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M & A(合併・買収) の考察                2015 年 7 月 23 日 

                                 山 本 利 久 

はじめに 

昨今のメディア報道に接していると、粗毎日のように国内外の M&A が出てくる。日本企業

の関係する M&A も再びリーマンショック以前の水準を目指す勢いである。その背景は様々

だが、グローバル化が進展する中、企業活動が多様化し、M&A を成長戦略の一環として捉え

る企業もあれば、熾烈なサバイバル競争を生き抜くための戦略として検討・遂行する企業

もある。 

膨大な内部留保を有する企業は、通常それら

を成長戦略投資、賃上げ・役員報酬、株主へ

の還元、自社株買い等に回すが、ここでは M&A

を企業の成長戦略の一環と位置付けた直近

の事例を中心にその動向を考察して見るこ

とにした。そうすることで経済全般、技術革 

出所：日経 2015/3/28   新・成長分野、最先端技術・ノウハウ、ニッチ領域、雇用事情、企

業のあり方、規制・制度改革、将来展望等が垣間見えてくるように思える。東洋的倫理観

に立つと、恰もコモディティー(商品)の如く取引する企業の売買には、些か抵抗を覚える

向きもあるかと思われるが。企業活動の経済合理性追求、投資収益の最大化、コーポレー

ト・ガバナンス、CSR、企業倫理、更に負の局面等を背景に、以下その概説に努めた。多少

なりとも参考になれば幸いである。 

M & A(合併・買収)とは：Merger and Acquisition  

筆者が 60年代前半に米国のビジネス・スクールで学んだ時を思い出すが、マージャーは学

んだが、アクイジションについてはあまり記憶にない。当時はまだコンソリデーション

(Consolidation)、マージャーが主流であったようだ。前者は新設合併(2社以上の会社が合

体し、新会社を設立する)であり、後者は吸収合併が中心であった。 

今の M&A は殆どが吸収合併若しくは出資と売却を指す。ここでは企業戦略としての合併、

買収(又は売却)、統合・出資(合弁)を中心に、情報として身近な存在の具体的事例を取り

上げながら、考察することにする。 

背景並びに動機： 

近年 M&A が急速に注目され、遂行される背景には次の様な事情が介在しているようだ。 

＊経済の国際化に伴う成長・サバイバルと新分野進出；海外直接投資の拡大、海外売上高・

収益の急増、海外企業等との連携強化(内外経済成長格差の存在と拡大予想)。 

＊新産業の登場；自前主義(自然発生的成長)から既存の成長産業・企業等への参加・出資・

買収、一方で開発コスト・時間の節約並びにリスク回避など。 

＊経営力の拡充；ブランド力・人材・販売網等の迅速な確保と相乗効果の追求 

＊中小企業の事業継承；経済全体の活性化 
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＊累積する内部留保と活用；往時の不動産投資・財テクから産業投資へ(機関投資家の要請) 

＊長期化した異次元の金融緩和；資金調達の利便性向上とコスト軽減 

＊為替変動、規制緩和；外資による国内企業の M&A 誘発 

東洋的倫理観と急速に変貌する事業環境 

如何なる形態にしろ、企業(会社)が設立されると、創業者・関係者はそれを継続して発展

させることが使命と考える。欧米にも企業を｢Going Concern｣と称し、継続性に力点を置く

経営思想はあるが、我が国では特にその傾向が顕著だ。経営者が事業を売却すると、その

評判は甚だ芳しくない。そうした中創業 718 年の法師旅館(石川県粟津温泉郷、ギネスブッ

クに載り、エコノミスト誌でも紹介された)は、世界に類を見ない世界最古の日本企業であ

り、現在も立派に営業を続けている。 

ところが技術革新が盛んで、製品のライフサイクルが短縮化し、ニーズがスピーディーに

多様化する現在は企業の老齢化も加速化する傾向がある。又経営者も企業の発展段階に応

じて常に適切な経営能力・技量を備えているわけではない。その為ヘッドハンティング等

により外部から有能な人材を取り込むことも大切。しかし M&A は企業丸ごとの取引。 

創業者によっては或る発展段階で、会社を売却、また新たな事業を起こすことに関心・技

量・意欲を持つ人も多い。又経営者の中には或る程度事業が軌道に乗った段階から、それ

を更に一段と拡大・発展させることに意欲・技能を持つ人もいる。従って M&A には無限の

主役交代の可能性がある。勿論 M&A が全て成功するわけではない。欧米では事後の成功率

は低いとする見方もある。しかし M&A は企業戦略として、繰り返されることも多い。 

近年我が国で問題化したのは、高い技術力を持つ中小企業の継承だ。後継者不足や欠如で、

廃業(13 年度は約 3万件、うち後継者がいないケースが約 1割)も目立つ。このまま放置す

れば我が国産業の根底を脅かす重大な危険性も包含する。そこで経産省を中心に M&A によ

る中小企業の事業継承が様々な取り組みを見せている。ここでは適切で、使い勝手の良い

事業売却を念頭に置いた指針や支援策が講じられている。そのため経産省は本年度内に 4

月時点の約 20カ所から全都道府県の 47カ所に中小企業経営者等の M&A 相談を受け付ける

｢事業引継ぎ支援センター｣を拡充する。 

仕組みとメジャー・プレイヤー 

＊主なプレーヤー： 

 ・買収企業：企業に加えて、新たに官民ファンド等の投資ファンド等も参入(資料参照) 

 ・被買収企業：前述の背景から新たに中小企業も参加 

 ・仲介業者：金融機関、専門業者など(含む市場)。特に欧米の巨大投資銀行(インヴェス

トメント・バンク)と独立した専門のブティックタイプなど。投資銀行の場合、ロー

リング・エイティーズ(熱狂の 80 年代)には M&A 部門は引受、資産運用等と並ぶ中核

部門の一翼だった。 

 ・独自の行動：業務遂行上得られる様々な情報を意図的に収集・分析・検討しながら、

企業が M&A 対象物件を選別・検討する。 
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 ・専門家集団；弁護士、公認会計士、各種アドバイザー・コンサルタント等 

