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THINK ACT
成功するクロスボーダーM&Aのために

M&Aは企業の成長・勝ち残りの手段として定着1

THE BIG  3

 > 日本企業が海外企業を買収するクロスボーダー M&Aは年間 500件に拡大

 > 買収側企業の業種・規模ともに裾野が拡大

成功するM&Aには入念な戦略立案と合併後の
統合がカギ

M&Aの成功確率は5割程度に留まる
 > M&Aが収益改善、株価改善に寄与するのは 5割程度

 > 戦略性の欠如と統合の失敗がその大きな理由

 > 入念な事前の戦略立案、シナジー検討は成功の必須条件

 > シナジーの確実な実現のための着実な統合は不可欠
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1.　日本企業が関わる M&Aの動向

日本企業が関わる M&Aの件数は、2000年ごろから急増し、

483件 （1992年）から、2048件 （2013年）にまで拡大し、すで

に一般的な経営手法の一つとして定着してきたといえる  　。
中でも、日本企業による海外企業 ･事業の買収である、クロス

ボーダー M&A(IN-OUT)案件も年間 500件程度に拡大してお

り、数千億円から 1兆円を超える案件が見られるようになってき

た。 M&Aを活用して、自社の成長・勝ち残りを実現する例は

一般的になってきたといえよう。

1-1　日本企業が行うクロスボーダー M&A （IN-OUT）案件の推移

日本企業の実施するクロスボーダー M&A(IN-OUT)案件は、

2014年には、サントリーホールディングスが米ビーム社を 1.6
兆円で買収し、ミツカンホールディングスがパスタソース事業を

ユニリーバから 2150億円で買収するなど大型案件に注目が集

まった。 しかし、実際にはクロスボーダー M&A(IN-OUT)案件

を買収側企業規模別を見てみると、売上高 1兆円以上の上場

企業の行うものは、そのうち 3割程度に留まり、未上場企業や

売上高500億円以下の企業が関与するものが4割に上るなど、

その裾野が広がっていることがわかる。 より幅広い企業にとっ

て、「他力」を活用した海外への事業展開が経営上の手段とし

て受け止められているといえる。

地域別に見ても、これまでの米国、欧州に加えて、アジアが

件数ベースで 4割にまで拡大するなど、クロスボーダー M&A
案件そのものが、より、裾野を広げ、案件の多様化が進んでい

るといえる

近年のクロスボーダー M&A （IN-OUT）案件を見てみると、戦

略的な目的についても多様化が進んでいることがわかる。 中

でも特にアジア地域を中心とした成長地域の取り込みを目的と

する案件が増加傾向にある。

I. 成長地域への進出 
（例 ：グリコによる Dalya Citramandiri （インドネシア）買収）

II. 成長事業の取り込み（例 ：ポーラによる Jurlique買収）

III. コスト削減を含む効率化 
（例 ：マルハニチロによる Austral Fisheries買収）

IV. グローバル再編への対応 
（例 ：サントリーホールディングスによるビーム買収）

2. 　成功する M&Aは 5割程度

M&Aの戦略的な重要性が高まる一方で、M&Aを成功に導く

ことの難しさについては十分な留意が必要である。 M&Aの成

功確率に関する各種調査を見ると、M&Aの半数以上は失敗に

終わっており、日本企業が行うクロスボーダー M&Aの 9割は

失敗に終わっているとの評価を行う調査結果も存在する。 実
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際に、企業経営者に対して実施したアンケート調査によると、

オペレーション面まで含めて M&Aが成功したと答えた企業は

4割に満たない。

実際に買収から 10年以上経た海外買収案件 （100億円以

上、50%以上取得） 116件のうち、すでに撤退や売却したもの

が 51件に上るという調査もあり、クロスボーダー案件になれば

その難易度もさらに増していることに留意が必要である。

出所：  MARR(M&A金額は、金額判明分のみ）
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3.　M&Aの主な失敗要因は戦略性の欠如と 
統合の失敗によるもの

