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補足：M&A の考察                       2015 年 7月 23 日 

                                 山 本 利 久 

昨年度の M&A 届出 

公正取引委員会は 6月 10日、2014 年度に公取委に届け出のあった M&A の審査状況を発表し

た。 

＊受理された届き出件数；289 件、前年比 25 件増。増加分の約９割が海外案件絡み。 

保険関係： 

日本生命；豪保険会社の買収計画 

 ＊相手方：豪大手銀行ナショナル・オーストラリア銀行参加の保険事業 

 ＊買収額；2000 億から 3000 億円相当、実現すれば日生の最大の海外 M&A となる。 

東京海上ホールディングス;6 月 10 日発表された買収計画 

 ＊相手：米保険会社 ICC インシュランス・ホールディングス 

 ＊買収額：約 75億ドル(9400 億円) 

 ＊資金調達：現金・預貯金等の手元資金 1兆 4000 億円から賄う見通し 

損保ジャパン； 

 ＊海外 M&A を検討する委員会の設置。同社初の外国人執行役員を指名 

 ＊M&A リスク補償の保険商品(海外で一般的)発売。想定外で生じた損害を最大 80 億円ま

で補償。英ロイズ保険組合の日本法人と組む。 

 ＊同社は昨年傘下の損害保険ジャパン日本興亜を通じ英中堅損保のキャノピアスを 1000

億円弱で買収した。 

  
  出所：日経 2015/6/11 

日本企業関連 

買収防衛策を巡る動き 

 ＊東京証券取引所の企業統治指針 

  6 月から適用を開始した指針では、防衛策を入れているケースでは投資家にその理由を 

詳細に説明することを義務付けた。これまで防衛策は経営陣の保身に繋がるとして投 

資家の批判が強かった。 

 ＊防衛策廃止の動き(出所日経 2015/6/12) 
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2015 年度は既に東芝、川崎汽船、日清紡など昨年より 7

社多い 19社が廃止を決めた。 

5 月末時点では尚 479 社が継続中(08 年末 570 社)。同業

他社などからの敵対的買収に対する警戒感があり、積極

的に廃止に動く企業はまだ少ない。 

 

 

東京エレクトロン 

注目を集めた半導体の主導権争いもちらついた同社と米アプライドマテリアルズの経営統 

合計画(基本合意は 2013 年 9 月、14 年の株主総会で両社はそれぞれ大半の株主から賛同を 

得ていた)が破談になったことが 4月 27日明らかになった。直接の要因は米司法省の認可 

を得られなかったこと。 

 

出所：日経 2015/4/28                          同左 

住友ゴム工業と米グッドイアー： 

タイア世界 6 位の住友ゴムと同 3 位

の米グッドイアーは、6月 4 日、資本

業務提携(1999 年)を解消すると正式

に発表した。日米欧にある製造・販

売・技術開発の６つの合弁会社を解 

消し、約 16年間に亘り協力関係にあ 

出所：日経 2015/6/5                   ったが、両社が独自展開することに 

なった。その背景は競争環境の激変、新興国市場の拡大などでアライアンスの効果が徐々

に薄れていった、と住友ゴムは説明している。2014 年 2月には反トラスト法違反を理由に

一方的に提携解消を要求されたと会社側が発表した。その結果、会社は反発、国際商業会

議所に仲裁を申請したことがあった。 
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日本ヤフー：1996 年インターネット大手の米ヤフーとソフトバンクが合弁を設立 

