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産業能率大学 経営学部 教授
あすかコーポレイトアドバイザリー 取締役ファウンディングパートナー
あすかアセットマネジメント チーフファンドマネージャー
光定 洋介（みつさだ ようすけ）
早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院ファイナンス研究科（MBA）を首席修了後、東京工業大学にて博士号
を取得。CFA 協会認定証券アナリスト。日本証券アナリスト協会検定会員。証券アナリストジャーナル編集委員
会委員。大手銀行、外資系運用会社、ユニゾン・キャピタルを経て、投資ファンドの立ち上げを行い現在に至る。
約 25 年間近くの投資経験を有するだけでなく、東ハトやドラッグイレブンなどの社外役員として、企業経営の現
場や M&A にも関与し、投資家視点と、経営者視点の両方の経験を有する。また、経営コンサルティングで有名な
産業能率大学で研究・教育にも取り組み、学術的な視点も持ち合わせる。著書、論文も執筆多数。代表的著書に
は『完全版 投資ファンドのすべて（共著、金融財政事情研究会　2014）』『株式投資家が会社に知ってほしいこと

（共著、商事法務　2008）』、論文には「株主構成と超過収益率の検証‐市場志向的ガバナンスのわが国における
有効性‐」（2008 年度証券アナリストジャーナル賞受賞）などがある。

1．はじめに
近時、国内企業の M&A はおおむね増加傾向に

ある 1。その背景のひとつには、政府が 2014 年 6
月末に打ち出した「日本再興戦略」で、日本企業
に「グローバル水準の ROE 達成」を求め、その
ために「内部留保をため込むのではなく、新規の
設備投資や大胆な事業再編、M&A への積極活用」
を求めたことがあろう。日本企業の低 ROE の要
因としてよく指摘されるのが、売上高営業利益率
が低い（低マージン）ことである。M&A によっ
て業界再編が進めば、低マージンが解消され、ひ

いては ROE が改善されることが期待される。ま
た、少子高齢化などによって国内需要の縮小が見
込まれることから、国内で新たな生産設備等に投
資をして過剰投資のリスクを抱えるよりも国内で
は同業他社を買収し成長する方が、成功確率が高
いと考える企業経営者も多いだろう。

1-1．M&A の成功確率は
では、実際の M&A の成功確率はどの程度であ

ろうか？　この成功確率を考える場合、失敗は外
部からも分かりやすいが、成功は分かりにくいと

Point
❶  M&A で成功をするためには事前（プレ M&A）準備は重要な要素のひとつ。
❷  事前準備では、小さい M&A で組織の経験知を高める、シナジーを顕在化させる、選択と集中を明

確にして事業売却も行う、シナジー以上の価格を払わない規律を持つという文化を醸成することが
重要。

❸  M&A の最中は事業戦略も考えたデユーディリジェンス（事業精査）を行い、事後（ポスト M&A）
では早期にシナジーが顕在化するように PMI（買収後の統合プラン）を速やかに実行することが重要。

成功するM&A戦略実現のために
—良い M A、悪い M A—

1    西山［2016］によると、2016 年 1 〜 3 月期の日本企業等が関連した M&A は前年同期比 13.9％増加して 811 件になっている。金
額ベースでは国内→国内型、国外→国内型は増加しているが、国内→国外型が減少した結果、2014 年 7 〜 9 月以来 6 四半期ぶり
に減少している（前年同期比△ 19.8％の 5,607 兆円）。
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いう問題がある。すなわち、失敗した場合は特別
損失計上や事業撤退などがあり外部から判断でき
るが、成功時にはそうした目立ったイベントが無
い。また、時間軸についても注意が必要だ。買収
ファンドなどの場合は買収後 3 〜 5 年目に EXIT