＊買収の変形等： 

▽MBO： Management Buy-Out 

 現在の経営者が資金を出資し、事業の継続を前提として対象会社の株式を購入して経営

権を取得するもの。尚実際には資金調達の問題から、投資ファンドなどが何らかの形で

参画するケースが多く、通常 LBO の形態を取る。 

▽EBO: Employee Buy-Out 

▽LBO：Leveraged Buy-Out、M&A の買収企業が被買収会社の株式、資産またはキャッシュフ

ローを担保に、買収資金の融資を受けて M&A を行うもの。 

▽TOB(Take Over Bid、株式公開買い付け)：不特定多数の者に対し、広告により株式等の

買い付けの申し込み又は売り付けの等の申し込みの勧誘を行い、市場外で株式等の買い

付けを行うもの。対象会社の取締役の合意なくして行うケースを敵対的 TOB と呼ぶ。 

企業戦略の視点 

＊情報収集の重要性： 

 M&A は企業戦略上、高度で迅速な経営判断が要求される。その前提となるのが信頼のおけ

る情報の収集・分析・判断だ。莫大な経営資源の投入では、リスク計算の確立と万一の

場合に備えるリスク回避・削減策が欠かせない。リスクの中には会計・財務上のリスク

だけでなく、業務、環境そしてバランスシートに記載されない経営資源(ブランド、販売

網、人材、顧客など)等があり、それらに関する事前・事後の情報分析・評価が不可欠。

現実にはこうした情報の入手は、情報開示が進んでいる海外でも入手は必ずしも容易で

はない。買収は成功したが、暫くするといつの間にかオフ・バランスシート項目の経営

資源が霧散してしまうリスクもある。 

＊有能な人材の確保と活用：全ては人材の問題 

 M&A に直接かかわる人材ばかりでなく、事後の経営を目的通り遂行するための自社の人材

を予め確保し、それを最大限活用するシステムも重要。海外 M&A に関しては、日本企業

はこの面での一段の努力が求められているようだ。 

＊日本の会社： 

 5 月 1 日に施行される改正会社法では、定款を変更することで､｢監査等委員会設置会社｣

となることが可能となる。従来の委員会等設置会社、つまり指名委員会、報酬委員会、

監査委員会の 3つを持つ、は内容の変更なしに、｢指名委員会等設置会社｣と呼ばれるこ

とになる。現在日本の上場企業の多くは｢監査役会設置会社｣だ。それが 5月 1日から、

監査役会設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社の三つの選択肢を持

つことになる。先に導入された米国流委員会等設置会社は大変不人気で、実施された企

業は限定的だった。その主な理由が｢日本の経営者は、役員人事や報酬に社外の人間が口

出しするのを嫌う｣と言うものだった。そこで今回、報道によると指名委員会と報酬委員

会を不要とし、社外取締役が過半数を占める委員会に監査役会的機能を与える監査等委
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員会設置会社を設けることを可能にしたようだ。 

 どうしてより透明性の高い欧米流の会社形態に出来ないのか、海外 M&A 案件が急拡大す

る中、IFRS 導入機運に照らし、更なる検討も内外の投資家からも求められよう。 

＊査定(Valuation) 

 M&A の最も困難な作業の一つが対象物件(企業)の査定(Valuation)。その主な項目は事業

内容とバランスシート(特にオフバランスシート項目)のチェック・監査・評価等である。

海外の M&A になると、更に事情は複雑になる。情報不足、カントリーリスク、事業リス

ク、法律上のリスク(含む行政・環境・公害等)、労働問題(含む人材)、ブランド力、販

売網・信頼度など周到な準備が求められる。その為には社内弁護士に加え、外部の独立

した法律・会計の専門家、適切な事業コンサルタントの存在も大変重要だ。海外案件の

場合、それぞれの地域・国の会計基準が適用されている。 

 日本、米国、欧州などで基準に差異があるため、国際比較は容易ではない。昨今日本企

業も国内の企業会計基準に加え、国際会計基準を採用、別途それに基づく財務諸表を作

成する企業も増えてきた。これも国際的 M&A を狙う企業にはいろいろな意味で役立つこ

とになる。 

＊価格(Pricing) 

 査定の次の重要な工程が価格決定：市場の評価次第で買収企業の株価に影響も 

 ○上場会社のケース 

  証券取引所に当該企業の株価が表示されるので、これが一つの基準となる。更にその

妥当性をチェックする指標に PBR(Price per Book Value Ratio,株価純資産倍率)があ

る。更に近似する企業の株価や指標も参考になる。これらの指標を適切な期間の平均

値乃至は傾向を参考にすることもある。 

  上場・非上場を問わず、基本的に株価は市場の特殊要因を除くと、当該企業が将来生

み出す収益総量を適切な率(割引)で現在価値に還元することにより算出することが可

能になる。 

 ○非上場株式の M&A のケース： 

最高裁は 3月 26 日、将来の収益等を基準に計算する｢収益還元法｣を適用する際には株

価を低く見積ることは認められない、と決定した。最高裁小法廷は決定理由として、｢収

益還元法は将来期待される純利益などを基に現在の株価を算定する手法で、市場での

取引価格との比較という要素はこの手法の中に含まれていない｣と指摘、算定手法にな

い要素を反映させて株価をさらに減価するのは不当だとする初めての判断を下した。 

これまでは市場流動性の欠如を理由に株の減価を認めるケースと認めないケースに実

務が割れていた。 

  これは食品卸のセイコー・フレッシュフーズ(札幌)が 2012 年に吸収合併した道東セイ

コーフレッシュフーズの株主が、所有する株式を買い取るよう請求。価格面で会社側

と合意に至らず、裁判所に公正な価格の決定を求めていたもの。 
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  一審の札幌地裁は鑑定人の意見に基づき、流動性がないことを理由に 25％減価した 1