 ＊スマートフォンへの対応策として、M&A 資金を調達するため持ち株を処分する意向が明

らかになった。背後に投資ファンドの圧力がある、との観測もある(日経 12/4/23)。 

富士フィルム：米医療 IT会社の買収 

 ＊テラメディカ(ベンチャー企業)：医療用画像を一元的に管理する情報システムの開

発・販売に参入 

 ＊買収金額；40億～50億円、5月 12 日までに創業者や機関投資家から全株取得 

日東電工：M&A への投資 

 5 月 14 日、会社は 2017 年度末までに自動車関連の M&A など｢戦略投資枠｣として、1500 

億円を投資する方針を表明。 

トッパン・フォームズ： 

 M&A など戦略投資として、2018 年 3月期までの 3年間で 100 億円の投資を行う事が、5月

19 日明らかになった。 

リクルート・ホールディングス 

 会社は 4月 28 日、米人材派遣会社アテロ(ミネソタ州)を 48 億円で買収することを発表。

5月 22 日に米子会社を通じて全株式を取得する。 

NTT データ 

 NTT データは米 IT コンサルティング会社カーライル・アンド・ガラガー・コンサルティ

ンググループ(ナースカロライナ州)を買収する。同社は 2002 年創立の非上場会社。 

 ＊買収額：200 億円強、同社役員、創業者から全株式を買い取り、完全子会社化する。 

 ＊NTT グループ各社は M&A に意欲的。2010 年に NTT 持株会社は南アの IT大手ディメンシ

ョン・データを約 2900 億円で買収した。 

サントリー食品 

 同社は 5月 25 日、日本たばこ産業(JT)の飲料自動販売機事業(ジャパンビバレッジホー

ルディングス)を買収(同社株式の 70.5％)すると発表。これまでの持株比率が 82.6％に

なる。 

 ＊買収額；約 1500 億円、 

日本電産：2020 年度までに国内外の M&A で連結売上高を 5000 億円上積みへ 

 5 月 19 日、同社は伊の発電設備保守会社モトールテクニカ(サレルノ市)を買収したと発

表した。 

 ＊買収金額：20億から 30 億円、イタリア産業用モーター子会社日本電産 ASI を通じて、

モトールテクニカの創業者から全株式を取得した。 

日本製紙 

 同社は 2018 年 3月期までの 3年間に、株式や不動産の売却で 500 億円超を調達する。こ

れら資金は成長分野の M&A 等に充てる。目的は収益性の高い事業資産へのシフトと全体

の資産利益率向上を狙う。 
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パナソニックヘルスケアホールディグス 

同社は 6月 10 日、独医薬大手バイエ

ルから糖尿病患者向けの血糖測定器

事業を買収すると発表した。これはバ

イエルが実施した同事業売却の入札

に応札したもの。 

＊買収額：約 1380 億円 

＊全量を OEM(相手先ブランドによる

生産)提供してきたが、世界に広がる 

出所：日経 2015/6/11                  バイエルの販路を手に入れ、製販一貫体制を築く。 

三菱重工 

 同社は 16 年 3 月期から 18年 3月期の 3年間に、一部の低採算事業の撤収・縮小に伴う

費用として最大 1500 億円の特別損失を計上する。M&A の活用で事業を入れ替え、安定し

たキャッシュフローを稼ぐ収益構造を目指す(出所；日経 15/6/13)。 

LIXIL の躓き：｢2020 年度に海外売上高 1兆円超｣を掲げ M&A を積極化してきた 

 ＊破産手続きに入った会社：ジョウユウ。14年 1 月 LIXIL が買収した独水栓金具大手グ

ローエの傘下にあり、中国で水栓金具を手掛けていたが、不正経理が発覚。 

 ＊これまで発表の損失見込額：410 億円。その後 2014 年 3 月期から今期までの 3 年間で

最大約 660 億円の損失が発生する、と 6月 3日に発表した。 

西武ホールディングス・米投資会社サーベラスの関係に変化の兆し 

 ＊モルガン・スタンレーMUFG 証券は 5 月 22 日、西武 HDの発行済み株式の約 10％にあた

る株式の転売を完了したと発表した。売却したのはサーベランスと見られる(日経

2015/5/23)。この結果サーベランスの持株比率は約 35％から約 25％へ(経営の重要事

項を株主総会で否決できる 3 分の 1超を割る)、但し筆頭株主の地位は不変。 

 ＊今回の西武 HD株の売却総額は 5月 21 日の終値(3300 円)で換算すると 1100 億円。これ

までのサーベランスの投資額は 1000 億円規模とみられ、保有株の 3割程度を売却した

だけで投資を粗回収出来た計算となる(出所：同上) 

