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企業買収の案件に携わると、しばしば購入の値段交渉に

January

熱が入ってしまう経営者を見かけます。しかし、当初は安

失敗しない企業買収！
デューデリジェンス

３つのＤＤとタイプで

Title of an article

賢く相手先企業を分析
買収に伴う調査活動
「デューデリジェンス」
特に、大企業などでは企業買収

①財務ＤＤ
②法務ＤＤ
③ビジネスＤＤ

い買い物だと思っても、後々、高い買い物になってしまう

のが企業買収の難しいところです。本稿では、そのような

失敗をしないためのポイントを、デューデリジェンス（Ｄ
Ｄ）とＭ＆Ａのタイプから解説します。

ていることです。筆者の見た例で

は、回収不能な大口取引先の売掛

金が貸倒引当金などを積まずに残

っており、引当を考慮すると黒字

から赤字に転落する会社がありま

した。

また、いわゆる潜在負債と呼ば

れる隠れた借金も問題です。主と

して、この部分は法務ＤＤと重な

る部分ですが、賠償責任が生じる

恐れがある事柄を隠している、保

証債務がある、退職金を払わねば

ならないのに積立てていないなど

が注意点になります。筆者の見た

例では、退職時に 年分の報酬と

）をします。
（ＤＤ： Due Diligence
まずは、ＤＤの一般的な内容に

告書と決算書（少なくとも 期分

通常は財務ＤＤとして、税務申

加えて、税務的な面も考慮に入

をする際に、デューデリジェンス

ついて解説します。また、中小企

程度）を入手します。ただし、中

れます。税金滞納の他に、脱税ス

３つに、シンプルに分けられると

は色々な視点があり、筆者は次の

早速ＤＤの内容ですが、これに

を反映せずにそのまま帳簿に載っ

た不動産などが、その実際の価額

や遊休資産、価値が大幅に下落し

側では、実際には回収不能な資産

一般的な注意点としては、資産

けたことがあります。

とこぼしている経営者の相談を受

の申告漏れが発覚して「困った…」

ばらくして税務調査が入り、多額

す。筆者の見た例では、買収後し

の税務調査によるリスクがありま

されていませんでした。

る役員の意向に反して、何も用意

同額の退職金を出す契約をしてい

業の企業買収では、時間的にも金

小企業であれば監査などはしてい

レスレのことをやっていれば将来

①財務ＤＤ

銭的にも、大手企業のように行う

ないので、決算書が実態を反映し

考えます。

併せて述べます。

ているとは限りません。
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と思われますが、大企業でも見過

おそらく最重要ポイントである

Ｔシステムは、どちらのシステム

ります。例えば、導入しているＩ

３つ目は、オペレーションにな

タッフが動かないとできません。

を借りたとしても主として社内ス

ません。これは、多少専門家の力

ネス自体がうまくいかなければ、

織再編による税務戦略に使える可
ごされがちなのがビジネスＤＤで

を使うかなどの問題が挙げられま

ー効果を考慮する必要があるわけ

能性も、ケースによっては考慮す
す。簡潔に言えば、買収して一緒

す。日本企業の場合は、このシス

③ビジネスＤＤ

る必要があるでしょう。
になった際にうまくやっていける

一方、繰越欠損金の利用など組

買収価額を計算するときはこの
の か？ と い う Ｄ Ｄ で す。 こ れ を

どんなに安く買っても意味があり

財務ＤＤの数字をもとに、法務Ｄ

テム統合が後回しになり、いくつ

です

ＤとビジネスＤＤの結果を加味す
３つの面からチェックします。

る人達が、自社と一緒になった際、

す。他社の文化やそこで働いてい

中小企業の場合は仕事の進め方

おり、非効率的な例をよく見ます。

ものシステムが並列して稼働して

たいところですが、費用的にも厳

ところは外部の専門家に手を借り

すが、社内では難しいと思われる

財務ＤＤや法務ＤＤの進め方で

●賢いＤＤの進め方

るのが通例だと思われがちです
が間違っていれば、この価値は歪

も重要です。受注から代金回収に

つ目は、会社の文化とヒトで

んでいることになります。したが

実際にうまくやっていけるのかは

至る流れなども、最終的には統一

関係などを見ることです。訴訟を

これは、主に訴訟関係や許認可

要 因 の ２ つ が あ り ま す。 た だ し、

社の市場における位置付けの内部

る市場つまり外部要因と、その会

です。これには、その会社が属す

のビジネス自体の成長性とリスク

２つ目は、その買収される会社

さて、ＤＤについて解説しまし

たケースもありました。