株 80円と算定。二審の札幌高裁も｢非上場株の換価が困難なことは株価に影響してお

り、減価は相当｣と判断を維持した。その結果株主側が最高裁に不服を申し立てていた。 

＊資金調達(Financing) 

 自己資金、銀行借入、株式交換、市場等からの調達(株式・債券・CB・メザニンなどの発

行)、レポ取引など。 

メザニン：Mezzanine、ローンや証券等のリスクとリターンが中程度のもの。例；劣後債、

劣後ローン(弁済順位が高くない代わりに金利が高い)、 

＊法規上の慎重な配慮 

 海外 M&A 絡みの案件遂行には、専門家による慎重な審査・検討が経営上の判断に欠かせ

ない。特に米国は訴訟の多い国柄ゆえ尚更である。詳細は専門書・専門家に譲るとして

以下に参考情報を挙げた(出所：日経新聞；米国リーガル ABC、2015/1/5 スタート)。 

①連邦法と州法②ディスカバリー③クラスアクション④特許侵害訴訟⑤反トラスト法

(上)⑥同(中)⑦同(下)⑧海外腐敗行為防止法(上)⑨同(下)⑩労働法制。 

＊会計上の慎重な配慮 

 海外企業活動が活発になると共に、日本企業の国際会計基準(IFRS)を採用するところが

増えてきた。2013 年末に 25 社だった採用企業が今年 2 月時点で 85 社に増えた。年内に

も 100 社を超す見通し(日経 2015/3/4)。潤沢な手元資金を使った海外企業の買収、出資

なども拡大傾向にあることがその背景にある。日本電産、JX は早ければ 17年 3 月期から

IFRS に切り替える方針。上場子会社９社と共に切り替える日立製作所、東芝に加えホン

ダも検討中。日本企業の三つの選択肢；日本・米国・国際会計基準。 

 企業会計基準：IFRS へのステップとして昨夏草案が公表された修正国際基準は不評。 

 米国会計基準：トヨタ、ソニーなど。 

 国際会計基準：2005 年に EUが域内の上場企業に強制適用し、現在 100 カ国以上で採用。 

 M&A に関連した日本基準と IFRS の主な違い(採用上の利点)； 

  ・日本基準は買収額から企業の資産価値を差し引いた｢のれん代｣を毎期、費用として

計上しなければならない。 

  ・IFRS では買収した企業の資産価値が大きく下がった時だけ、｢のれん代｣を損失とし

て計上すればよい。 

  ・そのため、M&A を積極展開する企業は、毎期の費用計上が不要になる分、利益が目減

りしにくくなる点がある。また海外子会社が IFRS,国内企業(親会社)が日本基準採用

となると、効率性が損なわれかねない。 

・基準が変わると売上高や利益が変わる。 

  ・日本企業が IFRS を採用すると、国際比較は容易になるが、日本企業との比較は困難。 

  IFRS：International Financial Reporting Standards 

  ディスカバリー：当事者が相手方・第三者に証拠の開示を求める手続き 
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日本企業の事例 

○海外 

日本企業による海外 M&A が記録的伸びを見せている。

グローバル企業ばかりでなく、内需型企業も成長戦略

の一環として、海外の新分野に食指を動かしている。

旺盛な手元資金、金利安も追い風となり、円安の逆風

にも拘わらずその勢いは止まらない。 

 M&A 助言のレフコによると、今年に入ってからの日

本企業による海外企業の M&A は 3 月 6 日時点で 3 兆

8842 億円となり、前年の 1～3 月期比 76％増えた。4

半期としてはこれまでの最高だった06年1～3月期(3

兆 7649 億円)を上回った。14 年度の 1 年間で見ても前

年度比 7％増の 7 兆 4517 億円となり、過去最高だった

08年度(7兆 2893億円)を 6年ぶりに超えた(この項日

経<2015/3/9>からの引用)。表の出所：日経(2015/3/9) 

 