DMG 森精機：独社への TOB、関係各国が承認：経緯は本文参照 

 ＊5月 5日、同社は同業の独 DMG MORI SEIKI(旧ギルデマイスター)への TOB について日

独米中など主要 7 カ国から承認を得たと発表した。同社は既に TOB 手続きを終えてお

り、6日付で応募株式への決済を実施し、独社を連結子会社にする。 

対外純資産：過去最高の 366 兆円、M&A も寄与 

政府は 5月 22 日、日本の企業や政府、個人が海外に持つ

資産から負債を引いた対外純資産高が2014年末時点で366

兆 8560 億円だったと発表した。13年末比 12.6％増え、3 

年連続で過去最高となった。円安により外貨建て資産が膨 
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 らんだことに加え国内企業による海外企業の M&A など直接投資も増えた。 

東証 1 部企業の社外取締役選任 

東京証券取引所は 6月 17日、社外取締役を選任している 1 部上場

企業は2015年に全体の92％となり、前年より18ポイント高まった、

と発表した。 

5 月の改正会社法、6月の企業統治指針(コーポレート・ガバナンス・

コード)の施行が社外取締役の導入を強く促した(日経 2015/6/18。 

東証マザーズ上場企業：76％ 

ジャックス：69％ 

100 年企業の長寿秘訣：東京商工会議所調べ 

 同会議所は 4 月 23 日、東京 23 区内にある創業 100 年以上の長寿企業の調査を発表した。 

 ＊存続してきた最大の要因； 

  71.3％が創業当時の製品・サービスなどの｢改善・改良した｣と回答。｢変えずに守り続

けた｣は 9.3％。 

 ＊変わったこと：創業時から先代までの間で｢販売先・顧客｣が 72.6％と最も多く、当代

の就任後でも 68.5％に及んだ。｢仕入先・原料調達先｣が次に多かった。 

 ＊逆に変わっていないとの回答が最も多いのは： 

  創業時から先代までの間で；信用第一・コンプライアンス重視 48.3％、当代では｢社名・

家号｣80.4％ 

 ＊改革に積極的？； 

  ｢はい｣は 62.1％ 

   

三菱 UFJ 信託銀行：スイス銀 UBS の資産管理事業を買収へ 

日経(2015/6/19)の報道によると、同行はスイスに

本拠を置く欧州金融大手 UBS の資産管理事業を買

収することで最終調整に入った。 

＊買収対象企業：UBS のファンド管理業務を行う 

  子会社、英領ケイマイ諸島、ニューヨーク、ロ 

ンドンなど 9 カ所の国・地域に拠点を置く。 

  出所：同上             ＊買収額：約 300 億円 

  

海外関係 

タイのセントラルグループ： 

 ＊独百貨店 3社(ベルリンの KaDeWe、ミュンヘンのオーバーボリンガー、ハンブルグのア

ルスターハウス)の買収；オーストリアの企業グループシグナから百貨店運営会社の株

式 50.1％を 9月末までに取得。 
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 ＊買収金額：未公表、同社は 2011 年に伊のリナシェンテを 2億 6000 万ユーロで買収。 

米インテル 

 ＊半導体世界最大手の同社は 6月 2日、同業の米アルテラ(自社で工場を持たない、半導

体の設計・開発に特化したファブレス企業)を買収すると発表 

 ＊金額；約 167 億ドル(約 2 兆 700 億円)、成長戦略の柱として IoT 向け事業を強化。イ

ンテルはアルテラの株主に対して、1株当たり 54ドルを現金で支払う。 

米 CATV チャーター・コミュニケーションズ(4 位) 

