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TOKYO企業情報〉〉〉

M&Aアドバイザリー業務に特化、徹底した情報管理

成長企業の「町医者Jとして継続的なサービスを提供

企業の成長戦略としてM&Aの注目が高まるなか、M&Aアドバイザーの役割と重要』性がクローズアッフ。されている。

独立系M&Aブ、ティックとして、成長企業に対するアドバイザリー業務を行うTOKYO企業情報の古川英一社長に、

M&A市場の動向と同社の戦略について話を聞いた。

TOKYO企業'情報のスタッフ。前列・左が代表取締役社長の古川英一氏

圏内のM&A市場は発展途上

中堅・中小企業もM&Aを積極活用

ここ数年でM&Aの件数や取引金

額は上昇を続けてきたが、2007年は

減少に転じた。圏内M&A市場の動向

について、TOKYO企業情報社長・古

川英一氏は次のように分析する O

fM&Aの取引金額のGDPに対する割

合は、米国が約10%、英国では20%

近くを占めます。日本はわずか2%台

です。一方で、会社法の改正など、イ

ンフラとしての法制度も整備が進みま

した。日本のM&A市場は、ようやく成

長の端緒に着いた段階だといえますJ
以前はM&Aといえば、大企業が主役

だった。最近は中堅・中小企業が、不

足する経営資源を獲得するためや規

模・範囲の経済性を追求するために

M&Aを進めるケースカず増えている。売

り手側にも「中堅・中小企業の経営者

の高齢化とビジネス環境の変化に伴

い、縁故者への事業承継ではなく、

M&Aによる売却を選ぶ企業が増えつ

つありますJ(古川氏)という事情があ

る。積極的な成長戦略を描く中堅・中

小企業がM&Aを活用する機会は、今

後さらに増えそうだ。

少数精鋭で情報管理を徹底

M&A'で企業価値向上をサポート

TOKYO企業情報は、主に成長途上

の企業に対してアドバイザリ一業務を

行う、独立系のM&Aブティックである。

古川氏は同社の強みを「町医者jに

たとえて説明するof一人ひとりの患者

さんとじっくり向き合うのが町医者。

総合病院のように診療科が分かれて

おらず、転勤もありません。過去のカ

ルテもしっかりと保存されています。

当社では少数精鋭のスタッフが、町医

者のようなきめ細かなサービスを継

続的に提供していますj

独立系である同社が大手投資銀行

と異なるのは、M&Aアドバイザリー業

務に特化し、ファイナンス業務とは一

線を画している点だ。常に中立的な立

場で、立案から交渉、ク口-ジングま

でを一貫して行う O その目的はM&A

を成立させることではなく、 M&Aを通

じて企業価値を高めることである O

M&Aは高度な情報戦だ。リスクを

伴う経営戦略だからこそ、徹底した情

報管理が欠かせない。この点にこそ、

少数精鋭の強みが生かされるof大手

投資銀行では、顧客企業の情報が社

内の組織聞で共有されることがあり

ます。当社では少人数のチームで個別

に情報を管理しますので、情報の機

密性はより高いといえますJ(古川氏)。

同社では、

ン卜の世界標準規格であるIS027001

を、業界に先がけて取得。機密保持

体制のさらなる強化に努めている。

「高度な診療は投薬ではなく問診

にある。顧客企業との継続的な対話

を大切にしながら、 M&A後も企業の

成長に深くコミッ卜していきたいと思

いますjと、古川氏は将来の展望を

語ったO
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|M&A & CRE 

I ~~~ I M&A戦略とCRE戦略
事業・資産ボートフォリオの最適化で、企業価値向上と効率化をめざ、す

企業経営の手法として、 M&A(合併・買収)戦略とCRE(企業不動産)戦略の

存在感が増してきた。 M&AもCRE戦略も、事業と資産のボートフォリオを最適

化し、資本効率を高め、企業価値向上を図るための戦略と考えれば、共通項

は多い。企業経営におけるM&A戦略とCRE戦略の最近の動きを探った。

由のひとつとして、バブル崩壊以後、右

肩下がりを続けてきた不動産価格が底を

す丁った点カ苛旨摘できる。サブプライムロ

ーン問題により、 2007年後半からマーケ

ットは安定しないものの、一本調子で下

落を続ける状況はすでに脱しているとい

えよう O

経営戦略の選択肢として広がるM&A

「いまやM&Aを考えない経営者はほ

とんどいなしづ一一一。M&Aにかかわる

関係者は異口同音にこう唱える。 M&A

のある風景に、多くの企業人が馴染んで

きたのだ。

