けている。「生存者偏
向」と呼ばれるバイアスの論点である。
　経営分野の調査研究は、成功して生き残った企業しか対
象にできない。同様に「選択と集中」の戦略をとり、失敗
して生き残れなかった企業のデータは事後的には存在しな
いからである。結果的に生き残っている企業のデータだけ
が収集されて、バイアスのかかった調査結果になるという
リスクである。
　ミクロ視点の第二の問題は、「長期的視野がない」とい
う点である。
　短期的に見れば、特定の得意分野に事業領域を絞り込む
ことで、収益性を引き上げることは可能である。しかし、
長期的に見たときに、それだけで企業としての、いや組織
としての成長性は確保できるのであろうか？
　そもそも、我々は全知全能ではない。将来を作り出した
り、完全に予測したりすることはできない。ユーザーをコ
ントロールすることもできない。
　自社が「選択と集中」という方向性で絞り込んだ事業分
野の市場は、本当に予測した通りに成長するのだろうか。
　もし市場性があるのならば、他社が参入してくる可能性
はないのだろうか。あるいは、代替品や代替サービスが他
社から生み出される可能性はないのだろうか。
　複数の事業分野をターゲットにしている企業に比べて、
特定の事業分野に絞り込む戦略は、リスク分散という側面
では大きく劣後している。「選択と集中」と「企業・組織
の長期持続性」は必ずしも親和性がない。
　また、企業として、主力事業を固定化してしまうことで、
新しい事業を生み出す可能性に蓋をしてしまうリスクも大
きいと言える。

地方での「選択と集中」は
大いなる愚行

　ここで話を地方企業に移してみよう。
　筆者が実際に携わった案件に、長野県松本市に本社を置
く旧松本電鉄グループがある。
　同社の祖業は鉄道事業であるが、バスやタクシーなど交
通事業だけでなく、食品スーパー、ホテル・旅館運営など、
多角化戦略で一大コングロマリットを形成していた。と同
時に、多額の有利子負債と低収益に喘いでいた。
　同社が経営基盤としている松本市は、長野県では大きな
都市だが、人口は30万人に満たず、今後大きく人口が増
加するとは思えない。むしろ、高齢化や少子化が徐々に顕
在化してくることを考えなくてはならない。
　人口増が望めない地方都市において、消費者相手のサー
ビス業をしている企業が「選択と集中」を行うことは合理
的ではない。同社を分析した後の我々の見立ては、食品スー
パー事業の外部売却などの「選択と集中」は、大いなる愚
行だというものであった。
　人口が継続的に減少していく地方においては、そこに居
住する消費者の財布のシェアをいかに高めるか、という視
点を持つことがサービス業を営む企業にとっては肝要であ
る。財布のシェアを上げるには、一つの商品や一つのサー
ビスだけに特化するのではなく、様々な商品・サービスを
提供するほうが合理的である。
　結果として、同社は食品スーパーなど多角化事業の多く
を外部売却せず、グループ全体での一体再生を選び、見事
に復活した。
　東京など大都市でこの文章を読んでいる読者は、客観的
に松本市におけるこの企業再生の事例を眺めているはず
だ。「地方は人口も減少するし、そこの消費関連企業が一
つの事業だけに特化するのは明らかに愚かな戦略だ」と。
　人口が減少する地方では、複数の事業を持つ方が合理的
なのだ。
　では、同じフレームワークで視点を広げてみよう。
　依然として地方から人口を吸収して拡大している北京や
上海など中国の大都市。平均年齢が30歳以下と若くて、
都市全体が活気あふれる東南アジアの首都。多種多様な才
能を持った人材が集まって、経済規模が継続的に拡大して
いる米国の主要都市。
　これら“人口・経済ともに継続成長している都市”に
居住する人から、日本全体はどのように見えているのか。
彼らの目で日本を見てみよう。
　GDPなど経済のパフォーマンスは芳しくない。国民の
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出所：S&P Capital IQ、全米経済研究所（NBER）より、フロンティア・マネジメント作成

出所： 全米経済研究所（NBER）、米商務省経済分析局（BEA）、米連邦準備制度理事会（FRB）
より、フロンティア・マネジメント作成

ランスが読みづらいため、慎重なかじ取りが求められるが、
今まではこのポリシー・ミックスの絶妙なバランスにより、
インフレ率の安定化につながり、景気拡大が延長された可
能性があると思われる。

バブル崩壊へのカウント・ダウン

　それでは、景気後退の予兆となり得るものは何であろう
か。
　市場が注目しているのは、長短金利差（長期国債と短期
国債の利回り差）である。通常、景気拡大期においては、
長期金利の方が短期金利よりも高いが、この金利差が逆転
した場合、つまり短期金利の方が長期金利よりも高くなっ
た場合、約1-1.5年後に景気後退すると言われる。ITバブ
ル時もリーマン危機時においても、この現象が見られた。
現在（9月11日時点）、長短金利差は0.22%まで縮小してい
る（図1）。
　また、民間の企業動向を見てみると、非金融事業部門の
債務残高（対GDP比）がリーマン危機の時期と同等の水
準まで増加している（図2）。

そこまで来ていることは否定できないであろう。

米中貿易戦争の行方

　もう一つの懸念点は、米中貿易戦争である。
　2018年4月3日、米国は中国からの輸入に対して、500億
ドル分に25%の追加課税を課すことを発表。6月15日には、
第二弾として、25％の追加関税を課す500億ドル分を発表。
さらに、7月10日、10%の追加関税を課す2,000億ドル分の
リストを発表した（一部について2019年1月1日から25%
へ税率UP）。
　これに対して中国側も同様の関税を課す品目リストを発
表、両国関係は終わりのない泥仕合の様相を呈している。
　トランプ政権は、貿易赤字縮小を掲げており、貿易赤字
相手国は、金額順に中国、EU、NAFTA、日本と続く。
中国は最大の貿易赤字相手であり、貿易赤字を削減するに
は絶好の対象である。とはいえ、個人消費に影響を与えて
しまうと景気減速につながる恐れがあるため、米国側は、
中国からの輸入に対する追加関税対象は、資本・中間財に
絞っていた。ところが、7月10日の声明では、個人消費に影

図1 長短金利差と景気後退の関係 

図2 非金融事業債務残高（対名目GDP比）の推移
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　景気拡大期には、モノ・サービスの需
要増に伴い、企業の資金需要が拡大、借
入（債務）が増加する。企業は金利が高
くなっても返済できると考えて借り入れ
る。貸し手も借り手の返済能力を信じて
貸付を行う。信用が増大するのである。
しかし、信用の拡張はいつまでも続かな
い。返済能力に疑義が生じ始めると、債
務額の調整が始まる。いわゆるバブルの
崩壊である。
　世界最大規模のヘッジファンドを運営
し、「ヘッジファンドの帝王」と言われ
るレイ・ダリオ氏は、債務の増大・縮小
には短期と長期の周期があるという。「短
期の債務」は5～8年、「長期の債務」は
75～100年程度の周期があり、直近の各
周期の終わりは、前者は2008年のリー
マン危機、後者は1930年代の大恐慌時
代である。この周期に従えば、そろそろ
債務増大期が終わり、縮小に転じる頃で
ある。
　FRBによる利上げや財政拡大による
金利上昇を通じて、民間企業の設備投資
が減少し、また、長短金利差逆転に端を
発した株・不動産下落により、個人消費
意欲の減衰、GDP成長率の下落、さら
には景気後退へ突き進むシナリオがすぐ
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特集 2

米国景気の行方と日系企業の
M&A戦略への考察
財政拡大と金融引き締めのポリシー・ミックスにより、米国は景気拡大が続き、
バリュエーションも上昇している。一方で、追加利上げ、米中貿易戦争など懸
念点も多く、景気拡大局面の終わりを見据える必要がある。本稿では、かか
る状況下において、日米クロスボーダーM&Aにおける戦略を考察する。

ニューヨーク支店長

津田 雄一郎 Yuichiro TSUDA

慶應義塾大学商学部卒業。シンガポール勅許会計士。シティバンク銀行㈱、大和証券SMBC㈱、会計系コンサルティング会社（香港・日本）等にて、
M&Aアドバイザリー、DD・バリュエーション、事業再生、日系企業の海外進出における会計・税務コンサルティング等の業務に従事。フロンティア・マネ
ジメント㈱入社後は、主にM&Aアドバイザリー、Pre-M&A戦略策定等に従事し、現在は、日本・北米間の戦略策定支援・M&Aアドバイザリー業務に注力。 

　米国景気は堅調に拡大しているように見える。リーマン
危機時の2009年に景気の底をつけて以来、2018年8月時点
で景気拡大期間は110カ月間と過去最長記録を塗り替える
勢いである。失業率は最低水準、インフレ率も安定、第2
四半期の実質GDP成長率も前期比年率+4.1%と2014年第3
四半期以来の高水準であり、個人消費も堅調である。
　一方で、FRB（連邦準備制度理事会）による追加利上げ、
米中貿易戦争によるインフレ懸念、財政支出拡大による双
子の赤字など懸念材料も多い。当社顧客と話をしていると、
米国景気はいつまで持つのかと懸念する声も聞かれ始め
た。米国の景気動向に応じて、自社の経営資源の最適配置
を検討し直す必要があるためである。そこで本稿では、米
国景気動向を取り巻く状況を整理し、そのうえで日系企業
が取るべきM&A戦略を考えてみたい。

米国の景気拡大は
いつまで続くのか

金融・財政政策のポリシー・ミックスによる 
景気拡大の延命

　リーマン危機以降、急激な金融緩和（金利引き下げ）や
国債などの資産買入れによる量的緩和（QE（Quantitative 
Easing program）1～3）により、大規模な流動性を供給
することで需要を喚起してきたFRBは、景気の順調な回
復と共に2014年12月に量的緩和を終了、一年後の2015年
12月には利上げを開始し、2017年10月からは保有資産の
縮小に動きだした。FRBは、「物価の安定と雇用の最大化」

を掲げ、インフレ率と失業率のバランスを注視しながら、
金融政策を進めている。
　2018年8月時点では、インフレ率はFRBの目標とする水
準である約2％、失業率は3.9%と最低水準であり、完全雇
用を達成していると言われる。ただし、労働者の時給の上
昇率は緩慢であり、これがFRBが追加利上げに慎重であ
る理由の一つとなっている。
　FRBが金融政策正常化のために追加利上げに慎重であ
る最大の理由は、その利上げ効果により、景気を殺してし
まう、いわゆる「オーバーキル」を懸念してのことである。
過去の例から、政策金利が名目潜在成長率を超えた場合、
景気後退入りする場合が多い。1990年代後半から2000年
にかけてのITバブル時においても、グリーンスパン元
FRB議長が主導し、FRBは1999年6月より利上げを開始
し、2000年5月まで計6回、4.75%から6.5%まで金利を引
き上げた。その結果、ナスダック株価は6割超下落し、景
気拡大局面は終了している。
　一方、財政政策面を見てみると、トランプ大統領は、就
任以来、2017年12月に法人税21％を始めとする大型減税、
2018年2月には国防費・インフラ支出増による財政拡大政
策を推進。「強いアメリカ」を標榜し、軍事力の整備、米
国内への企業誘致、資金還流を狙う。同国財務省は、短期
債の発行により財政支出拡大を支えており、短期金利が上
昇する要因の一つとなっている。
　本来、財政拡大と金融引き締めは、逆のベクトルの政策
であるため、このポリシー・ミックスは、需要を喚起する
財政拡大施策の効果を、需要を抑制しようとする金融引き
締めが一部相殺することとなる。それぞれの波及効果のバ
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大手企業とスタートアップの
連携の活性化
大手企業とスタートアップの連携事例が報道等で目につくようになっている。
顧客要望の高度化、デジタルトランスフォーメーションの進展、ビジネスの
賞味期限の短期化が叫ばれる中、スタートアップに何を期待するべきか。
大手にとっての戦略的なスタートアップとの付き合い方を考える。

ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部長 マネージング・ディレクター

佐伯 俊介 Shunsuke SAEKI

同志社大学経済学部卒業。Northwestern University School of Law LLM。弁護士。1998年に東西総合法律事務所を経て、2003年からシカゴの
Kirkland & Ellis LLPに所属。2005年にJones Day東京事務所、2007年からAllen & Overy東京オフィスを経て、2010年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。現在は、ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部長として、ベンチャー企業支援等に注力している。