 ＊5月 26 日、同社は米 CATV2 位の TWC の買収を発表 

 ＊金額；負債込みで 787 億ドル(9.7 兆円)、チャーターは TWC1 株当たり、現金とチャー

ター株式を合わせ 195 ドルでの買収を提案。負債を除く買収額は約 550 億ドルの見通

し。 

米通信大手ベライゾン： 

 ＊5月 12 日、インターネットサービスの AOL を約 44億ドルで買収することで合意、 

  買収は今夏に完了する見通し。 

イスラエルの後発薬大手テバ・ファーマシュティカル・インダストリーズ 

 ＊4月 21 日、同業の米マイランに買収を提案したと発表。テバは現金と株式交換により、

マイラン株 1株に付き 82ドルでの買収を提案、15年末までの完了を見込む。 

  買収総額：400 億ドル(約 4兆 8000 億円)規模。 

 ＊マイランは 4月 8日、アイルランドの大衆薬大手ペリゴへの買収提案(薬 300 億ドル規

模)を発表している。 

 ＊これに対しマイランは 4月 27日、取締役会としてこの提案を拒否することを全会一致

で決めた、と発表した。その理由；①同社の価値を過小評価していること②世界的に

独占禁止法上の規定に抵触するリスクが高いこと。 

米シェール大手のノーブル・エナジー； 

 ＊5 月 11 日、同業の米ロゼッタ・リソーシズを 21 億ドル(約 2500 億円)で買収すると発

表。 

 ＊昨年来の原油安で初の米シェール上場企業同士の大型 M&A で、今後シェール企業の再

編が本格化するか。 

 ＊ノーブル社は全額株式交換でロゼッタ社を買収する。交換比率を基に算出した買収価

格は、直近 30 日の株価平均に約 28％上乗せした水準。ロゼッタ社の約 18 億ドルの負

債も引き継ぎ、買収総額は約 39 億ドル(約 4680 億円)の見通し(日経夕 2015/5/12)。 

米ケーブルテレビ最大手のコムキャストが買収を断念 

 ＊4月 23 日、同第 2位のタイム・ワーナー・ケーブルの買収を断念することが明らかに。 

 ＊理由；昨年 2月に提案した 450 億ドル(約 5兆 4000 億円)の巨額買収に、米連邦通信委

員会(FCC)が｢価格支配力が過度に高まり、公共の利益に反する｣との見解を固めたため

と見られる。実現すれば有料テレビ市場の 3割近くを占めると言われる。 
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独流通大手メトロ、非中核事業の百貨店売却：主力事業に注力 

 ＊6 月 15 日、同社は百貨店事業(独最大の百貨店ガレリア・カウホフの 103 店等を含む)

をカナダの流通大手ハドソンズ・ベイに譲渡すると発表した。 

 ＊売却金額：28億 2500 万ユーロ(約 3920 億円)。売却手続きは 9 月末までに終了予定。 

 ＊ハドソンズ・ベイは 13 年に米高級百貨店サックスを買収した。今回のカウホフの買収

を機に欧州進出を計る。 

世界流通大手の英テスコ、韓国事業を売却へ 

 ＊テスコは韓国のスーパー｢ホームプラス｣を譲渡する計画。同社はフランチャイズ・チ

エン(FC)を含め約 970 店を持ち、海外では最大規模。 

 ＊同社は国内事業が不振で、4 月 22 日に発表された 2015 年 2 月期決算は最終損失が 57

億 6600 万ポンド(約 1兆 320 億円)と過去最大を記録した。 

中国企業、海外で M&A を活発化 

 ○ポルトガル大手銀行 3 位のノボ・バンコ買収計画 

  ＊中国企業連合：復星集団、安邦保険集団 

  ＊買収金額；単体で 40 億ユーロ超の案件 

 ○中国工商銀行の 14年以降の買収 

  ＊南アのスタンダード銀行の英国事業、買収金額；10億ドル 

  ＊トルコのテクスティル銀行 

  ＊ドイツを含む欧州銀の買収に関心を示す 

 ○中国インターネット検索最大手百度(世界 2位)、東大ベンチャー(ポップイン)を買収 

  ＊6 月 8 日、同社の日本法人がこの買収を発表。ベンチャーキャピタルの東京大学エッ

ジキャピタルやポップイン創業者の程濤社長らから、全株式を取得した。 

  ＊買収額：推定 10億円 

 ○レノボグループ：大型買収による事業拡大に課題も(日経 2015/5/29) 