IM&Aにアレルギ一反応がなくなり、

大企業だけでなく中小企業も積極的な

M&A戦略を模索している。すそ野が大

きく広がってきたといっていいjとトー

マツコンサルテイングのパートナー、篠

原学氏は指摘するO

かつてM&Aというと、どうしても「身

売りJ1乗っ取り」といったマイナスイメ

ージをともなった。だが、最近では必ず

しもそうではない。買収される側にとっ

ても、自分たちの価値を認めてくれる企

業に買収してもらうのは、むしろプラス

と考えるようになってきた。合併と買収

の相手さえ間違わなければ、 M&Aの対

象となるのもひとつのチャンスなのである。

買収する側にとっても、成長するまで

の「時間を買う」手段であるM&Aは、

正当な経営戦略としての認識が広がって

いる。野村詮券企業情報部長の佐藤司氏

も 12000年あたりから、前向きなM&A

が増えてきた」とプレーヤーの意識の変

イヒを認.めているO

1990年代後半から増加の一途を辿って

きた国内におけるM&Aは、 2007年に踊

り場を迎えながらも高い水準を保ってい

る。件数は過去最高を記録した2006年を

若干下回る2，696件。合計金額は12~lS1，579

億円。これは、「メガパンク同士の合併な

ど、目立つ大型案件がなかったためJ(野

(田中大志)

村誼券・佐藤氏)であり、潜在的なM&

Aニーズはまだまだ衰えてはいなし=。

M&Aマーケットが高い水準で、推移し

ている背景には、まず囲内の少子高齢化

などによる市場の縮小が挙げられる。市

場の拡大が見込まれないなか、成長を維

持していくためには、他社のパイを奪う

しかない。成長戦略のひとつの選択肢と

してM&Aが位置づけられている。

「選択と集中」を重視した企業経営の

トレンドもM&Aを促す結果となってい

る。非コア事業を切り離し、コア事業に

特化する戦略だ。1970年代にボストン・

コンサルティング・グループが提唱した

「プロダクト・ポートフォリオ・マトリ ッ

クスJにおける「花形J1金のなる木Jに

経営資源を注ぎ込み、事業ポートフォリ

オを再編していくためには、 M&Aが必

要不可欠な手段となる。

不動産資産を効率化するCRE戦略

M&Aが一般的な経営戦略のひとつに

なると同時に、近年ではCRE戦略も高い

注目を集めてい

日本企業が所有する不動産の規模(時

価ベース)は約490~包円に上るといわれて

おり、圏内不動産の総資産規模の2割を

占める D モノ言う投資家が増え、 ROA

(総資産利益率)やROE(自己資本利益

率)などの指標に対する注文が増えてき

た昨今、不動産という資産の効率化は喫

緊の課題といえる。

M&AとCREはその過程に「経営資源

の精査」があり、その目的において「経

営資源の最適化、効率化」を共通項とす

る。そして、最終的には「事業・資産ポ

ートフォリオの再編」をともなう O

自社が保有する不動産をはじめとする

資産価値に無頓着な企業は、 M&Aのタ

ーゲットとなるだろう O 経営者に有限の

資産を最大活用する能力がなければ、株

主も市場もマーケットからの退場を言い

渡す。自らが保有する資産の価値を正し

く認識し、企業価値を継続的に高めてい

くためにも、 M&A戦略とCRE戦略を意

識することが、企業経営者にとって必修

課題となっているO

るo CREとは、

Corporate Real 

Estate (企業不

動産)の略であ

り、欧米のビジ

.日本の企業不動産の資産規模推定

ネススクールで

は企業経営に必

須の戦略として

認知されている。

日本でCREが

経営課題として

浮上してきた理

不動産

(法人所有、個人所有、
固・地方等の

公的セクター所有)

法人所有不動産

(事務所、底舗、工場、
福利厚生施設等)

収益不動産

(賃貸オフィス、

賃貸商業施設など)

証券化された不動産

J-REIT 
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出所:国土交通省

資料.国民経済計算年報(平成17年版)、土地基本調査総合報告書(平成18年)、不動産の証券化実態調査(平成18年)

<r不動産」、「法人不動産」 、「収益不動産jの資産額は平成15年1月1日時点、「証券化された不動産j、rJ-REITJの資
産額は平成18年度末時点)

(注1)土地基本調査に基づく時価ベースの金額 (注2)法人企業統計に基づく簿価ベ スの金額(平成17年末時点)
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M&Aの新潮流