　AI開発のプリファードネットワークスとトヨタ自動車
の105億円の資金調達を含む資本業務提携、物流シェアリ
ングのラクスルとヤマトホールディングスの資本業務提
携、テーマ投信のFOLIOによるLINE、ゴールドマンサッ
クス等からの70億円の資金調達など、大企業とスタート
アップの連携の動きが活発だ。「オープン・イノベーション」
の概念が広まり、自社にないリソースやアイデアの取り込
みを狙う大手企業が、特定の技術やソリューション、新た
なビジネスアイデアや発想を広くスタートアップから募る
試みも数多い。中部電力による「COE -声-」、高砂熱学工
業による「高砂熱学工業アクセラレータ“just move on !”」、
三菱UFJファイナンシャル・グループによる「Fintech 
Challenge」など多くのプログラムが開催され、その運営
や運用プラットフォームを提供サポートするサービスも活
況を呈している。コーポレート・ベンチャー・キャピタル

（CVC）を含む事業法人によるスタートアップ投資も活発
で、2017年の投資金額は1,400億円超と言われている（出 
典：entrepedia「Japan Startup Finance 2017」）。
　公表されている大手企業の取り組みの傾向を踏まえつ
つ、戦略としてのスタートアップとの連携のあり方につい
て、4つの類型に分けて分析してみたい。

自社リソースにないものを
相互補完

①技術・ノウハウ・経験・発想・データの相互補完

　トヨタ、NTT、ファナック等の大手企業と次々と業務

提携を発表したことで話題になったAI開発のプリファー
ドネットワークス（以下、プリファードという）は技術者
100人あまりのスタートアップ企業だ。いずれも技術力に
定評のある大手企業が下請けではなく業務提携という形で
同社との連携を選んでいるのは、AI開発の分野で同社の
技術力が圧倒的であるからということは言うまでもない。
　もともと、従来の日本のものづくりは、大手を頂点とし
たピラミッド構造の傘下に多くの優秀な協力事業者を重層
的に抱え込む「ケイレツ」構造がみられ、技術改善や原価
低減の取り組みにおいて良い結果を出してきた。
　ところが、近年のデジタル化の進展は、ものづくりのス
タイルに大きな変革を迫っている。制御系におけるソフト
ウェアの重要性は今後もますます高まるとともに、機械学
習やディープラーニングといった手法を使った最適化の手
法は多くの製品／サービスの重要な基盤になりつつある。
ものづくりやその利用シーンで数多く生成されるデジタル
データは、それ自体として新たなビジネスの源泉にもなり
うる。開発、製造、配送、マーケティング、利用、廃棄、
リサイクルその他すべての工程で、より多くの専門技術、
ノウハウ、経験、発想、データが必要になり、これらが相
互に複雑に絡み合うのが現代のものづくりであり、ひいて
は現代ビジネスの実態であろう。これほど多様な分野の技
術・ノウハウ・経験・発想・データを、すべて内部で調達
するのは困難であり、錚々たるものづくり企業が冒頭のプ
リファードとの連携を決めているのは、その証左である。
　それでは、仮の話で恐縮だが、トヨタがプリファードを
自社のケイレツに組み込んでいたとしたら何が起きたであ
ろうか。トヨタのケイレツに入ったとすると、おそらく開
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響を与える可能性のある品目も対象に含めており、今後の
個人消費の減退及びインフレ率上昇につながる恐れがある。

日系企業への影響と
M&A戦略に関する一考察

　これまで見てきた通り、米国の景気後退へのカウントダ
ウンは始まりつつあると見ている有識者は多い。そこで、
以下ではそのような前提において、日系企業はどのような
M&A戦略を取るべきなのか、考察してみたい。
　日米のM&A数は顕著に増加しており、2009年は102件
であったが、昨年度は223件を超え、本年度は7月度まで
で139件と最高件数を更新する見込みである（図3）。一方
で、株高を背景にバリュエーションは高く、このような中
で日系企業からは、減損を懸念する声が聞こえてくる。
　減損が生じる理由は、誤解を恐れずに言えば、買収対象
が生み出すフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の現在
価値が、買収時点に見込んでいた現在価値を一定程度下回
るからである。割引率を一定とすると、代表的な減損ケー
スは、①高値掴み（そもそも買収時点で見込んでいた価値
よりも高い金額で買収した場合）と、②見込み違い（想定
よりもFCFが得られなかった場合）である。
　高値掴みをしないためにはバリュエーションの高い状況
では買収をせずに静観する、という企業もある。しかし、
当社顧客と話をしていると、プラットフォームやサプライ
チェーンの要所を押さえるためのM&Aの場合は、バリュ
エーションが高くても高値掴みをせざるを得ない状況もあ
るという。要は他社にその対象会社を買収されてしまうと、
ひっくり返すことが難しく、勝敗が決まってしまうため、
バリュエーションが高く、減損リスクが高くても、その会
社を買収することが経営戦略上正当化できる場合である。
特にその要所が自社事業の利益に与えるインパクトが大き
い場合には、他社に取られた場合のダウンサイド・リスク

の方が、買収リスクよりも大きくなる。
　このような場合には対象会社を100％買収するのではな
く、マイノリティー出資を行うことで、高いバリュエーショ
ンでのキャッシュ・アウトを抑えながら、他社に取られな
いよう先に唾をつけておく手もある。また、売手がオーナー
会社の場合には、PEファンドと異なり、価格のみで買手
候補を選ぶのではなく、事業の親和性や従業員の雇用条件
の確保、企業文化の類似性などで買手候補を選ぶことも
往々にしてある。その場合には、売手経営陣とのコミュニ
ケーションの場を複数回持ったうえで、売手が望む条件を
満たしていることをアピールすることで、結果的に低い価
格でも入札で勝てる事例もある。
　一方、景気が下り坂に転じた場合は、将来FCFは、当
初想定額よりも減少し、見込み違いとなる可能性が高い。
かかる状況下で減損とならないようにするには、景気が悪
化してもFCFが下がりづらい分野への投資か、外部環境
に左右されない分野、例えば自社でコントロールしやすい
コストシナジーを見込めるM&Aが考えられるであろう。
売上シナジーを期待したM&Aの場合は、コントロールで
きない外部環境の変化により、FCFが想定よりも落ち込
むことが容易に想像できる。コストシナジーを見込める代
表的なM&A事例としては、垂直統合型のM&Aが挙げら
れる。メーカーによる仕入元や販社の買収がそれに当たる。
　また、対価を一括で支払うのではなく、業績達成度に応
じて支払うアーンアウト方式を採ることにより、FCFが
落ち込んだ時のキャッシュ・アウトを抑えることができる。
　ちなみに、上記とは別の視点であるが、将来の景気後退
を見据え、機動的にM&Aを活用して成長を図るという意
味で、株価が高い間にノンコア事業の売却を行い、多くの
キャッシュを得て、それを原資に買収を行う案もある。減
損リスクとは無関係だが、キャッシュを減らさずに買収を
行うことも可能となるという点で、多くのグローバル企業
が実践している方法であることを付言しておく。

※2018年1月～7月までの集計値
出所：レコフM&Aデータベースより、フロンティア・マネジメント作成

図3 日米M&A件数・金額の推移
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おわりに
　自社を取り巻くマクロ環境や競争環境
を横に置き、画一的にM&A戦略を論じ
るのは暴論である。M&A戦略は、自社
の経営戦略に沿ってカスタマイズすべき
ものであり、ひな型はない。米国景気が
いつまで続くのかは分からないが、本稿
がどのようなシナリオであっても最適な
ポジショニングを取れるよう検討する際
の一助となれば幸いである。

【注】本稿は2018年9月中旬の国際情勢を基に執筆されたものである。
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3大手企業とスタートアップの連携の活性化

NOV. 2018 vol.23 11

絞った「スマートポールプロジェクト」では、電柱上に電
子ペーパー、センサー、ビーコン、カメラ等を設置し、サー
ビスプラットファームとしてサービス事業者に提供してい
ることを検討しており、その具体的な実施パートナーを公
募している。既存アセットを活用して新たなビジネスモデ
ルを構築するために、中部電力が接点を持っていなかった
異業種との連携により、自社だけでは発想できない新たな
ビジネスモデルの実現を目指している。実施パートナーは
中部電力だけが持つアセットを利用した新たなビジネス実
装を計画し、実証実験の機会が得られるメリットがある。
大手企業が既存アセットを開放することで、外部の柔軟な
発想・技術・ノウハウを取り込もうという試みと言える。

④エコシステム同志の相互作用を図る

　コミュニケーションツールのLINEは、テーマ投資がで
きるオンライン証券会社のFOLIOへ出資し、ユーザーに
対する資産運用サービスの提供を始めた。日本国内におけ
るLINEの月間アクティブユーザー数は7,000万人を超え、
コミュニケーションアプリとしては圧倒的な存在感を持つ
が、その売上構造は、広告、コミュニケーションツール、
コンテンツ配信に大きく依存している。LINE Payの導入
により金融サービス領域への拡大を推進する中で、LINE
ユーザーの属性にマッチする金融サービスの提供が喫緊の
課題となっていた。日常のコミュニケーションツールとし
て手軽さや親しみやすさが訴求ポイントであるLINEのイ
メージは、正確な運用プロセスと高い倫理感に支えられた
信用力と実績がブランドの源泉となる資産運用ビジネスの
それとは大きく異なる。それぞれが独力で相手のエコシス
テムの内部リソースにリーチしていくのは相当な困難が予
想される。LINEとFOLIOの資本業務提携により、LINE
はそのユーザーに支持されうるテーマ投信の提供基盤を獲
得し、FOLIOはテーマ投信への投資家候補としての7,000
万人を超えるユーザーへのリーチを手に入れることになっ
た。一見離れたエコシステム同志を掛け合わせて新しいビ

ジネスを作り出そうとする事例と言える。

おわりに
　上記の第1の類型は、研究開発における自前主義の限界
に対するアンチテーゼとしてのオープン・イノベーション
の典型例であり、第2の類型は、構築に時間がかかるサー
ビスECを共同で確立することを、第3の類型は、大手企業
側、スタートアップ側の双方が単独では持ちえなかった経
営資源を相互に補完することで新しい事業を始めることを
意図している。いずれも、単独で不足するものを相互に補
完する発想からの動きで、当事者が認識している課題から
逆算していくことで導かれるアプローチと言える。
　一方で、第4の類型は、それぞれが生み出してきたエコ
システムを活性化させるために、どのパートナーと組むべ
きかという発想である。多くのモノやサービスがネットで
簡単につながることができる時代ならではの優れたアプ
ローチと言えるだろう。
　独占や市場支配力をてこに優越的な地位の確立を目指す
競争論的なアプローチと比べると、エコシステム同志をつ
なげることによる経済効果をあらかじめ判断するのは困難
が伴う。しかし、あらゆるものがネットを通じてつながり、
多くの人々のコミュニケーションが個人ベースで活性化し
ていく時代のビジネス戦略に、エコシステムの活性化の視
点は欠くべからざるものになっていくものと思われる。セ
グメントやサプライチェーンの内部での影響力を競い合う
大手企業同志ではなく、住んでいるエコシステムが異なる
スタートアップとの連携はお互いにニュートラルな相手と
言えよう。目先の支配関係やエゴの問題をクリアすること
ができれば、手を組むことに対するハードルが最も少ない
組み合わせと言うこともでき、この組み合わせでのエコシ
ステムの活性化の事例が今後も増えていくことに期待した
い。

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

図3 既存アセットの新たな活用 図4 エコシステムの相互作用
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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

発対象となるプロジェクトは自動車関連のものに収斂され
ていくことが想像される。明示的な制約がなくても、その
活動範囲は自ずと狭まり、スタッフの顔ぶれも自動車関連
に関心を示す者に徐々に寄ってくるはずだ。一つのエコシ
ステムに染まることで組織の発想・思考パターンが同質性
を帯びてくるのは、人が社会性を持つ存在である以上、避
けられない。逆に、従来型のケイレツの枠内では、その同
質性ゆえに解決できない課題に対する処方箋を探し求めた
結果がプリファードだったのであり、その意味ではトヨタ
とプリファードとの連携が対等のパートナーであるのは必
然であろう。異なるカルチャーやエコシステムで生み出さ
れた多様な発想のぶつかり合いが新たなイノベーションを
生み出すのであれば、全くカルチャーの異なるスタート
アップと大手企業が連携することの意味は大きい。