買収： 

＊住友化学： 

 買収先：米マイコライザル・アップリケーションズ(MA イリノイ州)、微生物技術を活用

した土壌改良剤や育成促進剤を手掛けるベンチャー企業。買収の方式は米国の子会社

ベーラント・バイオサイエンス(イリノイ州)を通して MA を完全子会社化した。 

 買収金額；40 億円程度、微生物の働きで、トウモロコシや小麦などの成長を促し、収穫

量を上げる。 

 目的；住友化学の販路を活用、米国以外のブラジルや欧州に製品を拡販する。 

＊日立造船：情報は日経(2015/3/10)記事を参照した 

 買収先；ドイツの MTバイオメタン(ニ―ダ―ザクセン州)、同社はゴミからバイオ燃料を

作る技術を持つ。 

 買収金額；数億円、経営破綻した親会社の独 MTエナジーから、工場や社員などを引き継

いだ。MTバイオの 2013 年度の売上高は約 20 億円。 

 目的；昨年欧州で買収したごみの発酵設備建設会社と MTバイオメタンの技術交流を促進、

相乗効果(シナジー)を狙う。欧州事業の年間売上高を早期に 13年度比 2割増の 500 億

円規模に引き上げる計画 

 ＊大阪ガス：3 月 11 日、来期中の買収の検討を経営計画の中で表明 

買収先；オーストラリアの｢イクシス｣、液化天然ガス(LNG)事業。北欧の化学子会社、情

報子会社を通じて M&A を検討する。 

 買収総額；未公開。 



7 
 

 目的；生活・情報分野への進出で新たな収益源育成を計る。また 16 年春からの電力小売

りの全面自由化に備えるもの。 

＊リクルート：本年 3月 5日買収完了を発表した。 

 ・買収企業；独クアンドゥー(ベルリン)、欧州で飲食店のオンライン予約サービスを提

供。同社は 2012 年設立、欧州を中心に 13 カ国で事業を展開、6,000 店以上で予約が可

能、同サービスで欧州第 2位。14年 12 月期売れ上げ約 6億円。 

 ・金額；271 億円、複数のファンドなどから全株を取得した。 

 ・目的；リクルート HDは昨年 10月、傘下のベンチャーキャピタルを通してクアンドゥ

ーに約 7％出資していた。3月 5日の記者会見で、会社は、売上高を大きく上回る額で

買収した点について、｢成長性を踏まえると適正な価格だ｣と話した。 

＊鹿島建設：3月買収を公表 

 ・買収会社；豪州のマンションが主力の中堅建設会社アイコン(ビクトリア州)。 

 ・金額；数 10 億円 

 ・目的；メルボルンなど大都市のネット・ワークを持つアイコンをベースに現地で大型

案件の獲得を目指す。2020 年の東京オリンピック後の国内建設の需要縮小を見据えて

の戦略。 

 ＊近鉄エクスプレス：2015 年 2 月 17 日、M&A を発表 

  ・買収先；シンガポールの物流会社 APL ロジスティクス 

  ・金額；約 1400 億円。エクスプレスの 2014 年 12 月末時点の手元資金は約 500 億円。

買収資金は｢資本市場からの調達を含めて検討中｣とのこと。 

  ・株価急落；発表の翌日、大型買収で増資懸念が浮上、一時株価が 7％下落。 

  ・目的；企業戦略上、買収は業務拡大で補完関係が成立する。アジア中心に航空便の

混載貨物を展開するエクスプレスが北・南米の陸上物流に強い APL の事業統合。 

 ＊日本郵政グループ 

  ・買収先；オーストリア物流大手、トール・ホルディングス、オーストラリア証券取

引所上場、 

  ・買収額；6000 億円規模 

  ・目的；海外の物流大手を傘下に収め、今秋を目指す株式上場への成長戦略と位置付

ける(この項日経<2015/2/28)の引用）。 
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   出所：日経(2015/2/18) 

＊ニコン： 

 ・買収先；眼科向けカメラで世界最大手の英オプトス(ロンドン市場上場)、眼底カメラ

の世界最大手、シェアー30％強。 

 ・買収額；2億 6000 万ポンド(約 480 億円) 

 ・目的；オプトのカメラ技術、販路を活用 2016 年度に医療機器事業で売上 1300 億円を

目指す。成長戦略の一環をなす。 

 ・プロセス；6 月末までに完全子会社化を目指す。 

  

 出所：日経 2015/2/28 

売却： 

＊日本郵船： 

 ・売却企業；クリスタル・クルーズ(1988 年設立の全額出資の米子会社) 

 ・売却先；ゲッティン・ホンコン(香港・シンガポール上場)、同社は 28 隻の客船を有し、

リゾート施設などを運営する。 

 ・売却金額；650 億円、その使途は、LNG 輸送船などに集中投資、経営資源の効率化・コ

アー・コムピタンスの確立を計り、シェアー・収益拡大を狙う。 

＊ユニキャリア：フォークリスト国内 4位、売却意向表明 

 ・現在の株主；官民ファンドの産業革新機構等が出資するユリキャリア・ホルディング

ス 

 ・交渉先；世界大手のドイツのキオングループ(中国山東重工の子会社｢濰柴動力｣が 25％
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で筆頭株主)、三菱重工系企業、 

 ・売却額予想；数百億から 1000 億円 

 ・ユニキャリア HD は日立建機と日産のフォ―クリフト事業を統合するため、2011 年に革

新機構が約５３％を出資して設立された。 

出資： 

 ＊DMG 森精機：3月 10日発表 

  ・出資先；独 DMG MORI SEIKI(旧ギルデマイスター)、現在同社に対し TOB(株式公開買

い付け)実施中。 

  ・目的；出資比率 50％超への拡大を狙う。発表日現在の出資比率が 40.64％になった。

同時に TOB の成立条件を 40％に変更したため、TOB 自体は成立する見通し。 

   ・50％超の株式を所有する筆頭株主でないと、経営権の発揮が困難な日本企業が多い。 

   参考資料｢ウジミナス｣を参照。またその後の経過は｢補足｣を。 

○国内 

買収： 

＊伊藤忠商事の子会社伊藤忠ケーブルシステム 

 買収先；映像・音響機器販売の報映産業(東京)をその親会社の長瀬産業から 10 億円弱で

全株式を取得、完全子会社にした。 

 目的；伊藤忠ケーブルシステムは放送局向けにサーバーやハードディスクの映像配信機

器の設計や施工、管理を手掛ける。報映産業が全国に持つ地上波テレビ局の顧客を取

り込み、100 億円を目指す。 

売却： 

＊横河マニュファクチャリング(横河電機の子会社) 

 ・売却先；OKI 

 ・売却時事業；プリント基板の製造等を手掛ける横河マニュファクチャリングの青梅事

業所、4月 1日付。社員 77 人は OKI に転籍予定で、残りの約 30 人は横河電機の他の事

業所などに異動する。 

合併 

＊肥料 2 社：両社の方針が本年 2 月 17 日明らかになった。合併は予定通り行けば、6 月の

株主総会の承認を経て 10月に実現する(日経 2015/2/17 夕刊)。 

 ・合併企業；化学肥料大手で JA系のコープケミカルと丸紅系の片倉チッカリン、合併の

結果業界 1位に。 

 ・新株主構成；JA が筆頭株主、丸紅が 2位。 

 ・プロセス；新会社名｢片倉コープアグリ｣、社長は片倉チカリンの野村社長、代表権を

持つ会長にコープケミカルの小池社長が就任予定。3 月末までに JA 全農と農林中央金

庫、みずほ銀行、共栄火災海上保険がコープケミカルの第三者割当増資総額 30億円超  

を引き受ける。片倉チッカリンには丸紅が約 10億円を追加出資し、業界再編を後押し 
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する。政府の進める農業再生を成長戦略と位置付ける方針に沿った動き。 