PMIが成否を握るM&A
クロスボーダL案件に課題

売り手市場ゆえに難しいテごイール

rlOO件のM&Aがあれば、成功するの

は3件程度J一一。あるM&Aアドバイザ

ーはそうつぶやく。それだけM&Aのデ

イールを成功に導くのは難しい。それで

も多くの企業が~&Aを経営の選択肢に

入れるのは、 M&Aという「飛び道具」

の価値を十分に理解しているからだ。

「国内のM&A市場では買収する側の

企業が9割、売却を望む企業が1割程度」

とトーマツコンサルティングの篠原氏は

説明する。圧倒的な売り手市場であるう

え、買い手側には投資ファンドなども加

わるため、マーケットの均衡は構造的に

崩れやすくなっているO こうした市場の

非対称性は、 M&Aの成功率を下げてい

るひとつの要因といえる。

そうした状況を反映してか、企業も

M&Aに対して慎重な姿勢で臨むように

なってきた。バブル時代に日本企業が米

国企業を買い漁ったように、魅力ある売

り物さえあれば対-象企業の精査を行うこ

となく飛びつくといった拙速なM&Aは、

いまでは少ない。企業の視線はM&Aの

先を向いているO

「自社の足りない経営資源を見つめ、

企業価値の向上に資するかどうかで判断

する企業が増えている。規模の拡大あり

きではなく、 M&Aを行うことで利益率

やキャッシュフローが改善されるか、投

資に見合うリターンがあるかどうかに意

識が向きはじめたJ(篠原氏)

IIR (内部収益率)やNPV(正味現在

価値)が注視されるようになったのも、

この数年の傾向という O

買収後にはじまる重要なプロセス

M&Aのクロージングに向けてまい進

している最中は、派手でドラマがある。

数百億~数千億単位のカネが飛び交い、

買う側と買われる側の激しいつばぜり合

いがあり、関係者のみならず多くの人間

の興味を惹きつける。

しかし、 M&Aはクロージングがゴー

ルではない。買収したビジネスを既存の

ビジネスとうまく融合させ、売上高や経

常利益を高め、経営効率を高めていくこ

とが最終的な目的であるはず。M&Aの

成功率を少しでも高めていくためには、

M&Aの「その後」が非常に重要になっ

てくる。

.M&Aの件数の推移
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グループ内M&Aは含まず 出pff:レコフ

「買収した瞬間にシナジーが生まれるわ

けではない」とTOKYO企業情報代表取

締役社長の古川英一氏は強調する。「プレ

ミアムを付けて買うのだから、買収した

時点での対象会社の企業価値はむしろ買

収価格より下回る。買収後にシナジーを

生む努力を払うことではじめて、企業価

値は向上する O ょうやく最近になって、

買収してからM&Aの大事なプロセスが

本格化することが認識されるようになった」

買収後にビジネスを統合させていく戦

略は、 PMI(ポスト・マージャー・イン

テグレーション)と呼ばれているo M& 

Aのプロセスと比べると地味な作業では

あるが、 PMIこそが~&Aの成否を左右

する重要なファクターであることは間違

いない。

では、 PMIを戦略的に進めるには何を

考えればよいか。まず、 M&Aによって

何を達成すべきか目標を明確にしたうえ

で、具体的なPMIプログラムを買収前に

立案する必要がある。めざすべきシナジ

ーを数値化し、統合化に向けた専任のチ

ームを編成する。そして、買収したその

日から一気阿成に計画を実行していく O

「統合に責任をもってコミットする担

当者が不在であることが多い。特に国内

のM&Aでは、買収を進める人間と統合

のプロセスを管理する人聞が往々にして

異なる。これでは、うまくいくはずもな

いJ(古川氏)

M&Aにおけるシナジーは3つある。ひ

とつは事業シナジーで、商品サービスの

拡充や技術力の取得、拠点やインフラや

間接業務の統廃合などによって計算でき

る。ふたつ目が財務シナジーで、資本増

強や節税効果などから測ることができる

だろう O しかし、 3つ目のマネジメント

(経営)シナジーは数値化できず、ここを

見誤ることが多い。

M&Aを生かすのも殺すのも、端的に

いえば経営者のマネジメント力である O

多くの関係者が、そう口を揃える。創業

オーナーのマネジメント力に依存してい

る企業を買収する際には、特にそのマネ

ジメント力を正視し、正しく評価してい

くことが重要だ、。
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(実行フェーズ)

SPA 
(最終売買契約) Day1 、V 可V

プレFDD*
(プレBDD*)