②他社に先駆けてマーケットリーダーを目指す

　一方で、スタートアップが提供する機能には、大手企業
が自ら同様の枠組みを構築することが技術的にも財務的に
も不可能ではないケースも存在する。それでもスタート
アップと連携するのは、時間を買う側面が重要であるから
だ。ネットワーク効果が働くデジタルエコノミーでは、素
早く多くの利用者を獲得したものがすべての果実を持って
いく。商品／サービスのローンチまでに必要な時間はその
後のビジネス展開にとって致命的である。今すぐ始めるこ
とが決定的に重要なのである。
　ヤマトホールディングスは、2017年7月に、物流シェア
リングのサービスサイトを運営するスタートアップである
ラクスルと資本業務提携を発表している。提携相手のラス
クルは、もともと全国の印刷会社が保有する非稼働時間に
着目して、非稼働時間を使った印刷サービスを低価格で提
供するサービスECを運営していた。2015年12月には、ド
ライバー不足に悩む物流業界の課題を同様の手法で解決す
るサービスとして、ハコベルをローンチしている。全国の

運送事業者の非稼働時間を荷主に低価格で提供するという
コンセプトである。たしかに、ハコベルのサービスサイト
の構築自体は、技術的にさほど困難なものは想定しにくく、
ヤマトの財務基盤があれば同等のサービスインフラを構築
すること自体は不可能ではなかったはずである。しかし、
ネットワーク効果が顕著に働くサービスECというビジネ
スでは、先行するサービスが一定の認知度を確立してしま
うと、後発がそれに打ち勝つことは難しい。その意味で、
全国の中小運送業者とのネットワークを築き、既にサービ
スをローンチしていたハコベルとの提携の意義は大きかっ
たのだと思われる。一方、ハコベルにとっても、物流業界
の雄であるヤマトと提携することで、より多くの発注の
ソースとして、また信用やネットワークの後ろ盾として大
きな意義があったのであろう。

新たなビジネスの模索

③既存アセットの新たな活用

　ラスクルとヤマトの事例は、物流業界という特定の業界
に関する事例であったが、産業の枠組みを超えて競争が激
化すると、各企業はセクター軸で捉えていたマーケット認
識を改め、既存のビジネスモデルの見直しを迫られる。国
の電力小売全面自由化という規制枠組みの大きな変更によ
り、競争環境の大きな変化にさらされた電力業界はその一
例である。既存顧客網が、他業種からの参入組による営業
攻勢を受ける中で、顧客基盤や配送電網という既存アセッ
トを活性化させ、新たなビジネスのあり方を模索している。
　例えば、中部電力では、「COE -声- （Chuden-group 
Open innovation Environment）」 http://coe.chuden.
jp/という専用サイトを立ち上げ、広く外部パートナーと
の連携を模索している。保有する電柱の有効活用に焦点を

図1 リソースの相互補完 図2 マーケットリーダーを目指す
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消費財トピック

出所：フロンティア・マネジメント作成

図表 チェーンシステムの事業モデルの変化

従来型チェーンシステム EC全盛時代のチェーンシステム

提供価値 価格、利便性（どこにでもある） 価格、利便性+買い物の楽しさ

戦略方針
効率の追求

•売れ筋集中購買とボリュームディスカウント
•効率的なオペレーションの確立と徹底

効率と遊び（非効率）のバランス化
•他にない（売れるかはわからない）商品拡充
•店舗個性の許容と現場やる気・演出力強化

組織基盤
本部の決定を末端まで徹底する組織
•トップダウン的意思決定構造（中央集権）
•連帯的責任追及（現場責任は限定的）

現場の創造性を活かす組織
•ボトムアップ的意思決定構造（現場権限移譲）
•信賞必罰の徹底（現場責任拡大）

財務基盤 財務基盤はある程度脆弱でも許容 非効率に耐えうる安定的財務基盤が必須

テムを採用する企業にとって逆風になりかねない。お宝発
掘による買い物の楽しさ追求という考え方が、これまでの
チェーンシステムの考え方と逆行するものだからである。
　チェーンシステムは効率を追求する考え方である。商品
は販売量の見込めるものをどこでも画一的に扱うことでボ
リュームディスカウントを狙いつつ、運営方法も効率的な
オペレーションを確立して一律に導入しバラつきが出ない
よう管理を行う。
　一方、買い物の楽しさ追求のためには、一定の遊び（非
効率）の許容が必要となる。商品は同質化を避けるため、
売れるか分からない、もしくは売れないと分かっていても
店頭の魅力向上につながるインテリア的商材も扱うことが
必要であり、運営方法も店舗の個性を認め現場のやる気を
引き出すことで、エンターテインメントの舞台である店舗
の演出力を高めることが必要となる。
　もちろん遊び（非効率）だけでは事業は成り立たない。
遊び（非効率）によって店舗の魅力と集客力を高めつつ、
そこで捉えた顧客をチェーン的効率性でマネタイズするバ
ランスが、新たな勝ちパターンとなる。EC全盛時代の
チェーンシステムは、効率と遊び（非効率）を同居させそ
れぞれを先鋭化させていくという、高次の管理が求められ
るのである。

変革には大胆な企業システム改革を
行う覚悟も必要

　また、新たなチェーンシステムに変革するためには、企
業の根幹を支える基盤にも手を加える必要がある可能性が
高い。買い物の楽しさを追求するには、ボトムアップ的意
思決定構造の採用や信賞必罰の徹底等を通じて、いかに現
場の創造性を活かす組織的仕組みを構築できるかが重要な
ポイントとなる。
　財務的観点からも、単品で見ると効率が低くなるため資
金効率の悪化や財務リスク負担が避けられない遊び（非効
率）を許容するためには、財務の健全化が一層重要となる。
　新たなチェーンシステムへの変革のために組織や財務に
まで踏み込んだ、いわば企業の「基礎工事」を行う必要が
あることを想定すると、その難易度は決して低くはないで
あろう。しかし、だからこそ、その難局を乗り越え得た企
業にとっては、EC全盛時代の果実を手にするチャンスが
大きいのではないだろうか。

TOPICS
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利便性や価格に優れ、目的買いシーンに適合するEC
の台頭を背景に、実店舗は買い物の楽しさを一層充
実させて衝動買いニーズを取り込むことに、その役割
をシフトしつつある。しかし買い物の楽しさの追求に
は、効率一辺倒であったこれまでのチェーンシステム
が足かせとなりかねない。そこで本稿ではEC全盛時
代のチェーンストアに求められるビジネスモデルの方
向性について考察する。

ファミリーマートの
「ドン・キホーテ化」の衝撃

　2018年6月、ファミリーマートは既存店舗をリニューア
ルし、「ドン・キホーテ流」を取り入れた共同実験店を開
店した。商品を天井まで積み上げる「圧縮陳列」や、遊び
心満載の「POP広告」などといった、ドン・キホーテで
おなじみの店舗演出手法が取り入れられている。
　ドン・キホーテは店舗従業員に仕入れや値決めの権限を
委譲することで店舗の個性を醸成し、面白い売場づくりを
目指す個店主義で知られた業態である。ファミリーマート
との共同実験店は2017年8月のユニー・ファミリーマート
ホールディングスとの資本業務提携の一環で、先行して進
められたアピタ、ピアゴといった総合スーパーのドン・キ
ホーテ化の成功を受けたものと考えられるが、チェーンシ
ステムの権化と言えるコンビニエンスストアのファミリー
マートが、個店主義というチェーンシステムの考え方とは
真逆のドン・キホーテ化を図るニュースに驚きを覚えた読
者も多いと思われる。
　ユニー・ファミリーマートホールディングスの高柳浩二
社長は、朝日新聞デジタルの取材に対しその狙いを「対ネッ
ト」と語っている。ECの脅威にさらされる中、実店舗を
持つ既存のチェーン店に何が起きているのだろうか。

買い物の楽しさという
価値に立ち返るリアル店舗

　その問いに答えるために、まずはECが提供する基本的
な価値について確認したい。総務省「平成28年度版情報
通信白書」によると、ECを利用する理由で最も多いもの
は「実店舗に出向かなくても買い物ができる」であり、「24

時間いつでも買物ができる」「実店舗よりも安く買える」「実
店舗よりも品揃えが豊富」が続く。一方、ECを利用しな
い理由の一位は「実店舗で実物を見たり触ったりして購入
したい」である。
　ECの優位性は利便性や価格、（欲しい商品や機能が決
まっている場合のその商品等の）品揃えであり、「目的買い」
購買シーンに適合している。それに対応するように、実店
舗は実物を見たり触ったりして消費者が知らない商品やそ
の価値をリアルに体験・発掘できるという特徴を活かし、

「衝動買い」購買シーンに対応することにその存在意義を
シフトしつつあることが理解できるであろう。
　ファミリーマートのドン・キホーテ化もまさにこの存在
意義のシフトに対応しようとするものと考えられる。圧倒
的利便性で他業態からシェアを奪ってきたコンビニではあ
るが、利便性という観点でもより優れたECの脅威に晒さ
れており、お宝発掘的買い物の楽しさという価値を付加し
衝動買い購買シーンを取り込むことで、ECと同じ土俵で
の競争を回避しようとしていると推察される。
　ドン・キホーテに限らず、実店舗を持つ小売チェーンで
現在も好調を維持している企業には、同様の戦略をとるも
のが多い。再編が進む雑貨業界の中、尖ったサブカルチャー
の情報発信で気を吐くヴィレッジヴァンガードや、衣料品
不況の中で、ブランドスタイルに適合していれば高価格で
たとえ売れない商品であってもブランディングのために取
り揃えることで若年層から強い支持を集めるセレクト
ショップなどがそれである。

求められる
従来型チェーンシステムからの脱皮

　しかしこうした事業環境の変化は、従来型チェーンシス

コンサルティング第1部
シニア・ディレクター

藤澤 順也
Junya FUJISAWA

東京大学大学院情報理工学系研究科卒業。中小企業診
断士。㈱NTTデータ経営研究所を経て、フロンティア・
マネジメント㈱に入社。外食やアパレルを中心とした
小売・流通分野における中期経営計画策定支援、成長
戦略策定支援、M&A支援等の数多くの案件に従事。
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までに成長し2017年は過去最高益を上げている。

（2）強みの再定義における論点

　強みを棚卸しする際、ビジネスプロセスごとに競合他社
と比較して抽出することが多いと思う。非常に有効なアプ
ローチだと思うが、合わせて3つの観点から強みを抽出す
ることをお薦めする。
　1つ目は「経験」である。自社が経験したことの背景には、
成功要因と失敗要因が存在する。その要因解析を行うこと
で、自社の強みが浮き彫りになる。さらに、問題解決経験
を棚卸しすることで、自社固有のノウハウを明確にするこ
とができる。この経験の棚卸しの際には、事業部などの部
門ごとに行うと同時に、従業員の世代別に行ってみること
をお薦めする。この取り組みを通じて従業員間の共通言語
が生まれると、組織活性化の起爆剤になる。
　2つ目は「知識」である。具体的には、詳しい市場や製品、
さらに機能領域における知見を棚卸しすることである。こ
の知見の棚卸しの際のポイントは、単に知っていることが
重要ではなく、市場や機能領域における構造的な課題や起
きつつある変化を理解しているかを基準に棚卸しすること
である。知見の集積は、顧客に対して非常に価値がある。
　3つ目は「特技」である。自社固有の技術や価値提供の
仕組みなど、「○○ができる力」を定義することである。
当社ではスキルの集合体として組織能力（Capability）の
評価支援を行うことがある。組織能力は5つの成熟度評価
ができ、①気づき（必要性は理解している）、②発展途上（開

討することである。自社のポジショニングを検討する際、
評価軸の設定が重要になる。具体的には、「属性」「用途」「プ
ロセス」「提供価値」「個性」「時間」などの切り口からポ
ジショニングマップを作成することが必要になる。市場
リーダー以外の企業が競争優位を構築するためには、まさ
にこの位置取りの巧拙によって、経営成果が変わってくる
と考えられる。真正面から戦うのではなく、「ずらす」位
置取りを選択すること、すなわち顧客からの期待役割を自
ら定義できるかがポイントになる。ポジショニングの転換
で成功した事例としては、中堅企業向けERPのオービッ
クが挙げられる。IT要員が少ない中小企業へ特化し、且
つ選別受注と社内開発により、10年以上にわたり営業利
益が最高水準を更新している。

下剋上の意味

　下剋上とは、下位の者が上位の者に勝つことを意味する
が、本稿では、事業規模や占有率で上位企業に優位を得る
ことを意図していない。もちろん占有率が高い企業の収益
性は高いと言えるが、市場寡占化の過程で分散型の市場構
造に身を置いている企業は多く存在する。こうした市場に
おける市場リーダー以外の企業には、自ら自社の位置取り
を再定義し、経営資源の再配分を検討することが非常に重
要であると感じる。結果、競合他社よりも収益力を高める
ことができ、持続的な競争優位を構築することができる。
下剋上戦略を、是非検討してみていただきたいと思う。