営業をかけて顧客から苦情が入っ

それぞれの出身者が、同じ会社に

買収した会社と買収された会社の

と思われます。筆者が見た例では、

したほうが効率的なケースが多い

付を ％、 年後に 千万円以上

す。筆者の見た例では、最初に手

アした場合に支払っていく方法で

に難しいものです。そこで様々な

だものを返金してもらうのは非常

あります。しかし、一度払い込ん

いた損失が判明したということも

込んだ後に、実は相手側の隠して

をお勧めします。買収金額を払い

そこで「マイルストーン方式」

起こされていたり、また訴えられ

このポイントは単なる現状ではな
たが、中小企業ではどのように対

が、元々の決算書や申告書の数字

って、専門家の力を借りる必要も

慎重に考える必要があります。

しい場合はよくあることです。

あると思われます。

る恐れがあったり、また、そもそ

く、自社と買収される会社が一緒

応したらいいのでしょうか？

②法務ＤＤ

も許認可業種なのにその要件を満

になった場合を考慮する必要があ

条件を設定して、その条件をクリ

たしていなければ重大なリスクに

ります。

関係の部分は、複雑な契約がある

のビジネスが低迷していても自社

例えば、現在、買収される会社

いと考えます。その買収したビジ

手を抜かずにきちんとやってほし

述べますが、ビジネスＤＤだけは

中小企業の事例は後半で詳しく

た条件などがありました。

場合、残りの ％を支払うといっ

の見込んでいない損失が生じない

許認可の部分はともかく、訴訟

なります。

業態や重要な特許がある技術系の

がテコ入れをすれば大きく発展す

1
る可能性がある、といったシナジ

1

業務は、必ず専門家の力を借りる

30
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1

が中小企業でも、財務ＤＤや法務
ＤＤの全てを専門家にお願いしな
いまでも、大事な部分はある程度
ピンポイントでも専門家に相談す
ることをお勧めします。

Ｍ＆Ａにおける
タイプごとの買収案件
筆者の考えとして、次の タイ
プがあると考えています。
●アセット型（資産獲得型）
●ビジネス型

方針に従ってもらうことになりま

ぼ完全に統合して買収会社の経営

けではありませんが、中小企業の

００億円の損失を出し、カナダの

Ｍ＆Ａで一番多いのは、いきなり

シーグラムに売却する羽目になり
オーナー経営者の多い中小企業

異業種に行くような戦略型ではな

得することが主たる目的です。従

ですと、行き当たりばったりの買

業員は必要最小限を残し解雇とい

収と紙一重になります。トップの

く、同業者をどんどん買収してい

す。特に、データを取っているわ

戦略的構想力が重要だとは思いま

くセールス型が多いのではないで

ました。

すが、勘や運にも左右される難易

しょうか。

うパターンもあります。あまり中

●ビジネス型

度の高いＭ＆Ａになります。

買収の留意点について述べていき

小企業では実施しない案件なので

・戦略型（経営企画型）

●ビジネス型

ます。

れる企業のビジネスは存続してい

ビジネス型においては、買収さ

詳細は割愛します。

きます。その中で戦略型というの

・セールス型（営業型）

るものではなく、セールス型にア

目に合うことが多いです。典型的

営者が行うと全く制御不能で痛い

一方、一般的なサラリーマン経

才経営者が行う案件です。

型的な例で、孫正義氏のような天

ーダーフォンやアームの買収は典

業のビジネスと統合する必要があ

たビジネスはほぼ完全に買い手企

ールス型（営業型）では、買収し

業活動であると考えられます。セ

を拡大しますから広い意味での営

ス型Ｍ＆Ａは、一気に顧客ベース

いく活動のことです。このセール

が、成功している企業は自分の会

ス型の成功例を多く見てきました

文化・仕組みです。筆者はセール

えるのがヒト・モノ・サービス・

客です。そして、顧客ベースを支

セールス型買収で大切なのは顧

中小企業に多い
セールス型買収の留意点

以下で、中小企業のセールス型

は、トップダウンの直観や戦略的

と呼ぶかを説明します。営業とは

まず、なぜセールス型（営業型）

事業を買収するタイプです。大企

基本的に 件 件顧客を獲得して

見地から、現在手掛けていない新
業の例ですが、ソフトバンクのボ

セット型の要素が入った複合的な

な例として、パナソニックが行っ

・戦略型（経営企画型）

タイプなどもあり、どの要素が主

これは、必ずしも完全に分かれ

・セールス型（営業型）

要かということで分けています。

アセット型は「ブランド名や特

ものの経営方針が全くかみ合わず

あります。１９９０年に買収した