M&Aが失敗に終わってしまう要因の大きなものは、「不十

分な戦略策定」 「買収価値の見誤り」 といった M&Aのプラン

ニングフェーズでの失敗によるものと、買収後の「ガバナンス

の弱さ」 「不十分な企業文化の融合」によりシナジーが実現

できなかったことによる統合後の失敗によるものに大別される 
　　。

失敗の要因①： M&Aの前提となる事業戦略の欠如

M&A、中でもクロスボーダー M&Aにおいては、証券会社か

ら持ち込まれる案件に短期的に対応することが求められ、自社

の成長戦略との整合性が取れないまま M&Aを進めてしまうと

いったことが起こりがちである。 本来、自社の成長戦略を策定

した上で、そのギャップを埋めるための手段として M&Aが存在

し、ターゲット企業の選定、コンタクトを行い具体的な交渉へと

進めていく流れが、案件ベースでの検討に流されてしまうこと

による悪影響をどのように抑えていくかが極めて重要である。

失敗の要因②：買収価値の見誤り

案件ベースでの検討に陥いることで、M&A自体が目的化し

てしまい、本来、何を達成するための M&Aで、どのようなシナ

ジーを、どの程度見込むのか、またその実現に向けてどのよう

なリスクがあるか、といった買収価値算出の前提となる検討が

おろそかになってしまうことが散見される。 さらには、買収価値

算出の前提が崩れた上に、事業面でのデューデリジェンスが

不十分なことによる対象会社の事業計画の蓋然性検証が甘く

B

なってしまうこともある。 結果として買収価値を過大評価してし

まうことにもつながっている。 さらには、相手先、および関連す

るステークホルダーの意向への配慮や、交渉において譲れな

い条件が不明確なまま交渉を進めてしまうことにより、結果的

に買収価格がさらに高くなってしまい、実現すべきシナジーの

ハードルがさらに高まってしまい、失敗につながることも多く見

られる。

失敗の要因③：買収先企業に対するガバナンスの弱さ

案件自体を成立させることに注力するあまり、M&A成立後

の統合、またその前提となる統合プランニングを十分に行えな

いために、結果として、買収先企業に対してガバナンスが弱く

なってしまうこともM&A失敗の大きな要因となってしまっている。

M&Aに関する交渉、プロセスと並行して、買収先マネジメントと

買収後のアクションについてすり合わせができていない場合に

は、買収先企業のマネジメントとの権限・責任が不明確になり、

さらには、買収先企業の業績モニタリングも指標・体制両面で

不十分なまま実質上放置されてしまう状況に陥ってしまうことが

多い。

さらには、M&Aによって何を達成したいのか、中長期でどのよ

うな姿を目指すのかを具体的に示し、シナジーを実現するため

のアクション ・体制を明確にしておくことが早期の統合効果実

現には不可欠である。 しかしながら統合事務局側の工数不足

もあり、対応が遅れがちである。 シナジー実現のため、アクショ

ンを明確に示せないことで、買収先企業にガバナンスが効かず、

シナジーの実現に時間がかかってしまうことが多く見られる。 特

に、クロスボーダー M&Aの場合には、国内同士の M&Aよりも明

確な方針を提示する必要があり、事前準備の重要性が大きい。

出所 :ローランド ・ベルガー
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(買収約 1 ～ 2年後 )

PMI ：中長期成長
(買収約 2 ・ 3 ～ 5年後 )
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M&Aのステージにおける成功の阻害要因B