図表 下剋上戦略のイメージ

3つの再定義

A社（25%）

B社（20%）

C社（10%）

D社（5%）
E社（5%）

他（35%）

下
剋
上
戦
略

市場占有率

市場・顧客

強み

位置取り

収
益
力
強
化

足下の敵

潜在的な
敵

発途中）、③実践（各部門で実行中）、④最適化（全
社で実践中）、⑤先進化（業界最先端）という5つの
成熟度レベルで評価することができる。特に、①か
ら③のレベルにある組織能力の棚卸しを行ってみる
ことをお薦めする。
　これら3つの観点から強みを明確に認識し、体系
的に整理することは、経営資源配分を考える上で大
変重要な作業であると考えられる。この成功例とし
てはオーデリックが挙げられる。同社は競合が多数
存在する一般照明市場において、きめ細かな営業活
動とクイックオーダーの仕組み（部材共通化と配送
ルート見直し）により増益を続けている。

（3） 戦う位置取りの 
再定義における論点

　市場の再定義より選定された戦う場所で、どのよ
うな位置取りが持続的な競争優位を構築できるか検 出所：フロンティア・マネジメント作成
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多くの企業は市場リーダーではない。各々の市場では、
上位企業や同業他社との熾烈な競争が繰り広げられ
ているが、成長戦略や中期経営計画を策定する際、最
適な経営資源配分が重要な検討テーマとなることが
多い。本稿では筆者のプロジェクト経験から、主要な
論点を整理する。

コンサルティング第2部 
マネージング・ディレクター

林 浩史
Hiroshi HAYASHI

早稲田大学政治経済学部卒業。広報専門
会社、日系・外資系コンサルティング
ファームを経て、2013年にフロンティア・
マネジメント㈱に入社。製造業を中心に
BtoB領域の成長戦略・中期経営計画策定
から実行支援等の幅広い案件に従事。

3つの再定義の必要性

　市場リーダー以外の企業が経営資源の配分を検討する
際、3つの再定義を行うことが必要である。
　まずは顧客及び市場の再定義を行い、戦う場所を特定す
る。その際、将来の市場成長率や相対的な占有率だけを見
て評価することは早計である。成長市場では参入企業も多
く過当競争の結果、撤退した事例も多い。過去の自社の長
期業績推移と成功失敗要因を振り返ることが重要である。
企業行動や意思決定には癖があり、また変局点が存在する
ことが多い。同様に現在の競合他社の動きも重ね合わせて
みると、自社との違いや意思決定の巧拙が浮かび上がる。
　次に自社の強みの再定義を行い、戦い方を検討する。経
営課題を整理し、改善策を検討することに長けている企業
は多い一方で、強みの棚卸しを軽視している場合が多いと
筆者は感じる。それらの企業では過去の延長線上で評価し
ていたり、思い込みや願望で強みが抽出されていることが
ある。強みを評価するときに最も重要なのは、競合との比
較よりも先に、顧客への提供価値に軸を置くことだ。顧客
が自社製品やサービスを採用する際、複数社からの採用を
検討しているため、「選ばれている理由」が存在する。
　最後が戦う位置取りの再定義である。市場と強みの再定
義を踏まえて、持続的に競争優位を構築できるポジショニ
ングを特定する。具体的には顧客から期待される役割を考
えることだ。特定された市場において首位になれるような
細分化された用途があるか、従来にない新しい市場が創造
できるかを検討することにより、独自の期待役割を定義す
ることが重要になる。消費財のブランド戦略策定では、こ
のポジショニング検討が特に重要であるが、BtoBの製造
業においては意外に検討されないことが多いと筆者は感じ

る。差別化で競争に勝つことはもちろん、競争しないで勝
つ位置取りが描ければ最良の経営資源配分が可能になる。

（1） 市場・顧客の 
再定義における論点

　昨今、様々な市場において業際の融解現象が起きている。
例えば、自動車産業は電気自動車や自動運転技術の登場に
より、電子部品企業の車載市場参入が活発になり、市場構
造が激変しつつある。市場変化が常態化する中、市場・顧
客再定義において、考慮すべき2つの視点を紹介する。
　1つ目は、新規参入者の動向である。新規参入者が多く
存在する場合、対象市場には未充足ニーズが存在すると言
える。どのような「未充足ニーズ」を捕捉しようとして市
場参入したのか分析・評価することは市場定義において非
常に有効であると考えられる。
　2つ目は、代替品・サービスの可能性検証である。昨今、
さまざまな市場でプラットフォーマーの勢力が拡大してい
ることが多い。結果、従来の競争要因が劇的に変わり、ゲー
ムルールが置き換わることがある。こうした現象が起きる
前に、市場の変局点や「潮目の変化」を察知することが非
常に重要になる。
　再定義で成功した企業としてはセーレンやナミックスが
ある。前者は生地の染色加工から自動車用シート材メー
カーへ転換し、1980年代は3期連続で赤字計上していたの
が、1990年代に自動車用シートを主軸にしたことで業績
は回復。2005年にはカネボウの繊維部門を買収したこと
で一躍有名になった。2018年度3月決算も売上高1,147億円、
営業利益107億円と過去最高益を記録している。後者は塗
料からエレクトロニクス基盤用導電・絶縁材料メーカーへ
1980年代に業態転換し、こちらも世界シェア45％を誇る
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門のファンド（コーポレート・ベンチャー・キャピタル、
CVC）を自前で設立する動きが活発である。CVCと
M&Aとは、概ね表2のような類似点、相違点が挙げられる。
　M&Aのマイノリティー投資とCVCのマイノリティー
投資との主な相違点は、特に表中の4（投資形態）、7（投
資検討担当）と言える。4で投資形態を区別しているのは
投資の位置付けの相違によるものである。7で検討の担当
チームを区別しているのも、4で位置付けを相違させてい
ることに関連した相違点である。CVCでは革新的な技術
の創出を意識したソーシングや評価は技術知見や投資業務
のバックグラウンドを有する人材やチームが担当すべきと
いう考え方である。早くからCVCが発祥し、実績を挙げ
ている欧米企業とは異なり、日本企業では外部招聘・採用
による専門かつ専任チームを組成している例は稀有で、社
内人材による試行錯誤の下でソーシング、評価を始めてい
ることが多いため、投資実績を上げられていない企業もあ
る。加えて、9（難易度、課題）のように多くの難易度、
課題を解決するための広範なスキルも求められている。

ベンチャー企業への投資
VC組成・投資の歴史と現状

　新規事業・企業に資金を振り分ける資本市場の仕組みで
あるVCの機能は、1946年に米国ボストンに（ADRの名

称で）設立され、日本では1963年に中小企業投資育成株
式会社法により設立された。当初は金融機関の関連会社で
あったVCは、次第に（IT、通信系会社等の）事業会社、
商社でも設立する動きとなり、それらはコーポレート・ベ
ンチャー・キャピタル（CVC）と呼ばれるようになった。
その後、1980～1990年代にかけて産学連携ファンド、
2000年代初頭にはコンサルティングファーム等によるイ
ンキュベーションを目的としたVCやCVCが隆盛を極め、
2009年以降も経営資源である有能な人材の獲得（Aquire
とhireを合せたAcqui-hireという造語が生まれた）を目
的とするVC投資が継続されている。
　VCやCVC発祥の米国では、CVCの実務ノウハウや成
功例が蓄積されている。世界最大級のCVCであるIntel　
Capitalは1991年の設立以来、57カ国における1,500以上の
ベンチャー企業に総額122億ドルを投資してきた。2017年
第3四半期だけでも69社に5.4億ドルを投資しており、当該
四半期だけでも19社を買収、6社をIPOさせている。
　Intel Capitalに次ぐ規模のGoogle Venturesは2009年
にGoogleの経営企画部門から独立し、4年後の2013年の時
点で225社の投資先に対して約1,200億円の投資を実行、現
在では投資先が300社以上にまで増加している。次いで、
セールスフォース、クアルコム、GE、マイクロソフト等
によるCVCが資産規模、実績共に大きい。
　日本でも同様に、トヨタ自動車、ソフトバンク、NTT

表2 CVCとM&Aとの比較（類似点、相違点）

項目
M&A CVC

マジョリティー投資
（既存事業企業、ベンチャー企業）

マイノリティー投資
（既存事業企業、ベンチャー企業）

マイノリティー投資
（ベンチャー企業）

1 投資分野・対象 ■既存事業 ■既存事業の新規技術、新規事業

2 資金源 ■自己資金　■借入金 ■自己資金

3 投資金額規模 ■数十億円～数百億円 ■数億円～数十億円

4 投資形態 ■直接投資による株式取得
■外部のVCに運用委託
■VC投資子会社を設立し、そこが株式取得

5 価格交渉 ■可能
■可能
■不可の場合も有り

6 EXIT ■基本的に継続保有 ■継続保有、買い増し、IPO、売却等の様々な選択肢有り

7 投資検討担当 ■既存部署（経営企画部、事業戦略部等）が兼務 ■専門チーム（外部招聘・採用含む）が専任

8 目的、メリット ■自社で賄えない顧客、技術、人材、ネットワーク等の獲得
■収益（売上、利益）の取込み

9 難易度、課題

■経営目標必達に向けた経営関与
■最適な協業関係、取引関係の整理、実現
■対象会社マネジメントの見極め、活用
■ PMI（買収後の経営・管理）プランの検
討、実行

■ソーシング、評価、選定が難しい
■経営目標の実現可能性が不透明
■経営参画、共同体制の確立が難しい（技術等では対象会社が主導権を有する）
■協業関係、取引関係を独占できない（対象会社の経営の独立性を理解する必要がある）
■マジョリティー投資へ移行する場合、経営株主との強固な信頼関係、理解の獲得が必要
■マジョリティー投資へ移行する場合、複数株主の売却条件、権利を充足する買取が必要

出所：フロンティア・マネジメント作成
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M&Aトピック

消費財トピック

1990年頃から米国で発祥し、以降、継続して活発化し
ているCVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）
によるベンチャー企業への投資は、日本の大手企業に
も広く浸透し、資金の組成、投資実績も積み上がってき
た。新規事業創出を目的とするCVC投資と従来からあ
るM&Aには戦略、対象、投資後の方針等において棲み
分けがなされているのだろうか。また、ベンチャー投資
に必要な体制、検討事項は何か。本稿で考察する。

ファイナンシャル・アドバイザリー
第2部
シニア・ディレクター

粕谷 伸司
Shinji KASUYA

慶應義塾大学理工学部修士課程修了。 
米国通信機器会社でマーケティング業務
に従事した後、PwCで国内および海外の
M&Aアドバイザリー業務、事業再生業務
に従事し、2015年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

オープン・イノベーション志向に
おける事業パートナー

　企業間の国際競争が激化する市場環境の中、1990年代
後半からM&Aは継続して増加傾向にあるが、投資対象や
形態には少し変化が見られる。表1の通り、ベンチャー企
業への投資は上場会社自身によるもの、CVCによるもの
共に、2018年1月～6月の半年間で前年同期比2倍前後で増
加している。ネットワークの高速化、低価格化、デジタル
革命によって技術や製品の陳腐化が急速に速まり、それに
伴って新規事業・製品の創出スピードも速めなければなら
ない厳しい市場環境が要因である。自社の開発、事業化の
リソースでは市場参入が遅れ、競争優位となる技術・製品
が確立できないことから、オープン・イノベーション（他
社、研究機関、起業家等、企業の外部者と共同して技術、
事業化等を創出すること。反意語はクローズド・イノベー

ションで自前主義）志向が高まり、目的に応じて適切な他
社と協力することが有効という認識が広まってきた。旧来
からあったコンソーシアム志向が規模の優位性獲得を目的
として複数企業が同調的に協力関係を築く形式的な協力関
係であったものとは異なり、新規製品・事業を創出するこ
とを目的としたオープン・イノベーション志向では、革新
的な技術、有能・著名な人材、急拡大の実績等を有するベ
ンチャー企業が中心のパートナーシップ関係が築かれる。

ベンチャー企業への投資形態
（CVC、M&A）の比較

　新規製品・事業の創出を目的としてベンチャー企業を
パートナーとする場合、大企業は資金需要の支援が主な役
割となる。大企業では、このようなベンチャー企業へのエ
クイティ・ファイナンスを目的として、ベンチャー投資専