（投資先の売却）を行うので、その金銭的なリター
ンなどからその M&A が成功か、失敗かは判断を
しやすい。一方で、事業会社による M&A では、
その企業を永続的に保有することが多いため、3
〜 5 年目などのある時点では失敗だが、さらに長
期で見たら成功だったと言われることもある。例
えば、1988 年のブリヂストンによる米国ファイア
ストン買収は、2016 年の今でこそ成功事例として
取り上げられることが多いが、買収直後の 1989
〜 1991 年は純利益が低迷し、失敗だったとも言
われている 2。当時の交渉チームのメンバーで
あったブリヂストンの津谷 CEO は、「あの時はか
なり苦労しました。（中略）。今から思い返せば、
経験や知識がなかったと反省する部分も多々あり
ます 3」と語っている。

こうした前提条件はあるものの、M&A の成功確
率は一定の条件下で数多く研究されており、世界
的な学術研究では、M&A の成功確率はあまり高く
なく、買収企業から見ると失敗する可能性の方が
高いともいわれる 4。また、日本企業についても
M&A の成功確率はせいぜい半分程度といわれる
ことも多い 5。

しかし、上記のような厳しい成功確率かもしれ
ないが、前述の国内需要縮小、ROE 改善の必要性
などを考えると企業戦略から M&A を選択肢とし
て排除はできない。では高リスクの M&A 投資を
いかにして成功させるか？　筆者は、買収ファン
ドで自ら東ハトやキリウなどの買収に関わってき

たが、M&A を成功させるためには、事前の準備
（ プ レ M&A）、M&A の 最 中、M&A 後（ ポ ス ト
M&A）のプロセスにおいて、次の点が重要と考え
る 6。

1．プレ M&A：戦略と価格
2．  M&A の最中：デユーディリジェンス（事業

精査）
3．  ポスト M&A：買収後の統合プロセスと事後

管理
以下では、まず、M&A の準備を始めないと意味

がないことから、1 のプレ M&A に重点を置きなが
ら、上記の 1〜3 について、若干説明を加えたい。

2．プレM&A：戦略と価格
2-1．小さい M&A で組織の経験知を高める

まず、M&A を行う場合、事前に組織として
M&A プロセスなどを学習する必要がある。その
ためには、自社の経営規模からすると小さ過ぎる
ような小粒案件の M&A をいくつか行うことが有
効である。ここで失敗しても企業体力全体から見
れば吸収可能である。その中で M&A で陥りやす
い罠（特に後述する価格）、デユーディリジェンス

（事業精査）や統合プロセスの重要性、人の心に配
慮し掌握することの重要性などを学ぶであろう。
例えば、サントリーホールディングスは 2014 年、
米国の大手酒類メーカーのビーム社を 160 億ドル

（約 1 兆 6,800 億円。1$=105 円で換算）で買収し
た 7 が、この大型 M&A の前にはいくつもの小粒
の M&A を実施し、M&A について組織全体でスキ
ル・知見を高めている。また、日本たばこ産業

（JT）も大型買収を行う前の 1992 年に事業規模
の小さい、英国のたばこ会社の買収を行っており、
これを海外で事業経験を積むための貴重なプラッ

2    また、2000 〜 2001 年にかけてもファイアストンの欠陥タイヤ疑惑関連で損失が膨らんだ。
3  日経ビジネス 2016 年 3 月 21 日号。
4    例えば、世界的な研究では、King［2004］は過去の 93 本の M&A に関する論文を集計しメタ・アナリシスを行い M&A は一般的

に失敗する確率が高いと結論づけている。
5    日本企業については、例えば、日経ヴェリタス［2010］はデロイト・トーマンの日本企業へのアンケート（296 社）を基に成功

確率は 2 割 6 分としている。その他、日経ビジネス［2007］、井上光太郎［2015］、服部暢達［2010］など。
6  現在は、投資ファンドで上場企業の M&A を見ているが、こうした要素は M&A において引き続き重要だと感じる。
7  現時点（2016 年）でこの買収が成功か失敗かは判断できない。

成功する M A 戦略実現のために
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トホームとなるパイロット買収だったと述べてい
る 8。話はやや脱線するが、プロ野球選手のイチ
ローは、「小さいことを積み重ねるのが、とんでも
ないところへ行くただひとつの道」と語っていた
が、M&A はまさにその通りである。