5

THINK ACT
成功するクロスボーダーM&Aのために

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

失敗の要因④：企業文化の融合が不十分

歴史的背景や企業文化が異なる中で、企業文化を融合す

る仕組みが不十分なために、買収先企業と親会社の間で融合

が進まず、シナジーの実現に時間がかかってしまうことも M&A
失敗の大きな要因となってしまっている。 親会社のマネジメン

トが統合後、事務局に丸投げしてしまうことにより、経営陣同士

での意識あわせが進まず、グループとしてのビジョンや企業理

念そのものが共有されず、方向性を見失ってしまうことがある。

そのためどのような機会で、両社の企業文化を融合していくか

を具体的に設計しておくことがきわめて重要である。

4. M&A成功のために

長年にわたって、ローランド ・ ベルガーがクロスボーダー

M&Aの支援を様々なクライアント企業に行う中で、M&A成功に

は 5 つの要件を満たす必要があると考えている。

A)　明確な事業・ M&A戦略

B)　合理的なシナジー効果算定と成果のモニタリング

C)　自社 ・買収先の強みとなる経営資源の把握

D)　トップのリーダーシップと統合成功へのコミットメント

E)　「形式知」によるコミュニケーション

A)　明確な事業・ M&A戦略

M&Aそのものを目的化することなく、自社の成長戦略の実現

手段として位置づけ、M&A候補先の明確な選定基準を有して

いることは、成功のための前提条件である。 さらには、買収後

の買収先企業の成長戦略が明確に描けており、買収先企業と

戦略を共有していることも必須条件である。例えば、ＪＴが英ギャ

ラハーを買収した際には、各地域でどのような統合が必要かを

買収先候補選定の段階から検討し、どこに新しいオフィスを置

き、どのようなブランドを配置し、何人ぐらいの営業員が必要か

を洗い出し、そのインパクトを試算した上で、統合により何を得

られるかを明確にして選定することにより、M&Aを成功に導い

ている。

B)　合理的なシナジー効果算定と成果のモニタリング

買収検討の初期段階から、明確なシナジー仮説を持ち、シ

ナジー効果の見積もりがデューデリジェンス、統合プラン策定

を通じた検証作業を経て、買収金額およびその後の中期計画

に織り込まれていることが重要である。 売上サイドのシナジー

として、製品のクロスセル、顧客基盤の共有、新製品の共同開

発といった効果、コストサイドのシナジーとして、共同購買、物

流集約、拠点の統廃合等の効果をいつまでにどの程度見込

み、かつ、その実現のために実行体制が確立されていることが

成功の要件である。

それらシナジー目標については、定量的な目標が設定され

ていることはもちろんのこと、実現に向けたアクションが具体的

か、そのアクションの結果想定されるインパクトを実現できてい

るか、それらの進行状況を「見える化」する PDCAサイクルが整

備されているかが重要である。 中でもコストサイドの共同調達

等の比較的効果を早期に実現しやすいものについては、担当

者とアクションを明確にし、その立ち上がりを担保しておくことが

重要である。 例えば、M&Aを繰り返すことで世界最大のビー

ルメーカーとなったベルギーの InBev （インベブ）は、円滑な統

合を実現するためのコンバージェンス委員会を設置し、統合作

業の目標設定、スケジュール、リソース配分を統括させ、その果

たすべき役割、プロセス、アウトプットを明確に定義することで、

その進捗を見える化することに成功している。

C)　自社 ・買収先の強みとなる経営資源の把握

自社の核となる価値観、企業文化および強みとなる経営資

源を的確に把握し、買収先の強みとなる経営資源と融合させ、

グループの組織力を強化できることは重要である。 例えば、テ

ルモは米３Ｍから人工心肺事業を買収した後、自社開発部門

を傘下に組み入れ、関連事業を加えることでアメリカの病院へ

のシステム納入を強化した。 これにより両社の強みを活用しな

がら、マーケットを捉える方策を描き、自社 ・買収先の強みとな

る経営資源を最大活用することで買収によるシナジーを早期

に実現することに成功している。

D)　トップのリーダーシップと統合成功へのコミットメント

買収企業のトップマネジメントが、買収後の統合の成功に対

してコミットし、買収先企業のガバナンスと企業文化融合を最

優先課題として自ら取り組むことも重要である。 例えば、サント

リーホールディングスでは、佐治会長自らが、ディアフィールド

のビームサントリー本社に向かい、マット ・ シャトック CEOら経

営陣と会うと同時に、ウイスキー蒸留所に足を運んで従業員ら

に声をかける機会を持つ等トップ自らがコミットメントを見せるこ

とで、統合の成功に向けた取り組みを行っている。 さらに、統

合プロジェクトチームにおいても、戦略開発本部長とシャトック

CEOで週２回３時間に及ぶテレビ会議を行い相互理解を深め

ることから開始するなど、トップによる強いコミットメントによるリー

ダーシップがとられている。

E)　「形式知」によるコミュニケーション

クロスボーダー M&Aにおいては、「暗黙の了解」は通用しな

いことを肝に銘じ、戦略、ビジョン ・経営理念、権限責任規定、

その他重要な経営方針を文書化することで、浸透を図ることは

重要である。

5． 最後に

クロスボーダー M&Aを成功に導くための要諦を紹介してき

たが、M&A戦略策定に始まり、ターゲット企業の選定からディー

ルの実行、さらには M&A後の統合においては、通常の業務と

異なる専門性を必要とする業務が多く存在しているのも、クロス

ボーダー M&Aの成功を難しくしている要因といえる。 ローラン

ド ・ベルガーの M&A ・ PMIチームでは、専門知識とグローバ

3
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ルでの豊富な支援実績を有するコンサルタントが、M&Aおよび

PMIに関するプロセスをワンストップでご支援することが可能で

ある     。 具体的な案件が持ち込まれたとき、さらには、海外を

はじめとする成長地域・領域を取り込むための他力の活用の

必要性、およびその場合の買収先候補の洗い出しを行う際に、

貴社目線での検討を様々な場面等、お声がけいただければ幸

いである。

弊社独自の M&Aの成果診断サービスでは      すでに、買収

C

D

をした企業において、更なるシナジーの可能性検証、シナジー

実現のための取り組みの加速化につき、まずは現状の評価を

行うことが可能である。 具体的には、M&Aの成功の５つの要素

に従って、「事業戦略」 「シナジー効果」 「買収先のガバナンス」

「企業文化融合」、その他社内プロセスの統合状況につき、そ

の進捗度合いを簡易評価するサービスを提供している。 その

評価結果として、更なるシナジー実現のために優先度の高い

領域を特定した上で、その実現に必要なアクションの策定、リ

ソースの提供を行うことが可能である。

出所 :ローランド ・ベルガー

注 :  証券業務、財務・税務に関わるデューデリジェンス、企業価値評価
に関わるフェアネス ・ オピニオン、税理士業務、弁護士業務等は、
弊社でご提供可能なサービスの範囲外となります。 これらサービスを
ご希望の場合、弊社より別途専門家をご紹介することが可能です