表1 上場会社、CVCによるベンチャー企業への投資件数・金額の2期間推移

構成比率 2017年1月～6月 構成比率 2018年1月～6月 構成比率 2期間の増加倍率

上場会社によるベンチャー企業への
投資件数・金額

109件 8.0% 242件 13.5% 2.2倍

5,840億円 10.0% 12,965億円 6.5% 2.2倍

CVCによるベンチャー企業への
投資件数・金額

67件 4.9% 122件 6.8% 1.8倍

212億円 0.4% 509億円 0.3% 2.4倍

M&A件数・金額（*1）
1,355件 100.0% 1,798件 100.0% 1.3倍

58,567億円 100.0% 200,923億円 100.0% 3.4倍

（*1）  2018年1月～6月の20兆923億円の中には、武田薬品工業によるシャイアー買収7兆円、Tモバイルとスプリントコーポレーション（ソフトバンクグルー
プ孫会社）との三角合併6.4兆円が含まれている。

 出所：㈱レコフの公表データを基に一部推計し、フロンティア・マネジメント作成

CVC投資の現状、M&Aとの関連性
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問い合わせ先
ビジネススクール事業推進室 FBS事務局（担当：下川・高野）

〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル（受付5F）
TEL：03-3514-1387　FAX:03-3514-1301　MAIL：FBS_info@frontier-mgmt.com

フ ロ ン テ ィ ア ・ ビ ジ ネ ス ス ク ー ル 　 レ ビ ュ ー

NOV. 2018 vol.23 19

2018年フロンティア・ビジネススクール
第9期事業会社様向け講座開講中！ 11/1～12/13

〈新講座〉 企業経営タイムトリップ体験シリーズ
～絶対失敗の許されない企業再生の現場、あの時、あなたならどうしたか？～

2018 【第2弾】地域金融機関向けコース　事業性評価／ソリューション力強化セミナー

第1弾・第2弾

第3弾

シミュレーションを積むことの必要性
フロンティア・ビジネススクールでは、フロンティア・マネジメントで実際に活躍している経営コンサルタントやM&Aアドバイザーが 
講師となり、講師自らが担当・経験した事例を受講者が疑似体験できる“超”実践型の授業を実施しております。マニュアル通りの
講義とは違い、現在、経営の現場で起きている問題について学び、考える機会となっており、受講者の中には、具体的に抱える 
問題の解決を求め参加され、講義終了後「明日から直ぐにでも実践してみます」といったお声や、このような学びの機会をもっと 
持ちたいといったお声をいただくなど、ご好評をいただいております。

新しい講師の紹介

フロンティア・ビジネススクールについてはこちらから
https://www.frontier-mgmt.com/FBS/

https://www.nikkeimm.co.jp/fbs/

パンフレットをダウンロードできます

11月16日（金） 10：00～13：00
オーナー企業に対する

事業承継・M&Aソリューション

11月16日（金） 14：00～17：00
現役コンサルタントが教える
経営課題の「引き出し方」

11月30日（金） 13：00～17：00

局面毎の事業性評価

大手小売流通業編  11月13日（火） 14：00～17：00
〈主要テーマ〉
ダウンサイジングの考え方と実践／店舗や事業所などの閉鎖の考え方／グループ企業
群の再編の考え方と実践／再成長に向けた戦略の作成

〈学びのポイント〉
残す事業と残さない事業の区分けの仕方／コアビジネスの導き方／キャッシュフロー
や企業価値という観点からの合理的な店舗閉鎖手法

中堅コングロマリット企業編  12月13日（木） 14：00～17：00
〈主要テーマ〉
時間の経過を再生局面と再成長局面の2つに区分し、それぞれ、現状の見極め段階・打
ち手（処方箋）の整理段階・執行段階に分け整理する。

〈学びのポイント〉
過去の企業再生事例を題材に、今の時代であれば他の処方箋を打つことが考えられな
いか、創造性を持ちながら学びを深める。

大手消費財メーカー編  11月22日（木） 14：00～17：00
〈主要テーマ〉
コアビジネスの抽出／グループ企業群の再編の考え方と実践／再成長に向けた戦略の
作成

〈学びのポイント〉
コアビジネスの導き方／キャッシュフローや企業価値という観点からの合理的な各ビ
ジネスの方向性決定

講師　松岡 真宏

講師　西田 明徳

松岡 真宏
フロンティア・マネジメント㈱
代表取締役
産業再生機構在籍時には、ダイエーとカネ
ボウの再生計画作成に携わり、その後2社の
取締役として再生計画実行の経験を持つ。

西田 明徳
フロンティア・マネジメント㈱
常務執行役員　経営執行支援部長
30代で1,000億円企業の企業再生の現場で
結果を残した経験を持つ。中堅・中小企業
の経営執行支援、ターンアラウンド支援の
豊富な経験と知識を有する。

講師 荻村 昇二
フロンティア・マネジメント㈱
マネージング・ディレクター

講師 彦工 伸治
フロンティア・マネジメント㈱

執行役員

講師 近藤 俊明
フロンティア・マネジメント㈱
マネージング・ディレクター

講師 大沼 蔵人
フロンティア・マネジメント㈱
シニア・ディレクター

講師 池葉 健吾
フロンティア・マネジメント㈱
シニア・ディレクター

講師 中村 吉貴
フロンティア・マネジメント㈱
マネージング・ディレクター

受講のお申し込みはこちらから
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ドコモ、電通、JR西日本、楽天等の大手企業がCVCを組
成し、投資を行っている。中国のAlibabaへ20億円を投資
し、数千倍の価値を手にしたことでベンチャー投資の先見
性ある巧者として解されているソフトバンクは、2017年5
月に10兆円規模の投資ファンド（ソフトバンク・ビジョン・
ファンド）を発足。IoT、AI、ロボティクス、モバイル
アプリケーション、通信インフラ、計算生物学、データ活
用ビジネス、クラウドテクノロジー、コンシューマー向け
インターネットビジネス、金融テクノロジー等を投資対象
とし、ARM、NVIDIA、Flipkart等への投資を実行して
いる。

ベンチャー企業への投資で
取り組むべき4つの事項

　今後のさらなる事業成長、規模拡大を使命として負う大
手企業にとって、M&Aは実現の早期化の面で有効な手段
だが、投資対象はベンチャー企業に限られるものではない。
ベンチャー企業への投資が新規事業・製品の創出において
は有効な手段である一方、その実現可能性の確度は不透明
であり、事業規模が小さいことからも、現状収益に与える
影響度は低く、現業強化に資するM&Aには重要性や優先
度で及ばない。しかしながら、ベンチャー企業へのマイノ
リティー投資は、その後にマジョリティー投資のM&Aへ
発展する可能性がある。そのため、当初のマイノリティー
投資の段階からこれを見据えた評価、条件交渉、経営参画、
支援策、そしてマジョリティー投資への移行ストーリー作
りが重要となる。
　表3は、ベンチャー投資の際に必要な体制、検討事項を
挙げたものである。新規事業・製品のアイデア創出は
M&A対象企業の選定以上に難しいため、表中の1のよう

に意識醸成、体制、仕組み作りが必要である。2（投資主
体の棲み分け）についても、検討担当部署、検討領域が明
確に分かれていない大手企業は少なくない。本体による
M&A投資を検討する企画部門とCVC投資を検討する専
門部門とが緊密に情報交換・共有している大手企業がある
が、その半面、効率性や独立性が低下するばかりでなく、
既存の企画部門の視点、知見の枠を超えられず、新規性の
評価、共同関係のアイデア創出が狭まってしまうことが危
惧される。3（マイノリティー投資後の参画や支援）につ
いても同様で、効果的な経営参画、支援策決定、役割分担
の検討、協議が必要となる。前述の通り、ベンチャー企業
へのマイノリティー投資は、その後にマジョリティー投資
のM&Aへ発展する可能性を視野に入れる必要があるた
め、4（マイノリティー投資後のマジョリティー投資への
移行）も非常に重要な事項である。

おわりに

　筆者が現状を見聞きして知る限り、大手企業においても
従来からあるM&AとCVCには戦略、対象、投資後の方
針等において明確な棲み分けが十分になされておらず、
CVC投資先がマジョリティー取得のM&Aに発展するス
トーリーや仕組みが確立されていないことが今後の課題と
言えそうだ。また、マイノリティー投資後、新規の技術、
製品の果実を収穫できない、マジョリティー取得に発展で
きない、Tag along right（売却参加権）による全株式売
却ができない、といった窮境における持分売却の基準策定、
契約条件等による手当も必要である。

表3 ベンチャー投資の際に必要な体制、検討事項

ベンチャー投資に必要な体制、検討事項 実行例

1
新規事業アイデアの意識、
創出の仕組み作り

■自力では実現できない分野におけるオープン・イノベーションの意識醸成
■検討専任部署の設定、社内コンペ等、新規事業アイデア創出の仕組み作り
■新規事業アイデア評価の仕組み作り

2
本体によるM&AとCVCによる
投資の棲み分けの明確化

■ 新規事業分野の場合、投資後の関与可否含めて、本体とCVCのどちらが投資主体 
となるべきかの棲み分けを明確に定義

3
マイノリティー投資後の経営参画、
支援策の検討、実行

■純投資ではなく、新規事業・製品を共同して創出する意識醸成
■ 効果的な経営参画、支援、役割分担の検討、協議（知見、スキルの無い者・チームが参画
することで事業推進の妨げとなる事態を回避）

4
マイノリティー投資後、マジョリティー投資
への移行ストーリー、基準策定

■対象会社マネジメントとの信頼関係構築、成長シナリオの理解
■対象会社の成長に必要な資金、リソース等の理解、解決策の検討、支援

出所：フロンティア・マネジメント作成

FRONTIER EYES18

HP16-18_M＆Aトピック.indd 18　 データ更新日時　2018/10/15 21:07:08
　 ＰＤＦ作成日時　2018/10/15 21:07:28
 



消費財トピック

TOPICS

主要顧客との取引は代表者の属人的な人間関係によるとこ
ろも大きく、事業再生には代表者の続投が不可欠と見られ
た。
　当社はこの様な状況を鑑み複数の金融支援策を比較考察
し、金融機関と協議を進めた。その結果「抜本的な債務圧
縮を実現しつつ、ガバナンス強化も見込め、さらに再生が
成功した場合の金融機関の利益も期待し得る」として、事
業再生に対する先進的な取り組みを行う主要金融機関2行
からDESによる支援意向が表明されるに至った。

公平性への対応

　一方で、信用保証協会等の一部の政府系金融機関は制度
上の問題等でやむを得ずDESに応じることは出来ず、
DESと債権放棄が混在した金融支援となった。この点に
おいて、仮に一律の支援割合であったとしてもDESに応
じる金融機関は議決権や配当請求権等の株主ならではの権
利を有すことから、公平性が害される懸念があった。そこ
で本件ではまず、金融支援の依頼内容をDESと債権放棄
の「選択式」としてDES選択の機会を平等に与える建て
付けとした。またDESにより発行する株式は議決権の無
い種類株式としつつさらに計画期間中の普通株式への転換
を制限するなど種類株式設計上の工夫を行った。加えて、
計画期間中の配当を制限する覚書をA社と金融機関の間で
締結するなどして、実質的な公平性を確保している。

種類株式の設計

　A社のような未上場企業は、株式売却機会が乏しく、金
融機関がDESを選択するインセンティブの低さにつな

がっていると考えられる。そこで本件では、金銭を対価と
する取得請求権を設定することで「上場しないまでも財務
内容が十分に回復した場合」の換金余地をある程度残し、
さらに累積型の優先配当条項（配当が支払われなかった場
合に翌年以降に繰り越す定め）によりインカムゲインによ
る回収余地も一定程度残している。なお、独禁法や銀行法
による規制（5%超の議決権取得の原則禁止）については
前述の通り無議決権株式とすることで対応しつつ、ガバナ
ンス強化の実行性（議決権行使）を確保するために普通株
式を対価とする取得請求権も設定している。
　結果として金融機関は、DESによりA社を支援したこ
とで、将来的に再生が実現した際に債権放棄以上の回収可
能性を残すことができた。

おわりに

　金融支援は再生のスタートでしかなく、計画期間が終了
した後も金融機関、特に地域金融機関は企業との長期的な
関わりが期待される。DESは決して短期的な回収実現が
期待できるものではないが、低金利が続く現在において金
融機関のビジネスモデルも変化する中、「中長期的な視点」
で「主体的な取り組み（株式統治）」を行うことで再生実
現に寄与し、その結果アップサイドを享受し得る点で大変
注目すべきスキームであり、金融機関に求められる「コン
サルティング機能発揮」の点でも適した手法である。もっ
とも、企業の再生（企業価値向上）に対して金融機関がポ
テンシャルを見出せることがDES選択の大前提であり、
その一助となることが我々再生アドバイザーの期待役割で
あろう。地方企業を中心とする中小企業再生においても
DESの活用が促進され、さらには地域創生にも資するこ
とを期待したい。