2-2．シナジーを顕在化させる
次に M&A の戦略について考えてみたい。光定

［2007］では M&A の戦略として、新規事業戦略、
人材確保、技術獲得による時間短縮、垂直統合、
水平統合などが挙げられ、水平統合におけるメ
リットとデメリットを述べている。水平統合とは、
一般に自社と同様のビジネスを行っている企業を
買収することで、業界再編に資する場合が多い。
水平統合によって規模が拡大し交渉力が増し大量
仕入れなどができコスト削減が進んだり、本社経
費などの固定費率が削減されたりするなどのメ
リットがある。一方で、組織規模が大きくなるこ
とから意思決定が遅くなるなどの組織の官僚化や
企業文化の対立などのデメリットがある。合併に

よる相乗効果、すなわちシナジーを顕在化させる
ためには、デメリットを上回るメリットがある必
要がある（図表 1 参照）。

例えば、調剤薬局チェーン業界は、業界上位 5
社の売り上げを合計しても市場全体の 10％程度で
ある。同じ小売業界でも業界再編の進んでいる家
電業界では、上位 5 社で半分以上を占めており 9、
調剤薬局業界の再編の可能性は大きい（図表 2 参
照）。こうした中で業界トップクラスのアイン
ファーマシーズは、後継者不足、薬剤師採用難に

8    新貝［2015］pp.95-97。1992 年の英マンチェスタータバコ社の買収、および、その以前に買収検討のみを行い成約までは至らな
かったギリシャのたばこ会社。

9  2014 年度。

経済
（メリット）

不経済
（デメリット）

規模 組織の官僚化
範囲 企業文化の対立

水平統合
地域 私的便益の追求

業界再編 ・
・

・ ・
・ ・
・ ・

それぞれの水平統合において、
メリットとデメリットのどちらが大きいかを比べる

図表 1　水平統合のメリットとデメリット

出所：光定［2007］
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図表 2　市場規模 * と業界における主要企業のシェア（2012 年度 **）

（注*）調剤薬局市場は調剤報酬額、スポーツ用品・玩具・家具はメーカー出荷額、アパレル・家電量販店は小売販売額を用いた。
（注**）眼鏡市場のみ2011年度のデータを利用。
出所：  厚生労働省、矢野経済研究所、各社公開資料、Gfk2012年家電・IT市場動向（2013年2月20日）、玩具協会などを基にあすか

コーポレイトアドバイザリー分析
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悩む中小調剤薬局を対象とした M&A を行い、こ
れまでの被買収企業の収益性改善の実績を強みに、
積極的な M&A による規模拡大を実現してきてい
る。これは、水平統合におけるシナジーを顕在化
させている例である。

また、技術獲得の M&A という観点では日本電
産が挙げられる。同社は、技術力はあるが経営力
の弱い企業を買収・再生し小型モーター事業を拡
大する一方で、次の事業拡大のために車載・産業
関連のモーター事業を買収して技術を入手し、小
型モーター主流の会社から、大型の車載モーター
へと事業拡大を行っている。これも時間を短縮し
技術獲得を実現し、シナジーを出している M&A
と言えよう。

2-3．選択と集中を明確にし、事業の売却も行う
次に重要なことは、対象企業をいくらで買収す

るかということと、事業の売却も行うということ
である。M&A では、通常、被買収企業にはプレ
ミアムがつけられ買収されることが多い。このプ
レミアムは時価総額の 20％から 50％になること
が多い。これは、経営を行う権利、すなわち、経
営権にプレミアムがつくことと、買収企業が統合
後のシナジー効果も織り込んで買収価格を提示し
てくるからだ。従って、M&A の買い手は、シナ
ジー以上のプレミアムを支払うべきではないのだ
が、競争入札となるとなかなかそれができない
ケースもある。逆に考えると、M&A の売り手はプ
レミアムを手に入れることができる。ここに着眼
すれば、おのずと、ノンコアとなった事業の売却
も行いプレミアムを得ながら、コア事業について
はプレミアムを支払ってでも買収・強化すること
が良い戦略だという考えに至ろう。これを実行す
るには、常に事業の選択と集中を考える必要があ
る。食品大手のネスレは 2001 〜 2010 年の間に約
100 件の大型買収を行った一方で、大型売却も約