   

  出所：日経 2015/2/17 夕刊 

＊ファミマとユニーの経営統合計画 

 ・コンビニエンスストア業界 3 位のファミリーマートと同業界 4 位のサークル K サンク

スを傘下に持つユニー・グループ・ホールディングス(GHD)は 3 月 10 日、2016 年 9 月

の経営統合を目指して協議に入ると正式発表した。 

・コンビニ事業を統合し、3つのブランドも一本化する。実現すればコンビニ事業の売上

高で業界 2位となる。 

・公取委による統合審査；審査は M&A が競争に与える影響をチェックするが、小売りは

分析が難しい業界の最右翼。 

 この点に関し日経(2015/3/30、八十島氏)が｢商圏分析が焦点―店舗数多く、高い難易

度｣で詳細な分析をしている。 

  
  出所：日経 2015/3/11         同 2015/3/6                   同 2015/3/11 

金融機関の事例 

合併(持ち株会社設立に因る経営統合) 

＊鹿児島銀行・肥後銀行：3 月 27日の共同記者会見で経営統合の最終合意を正式発表。 

 ・10 月 1 日持ち株会社九州ファイナンシャルグループ(FG)設立。 

 ・株式移転比率；肥後銀１、鹿児島銀 1.11、 
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 ・本社；熊本市内、登記上の本店は鹿児島市内。社長：鹿児島銀村上頭取、会長：肥後

銀甲斐頭取、社外取締役：トヨタ自動車前社長渡辺氏。 

 ・目的；地方創生の実現のために盤石な経営基盤を確立する。 

   これにより地銀再編が加速する可能性も。 

＊その他地銀の動向： 

 ・2014 年秋；横浜銀行と東日本銀行が経営統合を発表、共同持ち株会社設立。 

 ・ふくおかファイアンシャルグループ；傘下に３つの地銀を持つ。 

 地銀再編の加速化の背景に関しては参考資料を参照。 

＊みずほファイナンシャルグループ(FG)：3月27日グループの資産運用会社の統合を発表。 

 ・統合の対象；連結子会社のみずほ投信投資顧問と新光投信、みずほ信託銀行の資産運

用部門。加えて第一生命保険会社との折半出資会社 DIAM アセットマネジメントについ

ても、この統合に合流することを視野に第一生命と検討すると発表。 

 ・預り資産残高；３社１部門合計で 45 兆円、単一の運用会社としては国内最大級。 

 ・目的；規模拡大と機能統合で競争力を向上、年金や投資信託等の分野の商品・サービ

スを強化する。 

買収 

＊第一生命：2015 年 2月 23 日買収完了 

 ・買収先企業；米プロテクティブ生命(アラバマ州) 

 ・金額；5,800 億円 

 ・地域の信頼確保；買収公表は 2014 年 6月。買収される側の社員や地元経済には買収を

行った第一生命の出方に不安もあったようで、今回同社は第 1 弾として大学病院の難

病治療支援(200 万ドル)や市植物園のバリアフリー対策(10 万ドル)に寄付することを

決めた。 

 ・今後の海外戦略；米国に続いて欧州でも M&A を通じて活発な事業展開を計る計画。合

わせ国内の収益率改善で、2017 年度までに連結純利益を 2000 億円規模に倍増させる計

画。 

  
 出所：日経(2015/3/12) 

出資： 
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＊損保ジャパン日本興亜 HD、2015 年 3月 6日正式発表 

 ・出資先：仏再保険大手のスコールに 15％出資、持ち分適用会社となる。 

 ・金額；約 1100 億円の見込み 

 ・目的；昨年 5 月の英中堅損保キャノピアス買収に続き大型 M$A で海外収益の底上げを

狙う 

＊同上：国内介護医療分野 

 ・出資先；介護医療大手のメッセージ(ジャスダック) 

 ・金額；20億円程度、同社株の 3.5%を取得 

 ・目的；資本・業務提携、保険代理店でメッセージの在宅介護サービスを紹介、新たな

介護保険を共同開発。 

  

  出所：日経(2015/3/9) 

＊三菱 UFJ ファイナンシャル・グループ 

 ・背景；コマーシャル・バンキング部門が伸び悩む中、国内外で資産運用業務を拡大す

る。その中核をなすのが資産運用業務と資産管理業務。2015 年度から 3 年間で 3000

億円を北米などでの出資や買収に充てる。12～14 年度の実績は約 1000 億円。欧米

の大手銀行に比べこうした投資銀行業務で邦銀は大きく水をあけられている。 

 ・プラン；傘下の三菱 UFJ 信託銀行による海外 M&A。3000 億円の内訳は半分が資産運用

会社への出資、後半分が資産管理会社の買収資金に充てられる。 

 ・実績；13年にタイの大手アユタヤ銀行を買収(5360 億円)。 

     08 年に英の資産運用会社アバディーンに約 500 億円、12年に豪の AMP キャピタ

ルに 300 億円出資。両社は新興国の株式・社債、インフラ投資に強い。 

 ・ファンドの資産管理業務；ヘッジファンドから基準価格の算定、投資家向け報告書な

どの作成を請け負う。この分野で既に同グループは 13 年と 14 年に英領バーミ

ューダの会社を買収しており、管理残高で世界トップ 10 入りした。 

 ・国内；7 月に三菱 UFJ 投信と国際投信投資顧問が合併する。 
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   出所：日経 2015/3/8                          同左 

売却： 

＊三井住友信託 

 ・売却；グループのファンド運営会社三井住友トラスト・キャピタル(東京) 