出所：フロンティア・マネジメント作成図表 DESと債権放棄の比較

DES 債権放棄

債権者メリット
回収可能性 △（回収可能性が残る） ×（損失が確定的となる）

経営関与 ○（株主として関与・監視できる） △

債務者メリット

資金繰り安定化 ○ ○

資本充実 ○ ○

利息削減 ○ ○

その他

経営者責任 ○（求められる） ○（求められる）

保証人責任 ○（求められる） ○（求められる）

株主責任 ○（求められる） ○（求められる）
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未上場企業を中心とした中小企業再生では、DESの
活用が十分に進んでいない。一方、DESには金融機
関が主体的に企業へ関与し、中長期的なアップサイド
余地を残すといった点など債権放棄に比してメリット
もあり、今後の活用促進が期待される。

プロフェッショナル・サービス部
ディレクター

木場 亮太
Ryota KOBA

早稲田大学卒業。㈱ジャフコを経てフロンティ
ア・マネジメント㈱に入社。フロンティア・マ
ネジメントでは事業デュー・ディリジェンス、
事業計画策定、改善施策実行支援、事業再生
ADRや中小企業再生支援協議会スキーム等の
私的整理手続支援業務に従事。また、金融機関
への出向を経て取引先の再生支援業務に従事。

中小企業におけるDES活用の実態
～DESの活用は途上～

　DES（Debt Equity Swap）は、貸付金等の債権を株
式に振り替えることで自己資本を充実させて企業の財務内
容を改善する金融支援手法であり、債務を消滅させる観点
では債権放棄と同等の効果を得ることができる。
　にもかかわらず、未上場企業を中心とした中小企業再生
ではDESの活用が極めて少ない。例えば中小企業再生支
援協議会が関与した再生案件では、DESを活用した案件
は全体の0.3%（2017年度実績・中小企業庁公表資料から
当社集計）であり、債権放棄の11.2%（同左）との比較に
おいてもほとんど活用されていないと言えよう。金融機関
側のDES手続き（株式引受手続きや引受後の管理、無税
償却可否の検討など）のノウハウ不足や事務負担がデメ
リットと捉えられ、阻害要因になっているものと思われる。
一方で、DESは債権放棄と比べてメリットも多く、金融
機関に求められるコンサルティング機能の発揮との親和性
も高い。そこで本稿では、中小企業再生においても活用が
期待されるDESについて、実務上の課題と解決策も含め
て考察したい。

DES活用のメリット
～アップサイドとガバナンス強化が期待できる～

　前述の通りDESは、抜本的に債務を消滅させる点にお
いて債権放棄と同じだが、金融機関にとって相対的にメ
リットが多く、選択の合理性があるものと考えられる（図
表参照）。
　まず、債権放棄の場合はその時点で金融機関の損失が確

定し、企業に対する一方的な利益供与ともいえる。一方
DESは、再生に成功した場合「自己株式取得」「スポンサー
企業への株式譲渡」「株式上場による売却」「配当収入」等
により、金融支援額全額の回収には至らないまでも幾らか
の回収可能性（アップサイド）を残すことが可能となる。
　また、金融機関が株主の立場で経営関与できる点は、債
権放棄（借入減少）によりデッドガバナンスが低下する懸
念との比較においてメリットと言えよう。さらに、中小企
業再生ならではの観点からもメリットとなり得る。中小企
業は経営者の営業力や人的関係が強みの源泉である場合も
多く、代替人材の探索も容易ではない等により、債権放棄
等を伴う金融支援時においてもやむを得ず経営者が続投す
る場合が一定程度見受けられる（本誌2013年11月号参照）。
また、外部スポンサーも金融支援時には見つからない場合
もある。このような場合において、特にメイン行を中心と
した金融機関が株主の立場でも経営関与することでガバナ
ンス強化が図られ、経営改善効果を出しやすくなる。（逆
にいうとDESにはメイン行等の意欲的・主体的な関与が
不可欠である。）

中小企業におけるDES事例
～A社のケースと実務上の論点～

　衣料品製造を営むA社は優良な顧客基盤がありつつも市
場縮小、コスト削減の遅れ、過去の投資失敗等により大幅
な債務超過に陥っていた。金融支援策の立案当初、A社に
はDDS（Debt Debt Swap）による財務改善も検討され
たが、実態債務超過の程度が大きいことや仕入先との取引
継続のためには帳簿上の債務超過も解消する必要があり、
より抜本的な金融支援が必要との結論に至った。さらに、

中小企業再生における
DES活用の意義と実務上の論点
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ング部署を立ち上げだした。銀行内にノウハウを蓄積する
ために、行員をM&Aアドバイザリーファームや金融機関
に半年から1年間出向させるようになり、銀行だけで
M&A業務をできる体制を整えていった。
　地方銀行のM&A業務は主に下記の3つに分けられる。
　①案件のソーシング：M&A業務の肝の部分、いわゆる
売り案件化業務である。第三者への承継を考えているとい
うニーズを営業店がヒアリングし、本部が帯同することで
案件化を図ることが一般的である。潜在ニーズについては、
M&Aセミナーを実施し、案件化を図る銀行も多い。
　②オリジネーション：ここでは、主に買手とのマッチン
グを行うことを指す。まずは銀行の取引先同士でのマッチ
ングを図るケースが大半であろう。マッチングが難しい場
合は、広域に地方銀行同士やM&Aアドバイザリーファー
ムと案件の情報交換を行い、買手を探す。
　③エグゼキューション： M&Aにおける一連の事務手続
き等の実行管理であり、前述した出向人材が蓄積したノウ
ハウを基に行っている。案件ごとに手続きは異なるため、
出向した先や地域の専門家に相談しながら進めている。

課題と今後の方向性

小規模案件・買いニーズをどうするか

　ここで、地方銀行のM&A業務における課題を、前述の
業務別に見てみる。
　最も重要な課題は、ソーシングにおける小規模案件の増
加であろう。M&Aにおける手続きは規模に関わらず同じ
であり、むしろ規模が小さいほど、管理資料がない等、実
務が煩雑になりがちである。また、銀行としては、マイナ
ス金利下で、M&A業務における手数料収入は重要視され
ており、収益目標は年々増加していることからも、小規模
案件に時間を掛け難いのが実情であろう。
　次に、オリジネーションにおいて、地域内のマッチング
を優先させる半面、本当に最適な相手を探索できていない
可能性があるという課題がある。顧客としては、譲渡先が
地方銀行の取引先であるという安心感がメリットではある
が、時間がかかることや地域外でもっと良い相手がいたか
もしれないという点はデメリットであろう。
　続いて、M&Aをしたいという買いニーズへの対応がで
きていないケースがある。買手の情報は売りの情報に比べ、
数が多く、タイミングよく案件があれば売手を紹介できる
が、ソーシングに重きを置くあまり、買手側は後回しにな
りがちである。
　最後に、M&A担当の異動によるノウハウの流出が課題

として挙げられる。銀行の本部は比較的、異動までの期間
が長いケースが多いが、出向して帰ってきて5年くらいで
異動になるケースが散見されるようになってきた。後任は、
経験が浅い者になり、陣容が手薄になってしまう。

ポイントは外部連携の強化

　小規模案件に関しては、外部リソースとの連携を強化す
るとともに、M&Aマッチングサイトの活用も視野に入れ
る必要がある。例えば2017年にローンチされたビズリー
チ・サクシードは累計譲受け企業数が1,000社を突破し、
徐々に浸透している。マッチングサイトの良いところは、
買手を見つけることに難航しそうな案件でも、全国の買手
により、思いも寄らないマッチングが成立することである。
ただ、多くのサイトは今後淘汰されていくはずであるので、
掲載するサイトは厳選する必要がある。
　次に、買手ニーズへの対応だが、筆者の経験からしても、
人的リソースと情報量の観点から、銀行独自で対応するこ
とは困難である。
　通常、銀行のM&A担当は案件のソーシングからエグゼ
キューションまで一貫して行う。そのため案件に手を取ら
れ、買手ニーズへの対応は、どうしても優先順位は低くなっ
てしまう。また、売り案件の情報量が少なく、オンタイム
に情報を提供できない問題もある。
　そこで検討すべきは、外部連携である。M&Aアドバイ
ザリーファームは、買手側のM&A戦略をショートリスト
レベルまでアウトプットし、それをもとに売手側へアプ
ローチを行うということを得意としている。当社も先般、
地方銀行より依頼を受け、同様のアプローチを行い案件化
している。地方銀行として、地元VIP先の買いニーズに応
えることは、買収資金のファイナンス面からしても意義の
あることだと考える。
　以上のように、地方銀行のM&Aでは、外部との連携を
さらに強化することで、顧客の満足度を高めるとともに、
異動による人材やノウハウの流出を補完する必要があると
考える。そして、弊社もその一助となれるよう尽力してい
きたい。
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地方銀行によるM&A業務の取組みと
今後の方向性

事業承継トピック

消費財トピック

事業承継型M&Aの件数は年々増加傾向にあ
り、地域に密着した地方銀行にとって、事業
承継問題を抱える企業の経営支援は必要不
可欠である。地方銀行出身者として、地方銀
行によるM&A業務の取り組みとその課題を
取り上げ、今後の方向性について論じる。

ファイナンシャル・アドバイザリー第1部
事業承継コンサルティング室
ディレクター

清水 淳史
Atsushi SHIMIZU

神戸大学経済学部卒業。MBA（経営学修士）。阪和興業㈱、
㈱紀陽銀行を経て、フロンティア・マネジメント㈱に入
社。紀陽銀行では、法人営業業務を経て、本部部署にて、
事業承継・M&A業務を担当。フロンティア・マネジメン
トでは中堅・中小企業向けの事業承継型M&A業務に従事。

事業承継型M&Aは今後も増加

　2018年上半期のM&A件数は、レコフデータによると
1,798件と前年比32.7％増のペースで推移しており、年間
では史上最高の3,600件くらいで着地すると予想される。
　統計によると、今後10年の間に、70歳を超える中小企業・
小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち法人は約
47万社が後継者未定である（経済産業省「中小企業・小規
模事業者の生産性向上について」2017年10月）。平成28年
度経済センサスによると年商1億円未満の企業数は約80％

シェアを算出したのが図表である。3社合わせて40％の
シェアであり、残りの60%は、金融機関やM&Aアドバイ
ザリーファームなどが占めると考えられる。これは、市場
が拡大していく当面の間は、大きくは変わらないであろう。

地方銀行によるM&A業務

　銀行が業務としてM&A業務ができるようになったの
は、金融庁による銀行業務範囲の規制緩和を受けた2004
年4月からである。この前後に地方銀行ではコンサルティ

出所：事業承継型M&Aを手掛ける上場M&A仲介企業3社の公表値等よりフロンティア・マネジメント作成

図表 上場M&A仲介企業3社のシェア(2017年)

㈱日本M＆A
センター
31%

M&Aキャピタル
パートナーズ㈱
6%

㈱ストライク
3%

その他
60%

であるため、残り20％の約9.4
万社が主な事業承継型M&Aの
潜在ターゲットになる。年間に
すると平均約1万社となり、今
後も事業承継型M&Aが増加し
ていくことが予想され、地方銀
行にとって、地元の雇用を守り、
地域活性化を図るためには積極
的に関わる必要がある。
　ここで、事業承継型M&Aを
手掛ける上場M&A仲介企業3
社（日 本 M&A セ ン タ ー、
M&Aキャピタルパートナー
ズ、ストライク）の2017年の
シェアを見てみる。
　事業承継型M&Aは公表され
ていないものを含めると年間約
2,100件あると言われており、
各企業のIRデータをもとに
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Overseas Report

アルゼンチン・トルコ危機は
ASEANに影響を与えるか
アルゼンチンショック・トルコショックを発端とした経
済混乱が紙面を埋めない日はありません。本稿では、
これらの危機のASEAN地域へのコンテイジョン（伝
染）の可能性について考察します。

フロンティア・マネジメント㈱
アジア室
シニア・ディレクター

毛利 剛実
Takemi MORI

　1998年のアジア通貨危機、2008年
のサブプライム危機（所謂リーマン
ショック）を経て、10年周期の世界
経済を脅かす「次の危機」が近年意識
され、今年（2018年）がその周期に
当たります。