100 件行い、事業ポートフォリオの最適化を図っ
ている 10。日本でも、医療サービスのみらかホー
ルディングスは、買収と事業売却を使いこなして
業績を伸ばしている。2000 年に創業事業の医薬品
部門をベルギーの企業に売却し、中核事業に据え
た検査薬部門で企業買収を実施、2005 年には薬局
部門を売却し、2010 年にはベルギーの検査薬大手
を買収している 11。また、クラレは 2001 年のス
イス企業からのビニルアセテート事業取得を皮切
りに買収を繰り返す一方で、創業のレーヨン事業
から撤退も行い、規模拡大を追わずに利益の拡大
を実現した 12。

2-4．シナジー以上の価格を払わない規律を持つ
M&A で失敗する多くのケースは、シナジー効

果を期待し過ぎて、シナジー以上の高過ぎるプレ
ミアムをつけて買収してしまうことだ。通常、大
型 M&A の場合、売り手は複数の買い手に条件を
提示させ、最も良い条件の買い手に売却する競争
入札（ビッド）というプロセスを取ることが多い。
買い手側からすると、他のビッダーが自分よりも
高い価格を提示すると買収できなくなることから、
高めのプレミアムを支払ってしまうことがある。
高過ぎた M&A の失敗は、のれん代の減損（特別
損失）などの形で顕在化する。例えば、大手飲料
メーカーは 2015 年に 5 年前に買収したブラジル
事業について大規模な減損を発表して、上場以来
初の最終赤字となる見通しである。また、大手電
機メーカーによる米国の映画事業も減損計上して
いる。さらに、大手製薬企業がインドの企業の買
収を行った案件も減損計上に至っている。こうし
た経験は、いかに高過ぎる値段を支払わないべき
かということを教訓として伝えている。

逆に、ブリヂストンは、2005 年 10 月、米国に
上場する自動車用品小売りチェーンのペップ・ボー
イズ（以下、ペップ）を 1 株あたり 15 ドル（総

10  井上［2015］。
11  日経ヴェリタス［2010］。
12  松本［2015］。

成功する M A 戦略実現のために
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額約 1,000 億円弱、1$=121 円で換算）で買収する
ことで、経営陣と合意した。合意に至るまでは 3
社によるビッド（競争入札）であった。ペップは
上場企業であるため、TOB（株式公開買い付け）
というプロセスを経ないと買収できないのである
が、ブリヂストンが TOB を公表した後に、米国
の大物投資家アイカーン氏が 1 株 15.5 ドルで買収
するという買収提案を行ってきた。これに対して、
ブリヂストンは対抗価格を提示するのだが、それ
を上回る価格をアイカーン氏が提示（1 株 18.5 ド
ル）してきた 13。最終的に、ブリヂストンの経営
陣は対抗案を出さないと発表した。これ以上のプ
レミアムは払い過ぎだという経営陣の決断であ
る。日本では一度発表したことが実現できないと
失敗だとか、恥ずかしいと受け止める向きもある
かもしれないが、M&A においてこれは間違いであ
る。高過ぎる買い物をしないことは立派な英断で
ある。組織や社会としては、買収したことのみを
評価するのではなく、買収しない意思決定を行っ
たことも評価する文化が欲しい。アイカーン氏に
とっての本件の今後の正否は分からないが、ブリ
ヂストンの判断は日本の文化的な背景を考えると
なかなかできるものではない。さらにブリヂスト
ンが本 M&A で素晴らしかったのは、違約金条項

（42 億円、最終的には 47.4 億円）を M&A 契約の
中に入れていたことである。これは、ペップとの
買収が不成立に終わった場合は、ペップがブリヂ
ストンに支払うもので、実質的には新たな株主と
なるアイカーン氏の負担となる。こうした知恵が
働いたのも、過去の M&A からの学びであろう。