 ・売却先；香港の金融会社エバーグロリー 

 ・売却金額；非公開だが、数十億円規模と見られる。 

 ・目的；エバグローリーの日本の投資マネーを集めてファンド事業を本格的に展開した

い計画と、融資機会の拡大を見込む三井住友信託の意向が一致した。三井住友トラ

スト・キャピタル(東京)は劣後ローン(Subordinated Loan)や優先株(Preferred 

Stock),非上場株への投資を行うファンドを複数運営している。   

 ・方式；エバーグロリーは三井住友信託とグループから三井住友トラスト・キャピタル

の株式を 95％強取得する。既存ファンドの運営は継続、年内にインフラや不動産に

投資するファンドも設立する計画。 

欧米企業の事例 

米国・欧州： 

起業活動が最も盛んな米国では M&A 分野でも常に先駆的役割を果たしている。そこには投

資収益の最大化を最優先する企業マインドがあり、経済合理性を多とする価値観を共有し

それをサポートする投資家、市場、制度等が存在する。 

米国の経済・ビジネス関係誌には関連する情報が飛び交う。以下の表はその代表的メディ

アの関連記事である。出所：Bloomberg Businessweek(2015/2/9-15) 
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合併(Merger)事例 

米食品大手のクラフトとケチャップで有名な

ハインツは、3 月 25 日、2015 年後半を目途に

合併することで合意したと発表した。合併後の

新会社は食品・飲料業界で北米 3 位、世界 5 位

になる、と両社は話す。 

関連記事が日経(2015/3/26)に掲載されたので

その要点を下記に記した。 

 

 

＊ハインツ：創業 1869 年、トマトケチャップが主力商品。昨年の連結売上高およそ 110 億

ドル(約 1兆 3000 億円)、過半を北米外で稼ぐグローバル企業。従業員約 2万 4500 人。 

＊クラフト・フーズグループ：2012 年に旧クラフトフーズ社から分社した企業。チーズや

冷凍食品、飲料などを手掛け、北米事業が売り上げの殆どを占める。従業員約 2 万 2100

人。 



15 
 

＊動機：13 年にハインツを買収・非公開化し、経営のテコ入れを進めてきた３G キャピタ

ルとバークシャー・ハザウエイの 2 社が主導した。後者は著名な投資家ウオーレン・バ

ッフェット氏が率いる。 

＊合併後：新会社名はクラフト・ハインツ。クラフトの株主が新会社の 49％の株式を保有、

51％をハインツの株主である 3G キャピタルとバークシャーが握る。3G とバークシャーは

クラフト株主の賛同を得るため、合併に当たり合計 100 億ドルを追加出資した。クラフ

ト株主は 1株当たり 16.5 ドルの特別配当を受け取る。 

＊クラフトの時価総額は 3月 24 日終値ベースで 360 億ドル(約 4.3 兆円)。食品業界では過

去最大規模の M&A となる。 

＊利点：両社は合併により原材料調達コスト削減を見込むほか、北米市場が中心のクラフ

トの商品をハインツの販路を使って海外販売することを視野に入れている。 

買収事例 

○米医療保険大手ユナイッテドヘルス・グループ：3月 30日買収発表 

 ＊買収先；カタマラン社、医薬品価格交渉などを手掛ける米薬剤給付(PBM)事業大手 

  PBM: Pharmaceutical Benefit Management 

 ＊金額；128 億ドル(約 1兆 5360 億円) 

 ＊目的；ユナイッテドが傘下に持つ PBM 事業と統一する。高額医薬品の普及の中、規模

拡大で製薬会社に対する交渉力の向上と、コスト削減を計る。 

○カナダの製薬大手バリアント・ファーマシュティカルズ・インターナショナル 

 ・買収先；米国の製薬会社サリックス・ファーマシュティカルズ。3月 16 日合意。 

 ・金額；111 億ドル(約 1.31 兆円) 

 ・目的；拡大・成長戦略。アイルランドの同業エンドー・インターナショナルは、この

結果買収案を撤回した。 

○オランダの半導体 NXP セミコンダクター、3月 2日合意に達した。 

 ・買収先；米同業のフリースケール・セミコンダクター 

 ・金額；167 億ドル(約 2兆円) 

 ・目的；業界再編、自動車のネット接続などで半導体のニーズが拡大中。これで同社は

自動車用半導体で日本のルネサス・エレクトロニクスを抜き世界首位に立つ見通し。 

 ・ファイナンス；フリースケールの株主に対して現金と NXP 株を組み合わせて総額 118

億ドル相当を割当、フリースケール株全株を NXP に交換する。 

売却事例 

○テバ・ファーマシュティカル・インダストリーズ(イスラエルの後発薬大手) 

 ＊米売却企業：オースペックス・ファーマシュティカルズ(カリフォルニアのバイオ医薬

企業)。中枢神経関連の病気で複数の治療薬を開発、一部は実用化が近い模様。 

 ＊売却総額 35 億ドル(約 4200 億円)、本年央に手続きが完了予定。 

○ホライゾン・ファーマ：アイルランドの特殊医薬品メーカー 
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 ・米売却企業：ハイペリオン・セラピューテックス、体内でアンモニアを尿素に解毒す

る酵素と遺伝的に欠損を抱える希少疾患の患者向け医薬品 2種を実用化している。 

 ・売却総額；11億ドル(約 1320 億円)、本年 4月～6月期に手続き完了予定。 

○ダウケミカル：事業部門 

 ・売却事業；傘下の塩素関連事業、ダウが持つクロールアルカリ、クロールビニル、三

井物産との合弁事業も対象となる。 

 ・売却先；同業の米オリン 

 ・金額；約 50 億ドル(約 6000 億円) 

 ・目的；高付加価値の川下事業への重点シフトに伴う汎用性化学品事業の絞り込み。 

○ゼネラル・エレクトリック(GE) 

 ・売却事業；オーストラリア・ニュージーランドの消費者金融事業 

 ・売却先；米投資ファンド、コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)やドイツ銀など 

 ・金額；82億豪ドル(約 7600 億円) 