アジア通貨危機の回想

　アジア通貨危機は、1997年のタイ
における突然の為替固定相場制から変
動相場制への移行が引き金となりまし
た。金融市場との対話を無視した金融
当局の動きは、機関投資家から失望さ
れ、当時の各国の海外機関投資家・金
融機関等に依存した国家資金繰りを破
たんさせ、経済混乱を招きました。ま
た、同国が高金利・固定相場制を軸に
呼び込んだ外貨が現地企業向けの銀行
ローンにも多く活用されていたため、
変動相場制により現地通貨ベースで債
務が突然増え、多くの日系現地法人が
債務超過に陥りました。
　その後同国を含む域内各国はIMF
主導による財政規律の策定、外貨準備
の蓄積、域内信用補完体制の確立や、
インフレターゲティング等の内部構造
面の改善に加え、世界経済成長による
輸出増で、危機から数年で信用力が改
善し投資資金流入も回復しました。

サブプライム危機の回想

　一方、サブプライム危機は、米国に
おける住宅ローンの延滞が主因となっ
た信用収縮が震源であり、これを契機
にリスク回避目的で新興国から資金流

出する形でASEAN諸国に伝染した金
融収縮に加え、米国・欧州を中心とし
た先進国の経済低迷もあり、実体経済
に大きなマイナスインパクトを与えま
した。ASEAN域内では、インドネシ
ア、フィリピン、マレーシアを中心に
大幅な資本流出を背景とした通貨安が
進みましたが、アジア通貨危機時の教
訓から当局の対応は早く、IMF支援
を受けるまでには至りませんでした。
　その後は中国やASEAN域内を含め
た内需拡大に伴い、ASEAN経済は徐々
に回復過程を経ることになりました。

アルゼンチン・トルコ危機

　さて、昨今のアルゼンチン危機とは、
南米全体のハイパーインフレや財政赤
字などの構造問題がドミノ的・加速度
的に噴出したもので、2018年6月のア
ルゼンチン向けIMF融資の実施後も
収拾されませんでした。7月のベネズ
エラによるデノミ発動など、市場を無
視した金融政策が混乱を助長しまし
た。このような中で8月に勃発したト
ルコ危機は、トルコ国内で米国人牧師
がテロを支援した疑いで拘束され、米
国が経済制裁を行ったことに端を発し
ます。米国の政治的・宗教的要因とい
う、新たな危機発生要素が生起したこ
とで、トルコリラが暴落。これは同国
以外にも波及し、新興国全体に廻るリ
スクマネーが一気に縮小しました。ま
た米国が利上げ基調にあることも、当
該動きを助長しているようです。
　ASEAN域内でも、サブプライム危

機の際と同様、インドネシア・フィリ
ピンを中心に通貨安が急速に進み、イ
ンフレ対応及び通貨防衛目的で、金利
引き上げが実施されています。他方、
タイではこのような事態は発生してお
らず、対照的です。

ASEAN域内の現況と影響

　ASEAN域内の現状の景況感は、域
内個人消費増（自動車等）を中心に堅
調です。無論、上記短期のリスクマネー
の動向の為替や金利への影響は決して
楽観視できませんが、これら投機筋か
らの資金引き揚げのバイアスが強く働
いています。その要因は主に、①財政
赤字幅の大きさ、②資源輸入度合いの
大きさ（インドネシア・フィリピン・
マレーシア）で投機筋から国が選別さ
れることから、市場は比較的冷静と言
えそうです。とはいえ、危機状況の長
期化により欧米諸国からのリスクマ
ネーの戻りが遅くなることに加え、近
年ASEAN域内からの中国向けの輸出
依存度の高まりに伴い米中間の政治問
題（貿易戦争）の影響を受けやすいと
いう問題も軽視出来ませんので、引き
続き情勢をウォッチしたいと思いま
す。

アセアン現地レポート
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フロンティア・マネジメント 海外現地レポート

中国のベンチャーの
現状
中国のベンチャーの生態系は20年余りの発展を経て、
初期の群雄割拠状態から少数による争いに転じてお
り、当時のベンチャー企業が10年余りの奮闘を経て、
今やベンチャーキャピタル界の巨頭となっています。

Frontier Management
（Shanghai） Inc.

季 欽欽
Ji Qinqin

BATは今や投資の世界も支配

　初期の中国ベンチャー業界では、ひ
とつの良いアイデアとたゆまぬ努力、
勇気に加えて、少しの運さえあれば、
投資家に目をかけられて大口の投資を
受け、自分の夢に資本の翼を得ること
ができました。それは、過去多くの起業
家たちが経験してきましたが、今こう
した状況は変わりつつあり、起業家の
生態環境に密かな変化が生じています。
　周知のように、BAT（バイドゥ、
アリババ、テンセント）はここ10年
余りの中国で成功したインターネット
企業のトップ3社ですが、今や彼らは
最も恐るべき投資家の代名詞にもなっ
ています。リサーチ会社Sanford C. 
Bernsteinの統計データによると、
2017年以来アリババは既に60件の投
資をしており、テンセントはこの6年
で600社を超える企業を買収していま
す。itjuzi.comのデータによると、
BATは既に直接または間接的に124
社の「ユニコーン企業」の半数に投資
しています。これらのベンチャーは評
価が50億ドルに達した時点で80%超
がBATの投資を受けています。
　ここ数年来、アリババとテンセント
の2社は、各自のコア業務からさらに
広範囲にしかも深く事業を展開してお
り、事業を互いにベンチマークしてい
ます。初期の滴滴と快的（いずれもラ
イドシェア）から、摩拜とOFO（い
ずれもシェアサイクル）まで、両社の
投資はいつも真っ向から対決してお

り、ベンチャー企業が投資に直面する
と、えてして両社のいずれにするかの
苦渋の選択を迫られ、企業発展の際の
独立性が犠牲となり、結果的に体制に
取り込まれてしまう宿命から逃れにく
くなるのです。
　しかし自らの理想を守り、自らの発
展の道を行くベンチャー企業も存在し
ます。共同購入サービスのベンチャー
企業である美団は、相前後してアリバ
バとテンセントに目をかけられつつ
も、自らの道を進んでいます。

独自路線を貫き発展する美団

　美団は2010年に創業し、同年9月に
セコイア・キャピタルの1,200万ドル
のAラウンド融資を獲得しました。
2011年7月からは、アリババが美団の
B、Cの2ラウンドの融資に参加してい
ました。融資を獲得した美団には、業
務が発展するにつれアリババとの経営
理念上の対立が顕在化しました。アリ
ババは美団の資本持分を増やして吸収
合併し最終的に自社の傘下に加えよう
としていましたが、美団は自社の業務
を発展させるために新たな投資家を引
き込むことも辞さず、自社の主導権を
強めたのです。双方の争いは2015年
にピークに達しました。当時、美団が
決めた大衆点評（口コミサイト）との
合併にアリババは断固として反対しま
したが、最終的に美団はアリババの意
思に反して大衆点評と合併し、翌年

（2016年）にテンセント系投資会社の
Eラウンド融資33億ドルを受け入れた

のです。アリババはこれを受けて美団
株の持ち高を1.48%まで減らしまし
た。しかし、美団はずっと「境界を設
けない」会社を作るという夢を掲げて
きました。アリババ、テンセントと力
比べをするように、美団の小象生鮮（総
合スーパー）、美団酒旅（旅行予約サー
ビス）、美団外売（食品デリバリー）
のベンチマークはそれぞれアリババの
盒馬鮮生、阿里飛猪、餓了麼であり、
同じく美団の銭袋宝（オンライン決済）
の ベ ン チ マ ー ク は Alipay と
WeChatPayです。美団は現在、タク
シー業務にまで足を踏み入れつつあ
り、その境界はさらに広がりつつあり
ます。
　今の中国で、巨頭の独占の隙間で生
き延びようとするベンチャー企業に
とって、美団は優れた模範です。中国
の市場にはこうした理想に突き動かさ
れたベンチャー企業が必要であり、こ
うした会社が増えてこそ、市場は繁栄
しイノベーションも増えます。幸運な
ことに、そうした優秀な企業が今既に
現れています。大疆、頭條新聞、滴滴
出行などで、BATの投資を受け入れ
つつも、自社路線を守り続けようとし
ているのです。

中国現地レポート

【注】9月20日に美団は香港上場を果たし、上場時に時価総額約480億米ドルとなっています。FRONTIER EYES24
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高木新二郎先生の主なご活躍の軌跡
年 ご活躍の概要

1935年 千葉県にて出生

1960年 中央大学法学部卒業

1963年 弁護士登録

1970年 技研興業㈱の会社更生に携わる（～1973年、同社
は無事再生を果たす）
以降、事業再生の世界を第一人者としてけん引

1988年 裁判官任官（弁護士出身としては初）
12年にわたり、多くの破産管財事件を担当

2000年 弁護士復帰
協栄生命保険㈱の保全管理人・更生管財人に携
わる（～2001年、同社はその後、ジブラルタ生命
保険と名を変え盛業）

2001年 私的整理に関するガイドライン研究会座長

2003年 産業再生機構 産業再生委員長
事業再生実務家協会 創立
中央大学法科大学院 特任教授（～2006年）
産業再生機構は4年間で、41企業グループ（約200
社）の再生を担当

2007年 フロンティア・マネジメント㈱ 特別顧問
旭日重光章受章
事業再生ADR制度 立法に関わる

2009年 JAL再生タスクフォース リーダー（～同年10月）

2011年 東アジア倒産再建協会 創立

2018年 8月19日 永眠

高木新二郎先生を偲ぶ
当社の創業時から特別顧問を務められた高木新二郎先生が、
2018年8月19日、永眠されました。本誌では先生のご活躍を振り
返るとともに、ご冥福をお祈りいたします。

　2018年8月19日、弁護士であり当社特別顧問で
もあった高木新二郎先生がお亡くなりになりまし
た。82歳でした。先生は前週まで毎日のように当
社に出社され、かくしゃくとしたご様子で仕事を
されていました。本稿では、“生涯現役”でいら
した先生への追悼を込め、ご活躍を振り返ります。

弁護士として現場主義を貫く
　高木先生は1963年の弁護士登録後、非常に多く
の倒産案件を手掛けるとともに、企業再生のため
多くの法制度の設計に関わられました。
　先生のご遺稿となった本誌vol.22（2018年8月
号）の特集1「事業再生の過去、現在、未来」では、
当社代表・大西正一郎との対談の中で、先生の仕
事に対する姿勢を多く語られました。中でも先生
が繰り返し仰っていたのは、現場主義と探究の重
要性でした。倒産企業の事件では、現場に日参し
て原因を究明し解決法を探った結果、黒字転換を
実現。またアメリカの倒産法を学ぶために、先生
は手弁当で50回以上も渡米されました。地位も名
声もある先生が他の人に謙虚に教えを乞い学び続
ける姿勢は、周囲の多くの人間に影響を与えたに
違いありません。

事業再生を法律家として主導
　先生のご活躍は、図表のとおり、弁護士・裁判
官・産業再生委員長など、多様な立場から、事業
再生の世界を切り拓くものでした。特に、当社と
の関係を語る上で欠かせないのは、産業再生機構
で先生が産業再生委員長を務められたことです。
窮境にあるが再生すべきと判断された企業に対
し、先生は専門家チームを束ね、粘り強い交渉を
することにより、早期の事業立て直しを実現しま

訃 報

した。同機構で再生に当たった大西正一郎と松岡
真宏が当社を立ち上げた際には、特別顧問に就任
され、以降12年近くにわたり、当社を見守ってく
ださいました。
　本誌vol.22の特集では、事業再生ADRの普及に
対する想い、事業再生を志す若手へのアドバイス
などを熱く語られていました。
　当社は先生のご遺志を受け継ぐ意味でも、祖業
である事業再生を維持強化するとともに、お客様
に対してスピード感と現場意識をもった取組みを
していく所存です。

NOV. 2018 vol.23 27

HP27_訃報.indd 27　 データ更新日時　2018/10/15 15:25:28
　 ＰＤＦ作成日時　2018/10/15 15:25:38
 

地方創生、地域経済の活性化、地域経営人材の育成・輩出など、昨今、ローカル
の住民（Lの住民）に関する様々な施策が叫ばれ、実行に移されている。
我々FCDパートナーズは、これらの課題に産業再生機構で培ったハンズオン型支
援経験を活かして積極的に関与し、持ち得る英知を駆使して対峙したいと考える
投資部隊である。
今回から4回に分け、FCDパートナーズの活動方針について紹介させていただく。
本紙面をベースに、関係各所の方 と々の議論のきっかけになれば幸甚である。