.PMIの流れ

/ 

FDDから「統合後に想定されるリスクJを、PMIから統合後PL'
BS'CF(こ与える影響(想定されるシナジー効果等)をインプット

*FDD=ファイナンシャルテ・ューテEィリジ工ンス

*BDD=ビツネステ‘ューテーィリジェンス

出所:fM&Aファイナンシャルデューディリシ‘工ンスの実務J(清文社・デ口イトトーマツFAS編)

「そのうち120イ牛くらいはファンドによる

マイノリテイ出資に過ぎず、それがM&

AにカウントされているJ(大和証券

5MBC.佐藤氏)

日本企業のM&Aに対する意識は大き

く変わりつつあり、 実際にM&Aを志向

する経営者は増えてきた。キリン-協和

発酵の例のように、 PMIを意識したケー

スも出てきており、経営戦略としてレベ

ルは高まっている(囲み記事参照)。しか

しそれはIN-IN(国内企業同士の買収)

の話であり、クロスボーダーM&Aはま

だまだ課題を残しているのが現状といえ

よう O

(日本企業による海外企業の買収)案件に

ついて、「今後3年くらいは増えないだろ

うJと大和証券5MBCの執行役員 (取材

当時)、佐藤誠治氏は予測する。

「日本企業が海外に工場を建設するの

はたやすいが、海外の企業を買収して経

営していくためには、高度なマネジメン

ト能力が必要。それができる国内企業は

それほど多くない。日本のサービス産業

が海外で成功したケースは非常に少ないJ
では、 OUT-IN(海外企業による国内

企業の買収)案件はどうかというと、日

本企業の抵抗感が未だに根強いのが現状

のようだ。2006年に180件あったOUT-IN

案件は07年に309件に跳ね上がったが、

内部統制・業務統合上の
問題等をインプット

国内のM&Aは一般化しつつあるもの

の、欧米と比べるとまだまだ少ない。

iM&Aの市場は米国ではGDP(国内総生

産)の約10%だが、日本ではまだ'2%程度

だJ(TOKYO企業情報・古川氏)とい

うO そのためか、 M&Aに対する理解力

は外資系企業と比べると劣る、と見る関

係者は少なくない。

「質を高めて、買った側も買われた側

もノ¥ツピーなシーンを増やしていくには、

お互いのリテラシーを上げるしかないJ
(トーマツコンサルテイング・篠原氏)

ある関係者は以下のように日本企業の

M&Aの特殊性を指摘する。「海外のプレ

ーヤーからすると、日本のM&Aマーケ

ットは『難しい』と映るようだ。TOB

(株式公開買い付け)をかけたときの反応

が異なる。経営陣が株主に対して律儀で

はない一一。そんなイメージをもっ海外

企業の経営者は少なくない。税制が不透

明なのも大きいだろうJ
縮小する日本市場にあって成長戦略を

描くには、クロスボーダーM&Aも視野

に入れる必要がある。ところが、 IN-OUT

特殊な日本のM&A市場

キリンホールテインダスと
協和発酵工業のケース 買収された企業の自主性をいかに尊重するか

し、小さな企業に対して何を与えられるか、

いかにして自主性を尊重するかについて、

多くの示唆を含んでいる。
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出所:協和発酵工業のホームページ

.キリンホールデインダスによる協和発酵工業の
子会社化組織図
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して吸収合併され、 2008年4月より「協

和発酵キリン(仮称)Jと姿を変える。新

会社の協和発酵キリンは、キリングループ

のもと上場を維持すること

となる。

乙のM&Aの特徴は、キ

リングループがキリンファ

ーマを切り出して協和発酵

工業に与え、キリンという

大きなコングロマリットの

なかで、協和発酵工業の位

置づけを明確にしたことだ。

M&Aの常識かうすれば、

協和発酵工業が巨大なキリ

ングループに飲み込まれる、

と考えるのが妥当である。

しかし、このケースでは巨

大企業がM&Aを行うに際

最近のM&A案件のなかで関係者の評価

が高いのが、キリンホールデイングスによ

る協和発酵工業の買収だ。総合食品メー力

ーに向けて積極的なM&Aを繰り返すキリ

ンが目をつけた協和発酵工業は医療用医薬

品が売り上げの40%を占め (2006年)、

抗体医薬などバイオテクノロジーに強みが

ある。

キリンも抗体医薬技術をもっており、両

社ともバイオ業界では一目置かれた存在だ

った。両社が統合することで、医薬開発に

おいて高いシナジ-効果が期待できる。

2007年10月にキリンホールデイングス

が友好的TOBを発表し、協和発酵工業を

子会社とした。その後、株式交換によりキ

リンホールデイングスの医薬事業子会社キ

リンファーマが協和発酵工業の完全子会社

となったのち、協和発酵工業を存続会社と
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