 ・目的；収益変動の大きい金融事業を減らし、得意の産業分野へ注力。 

○英金融大手ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS) 

 ・売却；スイスのプライベート・バンク、3月 27 日合意 

 ・売却先；スイスのクーツ・インターナショナル 

 ・金額；不祥 

 ・目的；リストラのための資産売却、英国事業への集中の一環。 

TOB の事例 

○米大手投資ファンド、ぺイン・キャピタル 

 ・買収企業；雪国まいたけ(東証 2部) 

 ・買付総額；最大約 95億円 

 ・経緯；TOB 価格は 2 月 20 日の終値(207 円)を 18％上回る 1 株当たり 245 円で、雪国ま

いたけが 23 日午後に開く臨時取役会で反対を決議しないことなどを条件に 24 日か

ら開始の予定。 

 ・過半数の株式取得を目指し、最大で全株を買い付ける。TOB 完了後株式を非公開化、鈴

木克郎会長兼社長ら現経営陣と協力して、混乱が続く企業統治体制や事業を立て直

し、数年後の株式再上場を狙う見通し(この項日経<2015/2/23 夕刊>からの引用）。 

 ・結果；4月 6日 TOB が閉め切られ、77％の株式の取得に成功、子会社化が決定した。 

日本企業を対象にした株買い占め事件： 

＊小糸製作所(1989 年)： 

 米国の乗っ取り屋として知られた T.ピケンズが麻生自動車の買い集めた小糸製作所の株 

式を取得、トヨタを抜き筆頭株主として登場。日本の閉鎖的慣行(系列)を非難、出資比 

率 20％未満の親会社(トヨタ)が系列企業の小糸製作所を支配するのは不当だとし、日米 

間に政治的圧力をかけ、親会社のトヨタに取得した株式を高値で買い取らせようと画策 
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したもの。長い法廷闘争の末、トヨタの全面勝利に終わった(参考情報参照)。 

＊最近注目される事件；米投資グループ、サーベラス(筆頭株主)による西武鉄道を傘下に

持つ西武ホールディングス(HD)への TOB。上場前の収益向上を狙い、赤字路線の廃線も提

案。同ファンドは西武鉄道事件で、32.4％の出資に留め、資金支援に応じた経緯がある。 

＊注目案件：このところ鉄道、道路などインフラがらみの案件で、外資への門戸開放を巡

る一連の動きがあり、その成り行きが注目される。 

中国企業の事例 

世界の工場としての地位を揺るぎないものとした中国は、海外直接投資に加えて、M&A によ

る海外への進出も近年注目されてきた。その背景には旺盛な資金力に加え、最先端技術・

グローバルに活躍できる人材・ブランド等の獲得、海外市場へのアクセス向上などがある。

海外企業の中には積極的に売却や資産譲渡を検討するところも多く、こうした傾向は今後

とも持続すると思われる。既に我が国からもラオックス、NEC の個人向けパソコンなどが中

国企業に売却されたり、統合された(次ページ参照)。 

日経(2015/3/24)によると、中国は習指導部の支援を受け、国有企業の海外 M&A 活動が活発

化してきた。その一例が国有企業｢中国化工集団｣によるイタリアのタイヤ大手ピレリの買

収決定(9200 億円)。高性能タイヤなどブランド力を背景に高付加価値製品の販売拡大が期

待出来る。同紙によると、必要な資金調達は国有銀行からの低金利融資や株式の公募、起

債等の面で民間企業に比べ有利になると見られる。 

更にピレリ側も今後の経営資源の統合、共同販路の開拓等で魅力があると言われている。 

最近の主な中国企業の M&A (出所：日経 2015/3/24) 

 

＊アリババ(中国の電子取引最大手)が台湾に若者が対象の創業支援ファンドを今年後半に

も設立する、と日経(2015/3/6)が報じた。ファンドの規模は 100 億台湾ドル(約 380 億円)。

更に同紙は、台湾当局は、政府の意向を受けたアリババによる人材引き抜きを懸念する、

とも報じた。1月には中国モバイルソフト大手の猟豹移動が 1億台湾ドルを投じ、モバイ

ル分野で若者の創業を後押しするファンドの設立を発表した。こうした動きには中台関

係の微妙な政治的色彩もある様だ。M&A とは直接の関連性は薄いが、広い意味での企業の
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囲い込み・投資戦略(Seed Money の提供、Angel)もある様だ。 

注記； 

Seed Money:ベェンチャー・キャピタリスト(新規事業への投資家)がスタート・アップ事

業の資金や資本需要に応じて投じる当初資金。ローン(主に劣後 Subordinated)や転換社

債(CB),優先株(Preferred Stock)の形態を取ることが多い。 

Angel:ヴェンチャー・キャピタルの当初からの投資家。 

＊香港の大型複合企業、長江実業集団は積極的な M&A 戦略で急速に業務拡大を計り業績を

向上させているが、報道によると、傘下のハチソンワンポワ(和記黄埔)が、｢３(スリー)｣

のブランドで展開する欧州の携帯電話事業のシェア―を高めるため、大型買収を進めて

いる(英、伊)。 

＊サムソナイト・インターナショナル(香港上場の旅行鞄世界最大手) 

 ブランドの M&A に積極展開を見せる。日本企業の買収にも興味を持つ。 

   
  出所：日経(2015/2/17) 

＊日本企業関連 

 ○買収：中国蘇寧電器(日本観光免税) 

  ・買収先企業；経営不振に陥ったラオックス(家電量販店)、外国人向け免税店に改組 

○合弁：聯想集団(Lenovo Corp.) 