戦略検討及び事前準備

ディール実行

M&A後の統合 (PMI)

M&Aの事後評価

 > M&A戦略の策定支援

 – 自社の成長戦略の確認と M&Aを 
すべき事業領域の検討

 – ターゲット企業選定・評価基準の策定

 > ターゲット企業の選定支援

 – ロングリスト /ショートリスト作成と優先

順位付け

 > 持込案件の初期的評価

 – 投資銀行等から持ち込まれた案件に

ついて、経済合理性の初期的評価

 > ターゲット企業へのコンタクト支援

 – ターゲット企業への説明資料作成

 – イニシャルコンタクト

 > 基本合意書締結まで

 – ターゲット企業の予備的分析

 – 買収の戦略的合理性評価

 – 買収基本条件の検討

 – 企業価値の予備的評価分析

 – 売り手企業側への条件提示

 – 基本合意書の作成

 > 最終契約書締結まで

 – ビジネス ・デューデリジェンス

 – 事業計画策定 (意思決定用 )

 – シナジー効果の検討

 – 企業価値評価

 – 買収最終条件の検討

 – 最終契約書の作成

 > クロージングまでの支援

 – Day1 プラン策定とクロージング
準備

 > 統合プランの策定

 – 統合マスタープラン 
(Day100 プラン及び中期プラン )
の策定

 – 領域別アクションプランの策定

 – 中期経営計画の策定

 – コミュニケーションプランの 
策定

 > 統合プロジェクトマネジメント

 – プロジェクトマネジメント 
オフィス (PMO)運営

 – 統合分科会の運営

 – 統合成果のモニタリング

 > 短・中長期施策の実行支援

 – 各種統合施策実行

 > M&Aの事後評価

 – 企業価値、業績向上に関す
る評価（例 ：中期経営計画と
の乖離とその要因分析）

 – 各領域における統合プランの
進捗状況評価及びその要因
分析

 > PMI加速化のためのアクションプ

ラン策定

 – 現状のギャップの要因分析
により、PMI加速化のための
アクションプランを策定

 – 同時にモニタリング体制も再
構築

 > 重要施策の実行支援

 – 必要に応じて

1 2 3 4
Planning

Executiion

Integraton

EvaluationM&A ・ PMI支援サービスの全体像C

M&A成果診断サービスの全体像D

出所 :ローランド ・ベルガー

明確な事業・ M&A戦略 事業戦略

診断項目例

買収前の事業戦略と M&A戦略

など

など

など

など

など

買収当初に計画したシナジー効果の内容と金額

親会社の子会社マネジメント組織 ・責任

ビジョン ・理念共有の取り組み

買収検討プロセス、PMI推進体制

検討プロセスと精緻度

買収先への人材派遣

買収先マネジメントの権限、責任、報酬制度

社内コミュニケーション活性化の取り組み

業務統合、組織グローバル化の進捗状況

買収後の事業戦略　

買収対価とスタンドアローン価値、シナジー価値の関係

上記計画値の進捗・達成度合

シナジー効果

買収先のガバナンス

企業文化融合

その他

合理的なシナジー効果算定 
と成果のモニタリング

自社・買収先の強みとなる 
経営資源の把握

トップのリーダーシップと 
統合成功へのコミットメント

A

B

C
D

E 「形式知」による 
コミュニケーション

左
記
項
目
を
中
心
に
資
料
収
集
と
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ 

ビ
ュ
ー
を
通
じ
Ｍ
＆
Ａ
の
成
果
を
総
合
的
に
評
価
す
る

Ｍ
＆
Ａ
の
成
功
要
因
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Entrepreneurial restructuring – Crafting tai-
lor-made business models for sustainable 
success (2014）

これからの企業再編を成功させるため

には、説得力のある持続可能な新たなビ

ジネスモデルを早急に考え出すことが重

要だ。 コストや人員数以外の要素を見て

いかなければならない。 本レポートでは、

企業再生および再編プロジェクトにおい

て、弊社が携わった具体的な事例を紹介

し、企業が抱える課題に対し、大局的な

見地からみたアプローチなど深い洞察力

を提供する。
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