FCDパートナーズ㈱　投資事業部長

堀越 康夫
Yasuo HORIKOSHI

　グローバルエコノミーの中で活躍する（Gの住民）と、
ローカル経済の中に留まっている人たち（Lの住民）の理
解は、地域経済への貢献を考える上で避けられないテーマ
であるため、次回以降で触れるが、第1回と第2回は、我々
の想定する投資活動、中でも投資実行後のハンズオンにつ
いて、書き進める。投資活動では予実分析やコスト削減施
策などに代表されるハードスキルではなく、ソフトスキル
である「人間力」が成否を分けている。

革なめし業界を支える企業を支援
　フロンティア・マネジメントの両代表同様、筆者も産業
再生機構の出身者である。産業再生機構は、合計41件の
支援決定を行ったが、今回は栃木県にある皮革製造会社、
栃木レザーについて、地方企業の支援実例の一つとして、
またソフトスキルが成否を分けた事例として紹介したい。
　栃木レザーという社名は、産業再生機構が出資をした際
に新しく命名した社名であり、旧社名は栃木皮革と言った。
創業は1937年であり、エルメスに採用されているフラン
スの名門デュプイ社が1948年創業であることからも、世
界的に歴史のあるタンナー（革なめし業者）と言える。
　革なめしには大きく分けて2種類があり、植物の樹皮を
皮に浸透させるベジタブル・タンニンなめしと、クロムな
どの化学物質を浸透させるクロムなめしがある。皮革業界
では、同社はタンニンなめしの業界シェア80％程度を押
さえており、世間も環境意識が高かったことから、我々支
援チームは「品質の良いものを作っているならば、製造キャ
パの拡大や、製造工程の外部提供による収益化などを通じ
て再生できるのではないか」との勝算をはじき出した。
2004年7月21日に支援決定を行い、産業再生機構からの出
資と同時に、フロンティア・マネジメントの大西代表や筆
者を含む当時のチームがハンズオン支援を開始した。

大掃除でほころびを炙り出す
　弁護士、会計士、国税職員、銀行出身者、戦略コンサル
タント、検事などの英知を駆使し、数十にも及ぶ改善点を
潰していくために、最初に行ったのは、全社員参加の工場
内の大掃除であった。休日一日をフルに使って、全員が汗
をかきながら、「初めての」大掃除をやり遂げたのである。
　筆者が大掃除を仕掛けたのには理由がある。スーツを着

た産業再生機構の人間が、作業着に着替えて汗水たらして、
新生栃木レザーの工場の方々と交わると言う姿勢をアピー
ルするのも一つではあった。また、作業員の方々に、改め
て現場に愛着を持ってもらいたいという気持ちもあった。
　しかし、真の目的は、工場の細部にある「ほころび」を
炙り出すことであった。投資実行前の企業精査（デュー・
ディリジェンス／DD）では見つけることのできない故障
や、修繕個所を一つでも多く見つけてほしかったのである。
結果、洗い場の床のひび割れ、排水溝の不備、保管倉庫の
天井や壁の穴、認識していなかった不良在庫の山など、様々
な改善点が見つかった。これらを作業員が見つけてくれた
のだから、我々は迅速にそれらに対応し、成果を「見せる」
ことに努めた。これらの繰り返しで「信頼」を築いた。

近隣への挨拶で応援者を得る
　また、支援前の工場は薄汚れていただけでなく、アメリ
カから運ばれた生の原皮により、悪臭が近隣住民を悩ませ
ていた。大掃除の際に、大量の空き缶が建物と外壁のすき
間から出てきたが、これは近所の子供たちが「臭え」と言っ
て、飲み終わった空き缶を投げ込んだからである。そのよ
うな状況であったため、同社は地元の中学、高校も就職先
として薦める先ではなかった。自ずと内向的な職場になっ
ていたのである。当時42歳の工員の方はこう言った。
　「俺は中学の同級生にも職場を内緒にしている」
　この言葉は我々の決意をさらに強力なものとした。
　大掃除の際、地方銀行の方々と共に、我々はタオルを持っ
て、ご近所にご挨拶に回ることとした。
　「これからはきちんと奇麗な会社にして行きます」。
　これまでの同社の行いに苦言をもらう中、
　「わざわざ挨拶に来るような会社だとは思わなかった。
応援するから頑張ってね」

【第 1回】

ハンズオン現場で重要な
「人間力」

FCDパートナーズ㈱　投資事業部長

堀越 康夫

　という言葉に触れ、改めて、
背筋が伸びたのを覚えている。

（つづく）

ハンズオン現場で重要なハンズオン現場で重要な

投資家の
視点から
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I N F O R M A T I O N

上場のご挨拶

PICK UP NEWS & TOPICS 2018.7~9

フロンティア・マネジメント株式会社は、このたび、2018年9月28日をもちまして、東京証券取引所マザーズ市場に
上場いたしました。
ここに謹んでご報告させていただくとともに、皆様のご支援、ご高配の賜物と心より感謝申し上げます。

これを機に株式公開企業としての責任を自覚し、さらなる業容の拡大を目指すとともに、顧客の皆様の利益を 
図ることにより、広く社会に貢献できるよう、全社一丸となって一層精進してまいる所存でございます

皆様におかれましては、今後とも、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

フロンティア・マネジメント株式会社
　　　代表取締役　  大西 正一郎
　　　代表取締役　  松岡 真宏

2018.7.16 日経MJのウォルマートによる西友売却の特集に、弊社代表・松岡真宏のコメントが掲載されました。

2018.7.17
「現代ビジネス」Webサイトに、弊社代表・松岡真宏の記事『新事業で再配達に革命起こす…ドンキの「恐ろしい 
ほどの先読み力」』が掲載されました。

2018.7.23
「金融財政事情」の特集「もう先送りできない事業承継」に、弊社代表・大西正一郎の記事「事業承継は顧客本位
で進める受託業務」が掲載されました。

2018.7.26
日本経済新聞の「収益力  刻んでみました   ③小売り」記事に、弊社シニア・アナリスト山手剛人のコメントが掲載 
されました。

2018.8.1
読売新聞の「衣料品ネット通販 乱戦　独自商品、アパレルも参入」記事に、弊社シニア・アナリスト山手剛人のコメ
ントが掲載されました。

2018.8.28
輸送経済の創刊70周年特別特集に、「時間価値の変化を捉えて　全て人に届ける必要ない」として、弊社代表・ 
松岡真宏のインタビュー記事が掲載されました。

2018.9.9
「NewsPicks」Webサイトに、弊社シニア・アナリスト山手剛人の記事『【分析】ユニクロ・ニトリ・無印。小売3強の 
「歴史と未来」』が掲載されました。

2018.9.14
日本経済新聞の「新規公開株の横顔」欄に、弊社代表・大西正一郎と弊社代表・松岡真宏のインタビュー記事が
掲載されました。

2018.9.28 STOCKVOICEの「新規上場企業トップインタビュー」に、弊社代表・松岡真宏が出演しました。

フロンティア・マネジメント株式会社は
東証マザーズに上場いたしました 証券コード7038

HP29（H3）_Information.indd 29　 データ更新日時　2018/10/09 15:11:19
　 ＰＤＦ作成日時　2018/10/10 17:45:11
 

NOV. 2018 vol.23 29

［ 問い合わせ先 ］

［ 関連会社 ］

2018年10月31日現在

フロンティア・マネジメント株式会社
本　社 〒102-0073  東京都千代田区九段北3-2-11  住友不動産九段北ビル（受付5階） TEL.03-3514-1300㈹ FAX.03-3514-1301

◦コンサルティング第1部【流通・金融・サービス業等のコンサルティング】 TEL.03-3514-1322

彦工 伸治　執行役員　コンサルティング第1部長 s.hikoe@frontier-mgmt.com

矢島 政也　執行役員　コンサルティング第1部長 m.yajima@frontier-mgmt.com

近藤 俊明　マネージング・ディレクター t.kondo@ frontier-mgmt.com

◦コンサルティング第2部【消費財・産業財の製造業のコンサルティング】 TEL.03-3514-1320

栗山 史　執行役員　コンサルティング第2部長 兼 産業調査部長 h.kuriyama@frontier-mgmt.com

林 浩史　マネージング・ディレクター h.hayashi@ frontier-mgmt.com

本橋 陽介　マネージング・ディレクター y.motohashi@ frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第1部【M&A・組織再編等アドバイス及び事業承継コンサルティング】 TEL.03-3514-1321

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

安積 正和　マネージング・ディレクター m.azumi@frontier-mgmt.com

住吉 克洋　マネージング・ディレクター k.sumiyoshi@frontier-mgmt.com

小田部 馨　マネージング・ディレクター k.otabe@frontier-mgmt.com

荻村 昇二　マネージング・ディレクター　事業承継コンサルティング室長 s.ogimura@frontier-mgmt.com

◦ファイナンシャル・アドバイザリー第2部【クロスボーダー（英語圏）を含むM&A・組織再編等アドバイス】 TEL.03-3514-1381

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

中村 達　マネージング・ディレクター（アジア室） t.nakamura@frontier-mgmt.com

長森 洋志　マネージング・ディレクター h.nagamori@frontier-mgmt.com

五十嵐 幹直　マネージング・ディレクター m.ikarashi@frontier-mgmt.com

◦経営執行支援部【経営執行支援業務】 TEL.03-3514-1323

西田 明徳　常務執行役員　経営執行支援部長 a.nishida@frontier-mgmt.com

長谷川 智之　マネージング・ディレクター t.hasegawa@frontier-mgmt.com

◦ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部【アライアンス構築・危機管理対応・ベンチャー企業支援】 TEL.03-3514-1388

佐伯 俊介　マネージング・ディレクター　ビジネス・リストラクチャリング・アンド・イノベーション部長 兼 ヘルスケア室長 s.saeki@frontier-mgmt.com

◦プロフェッショナル・サービス部【事業再生・各種制度関連アドバイス】 TEL.03-3514-1325

竹下 薫　マネージング・ディレクター k.takeshita@frontier-mgmt.com 

中村 吉貴　マネージング・ディレクター yo.nakamura@frontier-mgmt.com

◦事業開発部【主として金融法人向けクライアント・リレーションシップ】 TEL.03-3514-1324

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

◦産業調査部【主として産業調査業務】
栗山 史　執行役員　コンサルティング第2部長 兼 産業調査部長 h.kuriyama@frontier-mgmt.com

村田 朋博　執行役員 t.murata@frontier-mgmt.com

福田 聡一郎　シニア・アナリスト s.fukuda@frontier-mgmt.com

水野 英之　シニア・アナリスト h.mizuno@frontier-mgmt.com

山手 剛人　シニア・アナリスト t.yamate@frontier-mgmt.com

長野支店 〒380-0824  長野県長野市南石堂町1282-11 長栄第1ビル3階 TEL.026-269-8033㈹

鳥居 龍一　シニア・ディレクター　長野支店長 TEL.03-3514-1406 r.torii@frontier-mgmt.com

大阪支店 〒530-0017  大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階 TEL.06-7711-1684㈹

西澤 純男　常務執行役員　事業開発部長 兼 大阪支店長 TEL.03-3514-1319 s.nishizawa@frontier-mgmt.com

［ 海外 ］

フロンティア・マネジメント株式会社　シンガポール支店 【ASEAN】

80 Raffles Place, UOB Plaza 1, Level 36-29, Singapore 048624 TEL.+65-6248-4885㈹ FAX.+65-6248-4531

光澤 利幸　常務執行役員　ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 第2部長 兼 アジア室長 兼 シンガポール支店長 t.mitsuzawa@frontier-mgmt.com

フロンティア・マネジメント株式会社　ニューヨーク支店 【米国】

250 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 10177, United States of America TEL.+1-212-572-6410㈹

津田 雄一郎　シニア・ディレクター　ニューヨーク支店長 y.tsuda@frontier-mgmt.com

Frontier Management （Shanghai） Inc. 【中国】  《100％子会社》
上海市静安区南京西路1717号会德豊国際広場42階4212室 TEL.+86-21-80286036、+86-21-80286037、+86-21-80286038

中村 達　総経理 t.nakamura@frontier-mgmt.com

FCDパートナーズ株式会社
〒102-0073  東京都千代田区九段北3-2-11 住友不動産九段北ビル（4階） TEL. 03-6685-3591㈹

堀越 康夫　マネージング・ディレクター　投資事業部長 y.horikoshi@fcdpartners.com
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