・2000 年 IBM の PC 部門買収、2011 年レノボ 51％、NEC49％の出資する合弁会社(Lenovo 

NEC Holding B.V)発足。その 100％子会社として、レノボ・ジャパンと NEC パーソ

ナルコンピュータの事業統合を行った。レノボと NEC のブランドは継続使用。 

その他諸国の主な事例 

＊インド：製薬最大手のサン・ファーマシュティカル・インダストリーズ 

 この事例は M&A の具体例を知る上で様々な参考情報を提供しているので紹介したい。 

 同社は 3月 25 日、同業のランバクシー・ラボラトリーズの吸収合併を完了したと発表し

た。これにより同社は 2位以下を大きく引き離すインド後発薬トップ企業となる。 

 ・研究開発費の大幅拡大(15 年度見込みの 3 億ドルから 16 年度の 5 億ドル：約 600 億円)

が可能に。 

 ・ランバクシーは第一三共が 08 年 10 月、約 5000 億円で買収したが、期待を裏切られる

結果となった(買収に伴うリスクの発生)。その直後に米食品医薬品局(FDA)の査察でず



19 
 

さんな生産管理体制が発覚、インド国内の 2 工場が対米禁輸措置を受けた。第一三共

は役員派遣等臨戦態勢で臨んだが、事態は改善せず13年に買収後稼働したモハリ工場、

14 年には各工場に原薬を提供するアンサ工場が対米禁輸となってしまった。 

 ・この問題について、シャンギビ社長は会見でその解消を急ぐ考えを表明した。 

 ・第一三共は株式交換により結果的に同社の約 9％を出資する大株主となった。その後 4

月にその全株を売却、3800 億円を回収したが大きな代償を支払う事になった。 

参考資料： 

○産業革新機構： 

  

○金融持ち株会社(1998 年の金融ビッグバンで導入された)の規制緩和の動き 

 以下は日経(2015/2/25)記事の要約。 

 銀行持ち株会社の傘下に置ける事業会社の範囲を拡大し、銀行グループが電子商取引、

スマートフォン決済サービスなどに参入し易くするのに加え、グループ経営を効率化す

る仕組みを導入する。 

 今後の手続き； 

 3月3日：金融審議会総会、麻生財務相が金融持ち株会社のあり方を見直すよう諮問する。 

 次いで金融庁は有識者会議を開き、制度の見直しに着手する。 

 2016 年通常国会；ここに早ければ新法を提出する。 

 狙い；IT ベンチャー企業と共同出資の子会社を経て、新規の金融ビジネスを創設出来る。

消費者は選択肢が増え、手数料の引き下げも見込める。もう一つの狙いは銀行のグルー

プ経営の効率化。 

○グリーンメラー：Greenmailer) 

 取得(保有)した株式を使って、その発行会社や関係者に対して高値での買い取りを請求

する者。尚グリーンメールはその行為。 

 ＊その主な人物・投資グループ； 
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  横井英樹、糸山英太郎、ブーン・ピケンズ、米サーベラス 

 ＊最近注目される事件；米サーベラスによる西武鉄道を傘下に持つ西武ホールディング

ス(HD)への TOB。上場前の収益向上を狙い、赤字路線の廃線も提案。 

○映画、ウオール街：1987 年公開 

 世界の金融の中心地ウオール街の投資銀行・金融市場を舞台に展開されるグリーディな 

人間模様。監督オリバー・ストーン、マイケル・ダグラス、チャーリ・シーン、ダリル・ 

ハンナなど。主題歌：フランク・シナトラ｢フライ・ミー・トゥー・ザ・モーン｣。 

○映画、続編ウオール・ストリート：2010 年 

○NHK テレビ・ドラマ：ハゲタカ、2007 年放映。2009 年には映画化された。 

 全 6話から構成。原作；作家真山仁の経済小説｢ハゲタカ｣シリーズ。 

○M&A 関連データ・資料① 

  

  出所：日経 2015/4//10 

○同上② 

  
    出所：日経 2015/4/9 

○同上③ 

 ウジミナスの経営権争奪：ブラジルの鉄鋼メーカー大手 
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 ・出資比率；新日鉄住金 29.4％、アルゼンチンの鉄鋼大手テルニウム 27.6％。 

 ・経営審議会；取締役の選任・解任権を持つ、株主は出資比率に応じて委員を送れる。

現在両社は共に 3 人ずつを送っている。 

 ・対立要因；昨年 9月のテルニウム出身社長ら 3 人の解任。新日鉄側は｢規定外の報酬を

受け取っている｣とコンプライアンス違反を挙げ、経営審議会で解任に賛成した。 

   

   出所：日経 2015/4/8 

○地銀再編加速化の背景： 

 ・主な要因；メガバンクサイドの事情 

  ＊2013 年から始まった金融機関に対する厳しい自己資本充足(バーゼル 3)。金融機関

同士の株式持ち合い規制。これが地銀に影響。 

  ＊金融庁・東証が定めたコーポレート・ガバナンス・コード適用の開始。持ち合い株

に対する経済合理性の説明責任 

 ・大都市圏への進出 

  

  出所：日経 2015/4/7 

○今後の銀行規制の転換：金融庁での検討段階(日経 2015/2/25 を中心に) 

 金融庁は銀行業のサービス向上と成長力強化を促すため金融持ち株会社の規制を緩和す 

る。持ち株会社の傘下に置ける事業会社の範囲を広げ、銀行グループが電子取引やスマ 

ートフォン決済サービスなどに参入しやすくするほか、グループ経営を効率化する仕組 
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みを導入する。今後益々金融・ITの融合が深化することが予想される中、欧米の巨大金 

融機関との競争がし烈化することが予想され、その動向が、国内問題と共に注目される。 

○日生の中期経営計画の動向に注目：日経(2015/3/20)からポイントを引用 

 ・内外の保険会社や資産運用会社の M&A に 1 兆円超の資金を投じるため買収対象候補会

社の検討に入った。 

 ・国内保険以外の利益を 3 年で 3倍の 300 億円に増やす目標。 

 出所：日経 2015/3/20 
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