3．		M&Aの最中：デユーディリジェンス（事
業精査）

さて、M&A が実際に始まると、デユーディリ
ジェンスと契約書作成が始まる。デユーディリ

ジェンスとは、企業の内部に入り、資産査定、契
約書や会計帳簿確認、役員や幹部からのヒアリン
グなどを行う過程である。ここで、問題点の有無
を確認することが極めて重要である。大手住宅設
備メーカーが海外子会社の買収に際して、多額の
損失をデユーディリジェンスで発見できなかった
ことは残念なことである。

こうした問題の発見以外にもデユーディリジェ
ンスの役割で重要なことのひとつに、買収後の経
営の青写真を描きながら、本当にシナジーを計上
できるのか、どうやったらシナジーを早く顕在化
できるのか、という戦略を考えることがある。
2007 年に JT がギャラハーを買収した際には、JT
の株主価値を毀損せずにギャラハーにどれだけの
買収価格を提示できるのかを考えながら、デユー
ディリジェンス（事業精査）を行っていたという。

4．		ポストM&A：買収後の統合プロセスと事
後管理

M&A の統合後のプロセスを PMI（Post Merger 
Integration、買収後の統合プラン）という。統合
後 100 日プランなどと言われるように、最初の 3
〜 4 カ月で何をやるかによってその後の成果が大
きく変わる。社員の気持ちは、買収直後は何が
あっても不思議ではないという心境になってい
る。改革を断行するのはこの段階であって、取り
あえず 1 年は今のやり方でなどとやっていると、
社員の意識改革が進まなくなってしまう。米国の
GE では、社内のデユーディリジェンス部隊の一
部が統合プロセスの担当者としても加わり、意識
改革に取り組む。1998 年に買収した東邦生命を
GE エジソン生命と改名して営業を開始し、2 カ月
後には、欠陥品が 100 万分の 3.4 の割合でしか出
ないシックス・シグマ活動、コンプライアンス研
修を始めた 14。また、任意の研修も約 40 項目で

13    2015/10/26 に 1 株 15 ＄で合意。その後 11/16 に TOB を開始。アイカーン氏は 12/7 に 15.5 ＄で買収提案。12/11 ブリヂスト
ンは 15.5 ＄でペップと再合意。12/18 アイカーン氏が 16.5 ＄で再提案。12/24 ブリヂストンが 17 ＄で再々合意。12/28 アイカ
ーン氏が 18.5 ＄で再々提案。12/29 ブリヂストンは対抗案を出さないと公表。

14 日経ビジネス［2000］。
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充実させ、社員のスキルアップに取り組んだ。さ
らに、経営者は、間断なく従業員に対してビジョ
ンを示し、理念や仕事の進め方を共有していっ
た。こうした過程を通じて早期に文化の融合を図
る必要がある。

最後に、買収先が順調に推移したとしても、そ
の後の買収先企業の管理が重要であることは言う
までもない。ブリヂストンでは 10 年以上前に買
収した米ファイアストン社が一時的に欠陥タイヤ
問題を起こしたり、大手化学会社が化粧品会社を
買収した後に化粧品会社が製品上の問題を起こし
たりするなど、親会社の経営に影響を与えてい
る。買収後の子会社管理に終わりはなく、常に状
況をアップデートして必要に応じた管理・監督を
行う必要がある。

5．最後に
本稿では、M&A を行う際の初動動作として、2

のプレ M&A の重要性に鑑みそこに重点を置いて
述 べ て き た。 し か し、M&A に つ い て は、3 の
M&A の最中や、4 のポスト M&A についても他に
も述べたいポイントや事例もある。また、クロス
ボーダー M&A（海外企業の買収）も重要なテー
マのひとつである。しかし、ここでは紙幅の関係
からこの程度にとどめたい。以上、M&A 戦略につ
いてのポイントを成功例、失敗例を交えながら論
じてきた。こうしたポイントが M&A 戦略を考え
るヒントとなり、少しでも M&A の成功確率が上
がることを期待したい。
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