ンメントグループＭＣＡの買収が

ネスを進めていくケースが多いの

のこともあり、割と自律的にビジ

戦略型の場合は相手側が異業種

社をうまく自分の会社に統合可能

にも使いますが、まずは、この会

相手側の企業価値を測定するため

ています。ビジネスＤＤは、当然

●アセット型（資産獲得型）
許、ノウハウなどの無形資産」
「店

ですが、セールス型の場合は、ほ

舗網や工場などの有形資産」を獲

年後に叩き売り状態で１千６

社の仕組みに相手側を原則統合し
ります。

1
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か否かを、ビジネスＤＤの中で考
がにヒトを大量解雇することはで

は必要です。欧米とは違い、さす

「統合」の意味は一度一緒にな

ったら買収側の社員ですから、新

す。筆者の知る限りセール型の買

っていこうという言葉を聞きま

買収の際に「対等の精神」でや

ないはずです。

体がどこかということは全く関係

って業績を上げていれば、出身母

あります。しかし、方針にしたが

しい会社の経営方針に従う必要は

買収された相手側の従業員は不

収の場合、この考えで成功した例

筆者の見た例では、部署によっ

絶対うまくいかない
「対等の精神」の買収

安になります。人情として「これ

ては買収された側のヒトが部長に

きませんが、ヒトの選別も必要に

Ｄで判明した場合、いかに安い買
まで通りにやってくれればいいか

を聞いたことがありません。対等

就任し、買収側の部長が副部長と

極端な話、企業文化があまりに

えています。

い物だとしても断ることも多々あ
ら安心して」と言いたくなるとこ

の精神で生まれるのは非効率や派

な っ た ケ ー ス も あ り ま し た。
「こ

なります。

ります。つまり、買収後統合（Ｐ
ろですが、成功企業を見るとビジ

閥抗争です。一緒になったはいい

も水と油で合わないとビジネスＤ

）
ＭＩ： Post Merger Integration
を踏まえたビジネスＤＤをやって

が対等で統合すると仕組みは両社

れは、いわゆるたすき掛け人事で

ネスＤＤの結果を踏まえて、買収

の ツ ギ ハ ギ で 非 効 率 で す。
「君は

からすぐ新しい方針を明確に打ち

横文字でＰＭＩと表記されると

出し発表しています。厳しい決断

いくわけです。
非常に難解なものだと思われます

はなく、経験、見識から見て相手

た会社とされた会社という意味で

買収された○○社出身」などと言

は全く対等ではないですが、新し

が必要ですが、実は、買収直後は

前述しましたが、基本的には買

い会社の方針に従う限りヒトは対

が、考え方はシンプルです。実行

収側に全てヒト・モノ・サービス・

等に能力を評価されます。

側の人物が優れていたからだ」と

文化・仕組みを統合します。この

そもそも買収側と買収される側

社長が明言していました。買収し

逆に、徐々に小出しでやってく

中でヒトの扱いは非常に大切で

では対等ではないにも関わらず、

い合って、派閥抗争を繰り広げて

手法の方が、反発が徐々に広がり

す。極端な例では、買収側の社員

理念として「対等の精神」を強調

しまいます。

べて買収企業に統合します。顧客

根が深いものになっていきます。

が悪代官のように威張り、買収さ

しても現実とは異なるので、その

皆それなりの覚悟はできています

ベースに大きな悪影響を及ぼさな

ヒトは知ってしまったことがいか

れた社員を見くだすこともありま

から、大きな変化に反発はあって

い限り、不必要なモノ・サービス・

に不快であろうと、それが増加す

す。逆のケースもあり、買収した

は大変ですが、相手方のヒト・モ

文化・仕組みは、処分することに

ることはありません。むしろ、将

ノ・サービス・文化・仕組みで最

なります。

来 何 が 起 こ る の だ ろ う？ と い う

も収束はしやすいのです。

ただし、注意してほしいのは統

低限残すものを決めて、残りはす

合後処理するのは１００％相手側

歪みが様々なところに出てしまう

に企業買収で対等は現実的にあり

海外子会社が「対等」を文字通り

ません。この理解は重要です。

不安の方が大きいのです。したが

ずに筆者が収拾に乗り出したこと

のモノ・サービス・文化・仕組み

もありました。

のです。繰り返しますが、基本的
気に知らせて、その方向にどんど

解釈して、本社の言うことを聞か
ん進めていくことが重要です。

って、大きな変化は買収直後に一

優れた要素を取り入れて自社の要

とは限りません。当然、相手側の
素を処理することも場合によって
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