  ＊米モトローラ、米 IBM のサーバー事業等の買収で業務の急拡大を達成してきたが、

スマホ事業の競争激化で事業が失速、業績も足踏み状態。 

  ＊今後のウエアラブル機器の事業展開に期待が掛かる。 

フランスの議決権に関する新たな動き 

＊フランスの自動車大手ルノーは4月 30日開催の

株主総会で、株式を 2 年以上保有した株主に 2 倍

の議決権を与える新ルールの導入を決めた。仏政

府は4月8日、ルノーの持株を15.01％から19.74％

へ買い増すと発表。第 2 位の株主日産には議決権

なし(99 年の経営難時にルノーの救済を受けたこ

とで)。ルノー・日産は反対(経営権の干渉)。 

    出所：日経 2015/5/2 
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 ＊”フロランジュ法”：国内産業や雇用保護の目的に 2014 年に制定。同法は株式を 2 年

以上保有する株主に 2 倍の議決権を付与する。株主総会で 3 分の 2 が反対すれば適用

されない。 

監査等委員会設置会社への移行急増 

6 月下旬に集中した企業の株主総会も終了、その実態が徐々に明らかになってきた。日経 

(2015/6/29)の報道から動きを追ってみた。 

＊三菱 UFJ 信託銀行の集計では、6月総会終了時点では全上場企業の約 5％、大企業、中堅・

地方企業等約 180 社が新制度に移る見通し。来年の株主総会シーズン終了後には累計で

400 社前後に達すると予想される。 

＊今回の改正で、監査役会を廃止、社外取締役を 2 人以上選ぶ。監査役はいなくなる。監

査役会設置会社のままで社外取締役を追加するよりも社外人材確保の負担が少なくなる

点が注目される。 

＊経営の迅速化：取締役会改革 

 ここでは取締役会の権限を一部業務執行取締役に委任し、投資案件等の判断を迅速且つ

透明に行う事が可能。その結果取締役会は｢監督｣に専任が可能。 

トヨタの新型株：第 1回 AA 型種類株 

＊国債との比較(出所：日経 2015/7/3) 

＊明細 

発行総額：4991 億円、発行価格：10,598 円(7

月 2 日決定、同日終値の 30％上。議決権：普

通株と同じ。5 年経過後、普通株への転換乃

至発行価格で会社に売却も可能、 

 

企業資金：出所：日経 2015/7/9) 

＊上場企業の手元資金：2014 年度末に初めて 100 兆円を越えた。1 兆円以上は 12 社、実質

無借金企業が 55％に。 

村上ファンド：日本的経営への挑戦,日本人による日本企業への初の敵対的 TOB。 

2000 年 1月；東証 2 部上場の昭栄(現ヒューリック)株の TOB 開始、電子部品事業の撤退・ 

不動産の有効活用を掲げる(独自のガバナンス論)。東京スタイル、ニッポン放送、大阪証

券取引所、阪神電鉄、TBS などの保有。インサイダー取引、村上世
よし

彰
あき

氏は通産省出身。 

対米外国投資委員会(CFIUS)：米政府による海外企業の投資規制強化の動き(国防以外も) 

＊発端は 05 年の中国企業による米石油会社ユノカルの買収提案。 

＊07年、外国投資及び国家安全保障法の成立。 

＊そこには M&A リスクもあるが、その運用には弾力性もあるようだ。 

CFIUS：The Committee on Foreign Investment in the United States 

(了)  
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