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はじめに

M&A取引に比べ、海外M&A取引でなぜこのような
「高値づかみ」
「失敗例」が続いているのかは、
「勝手を

ここ数年来、特に人口縮小に伴うマーケット縮小を

十分に知らない土俵での相撲」というのがひとつの要

理由に海外に事業の活路を求め、日本企業による海外

因なのではないかと思われる。すなわち、国内取引で

企業に対するM&A（合併・買収）取引が相次いでい

あれば取引実務やマーケットおよび買収・統合相手に

る。取引規模および件数ともに、海外企業による日本

ついて十分な理解を有しているが、海外取引について

企業に対するM&A案件をはるかに凌いでいる（2017

はこれらについて必ずしも理解が十分でないなか、ご

年６月30日までの直近５年間において、日本企業によ

く限られた時間の中で取引を進めざるを得ない場合が

る海外投資案件は1592件、金額にして総額約4030億

多いからと思われる。マーケットや取引相手の理解に

ドルに対し、外国企業の日本企業への投資案件は243

関しては、どちらかといえばビジネス面での検討分野

件、総額約566億ドルとなっている ）
。最近でいえば、

と思われるが、M&A取引実務については法務的側面

シャープや東芝といった、日本でも指折りの大企業が

も大きく関連し、さまざまな「落とし穴」がある。

注１

経営難に直面して大規模な会社・事業売却を行った

このような「落とし穴」については、しばし注目を

り、カルソニックカンセイ買収のようなプライベート・

集めるところではあるが、
「どのようにディールを組み

エクイティ（PE）ファンドによる大規模な買収が行わ

立てていくか」という切り口では必ずしも注目を集め

れたりしているものの、日本企業による海外企業への

ていないように感じられる。そこで本稿では、
「勝手知

M&A取引の規模に比べると、このようなインパクトの

らない土俵においてどのように取り組みをうまく進め

あるM&A取引は限定的といえよう。このように、日本

られるか」という観点から、どうやって「落としどころ」

企業による海外M&Aが継続的に行われており、また

をつけるかを論じたい。

非常に多くの上場企業が中期経営計画等で海外M&A
に言及しているとおり、規模の大小を問わず今後もこ

M&A の巧拙

のトレンドが続くことが想定されている。
注１：M&A情報サービス企業のデータによる。

筆者が関与したある案件では、買主の事業・M&A
部門の担当者により構成されたディールチームは対象
会社の技術力などを高く評価し、買収案件を進めた

一方で、日本企業が行った海外M&A取引が必ずし

がっていたが、対象会社の価格が、買収者の内部での

も成功しているわけでもなく、買収先株式について数

評価基準に照らすと割高であったため、買収を断念し

千億レベルの巨額の減損処理を余儀なくされるケー

たケースがあった。対象会社の価格自体は、一般的な

ス、すなわち大失敗という評価を受けている事例も多

企業価値評価手法やマーケットの類似案件に照らして

く見受けられる。直近では、経済産業省が海外M&A

必ずしも割高とまではいえず、合理的水準の価格と評

研究会を立ち上げるなど、どうしたら海外M&Aを成

価され得るものであった（むしろ、買収者の内部基準

功させることができるかはホットトピックであり、海外

が当時のマーケット水準に照らすと必ずしも合理的で

プレソルト
進出を掲げられる日本企業においても悩ましい問題だ

はないともいいえた）が、結果的に社内基準をクリア

と思われる。

できないことを理由に買収を行わなかった。一見柔軟

巨額の損失という点に着目すれば、単に「高値づか
み」というのが大きな要因としてあげられるが、国内
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ためには依拠すべき明確な価格基準を設定することも

は必ずしも世界各国共通の契約方式ではない。グロー

重要と思われる。

バルでみると、米国実務と英国実務に大別されるが、

この点は、M&Aで事業を拡大してきた日本電産の
永守社長が経済紙のインタビュー

注２

にて、買収価格を

欧州では英国方式をとる場合が比較的多いのに対し
て、日本では米国実務の影響を強く受けているため、

買収戦略のポイントのひとつとしてあげていることか

米国方式の契約が一般的である。両者間では契約構造

らも裏付けられるであろう。

に大きな違いがあるため（図表１）
、国内実務担当者

また一方で、有力な企業を買収できる千載一遇の

からすると、英国実務の契約は初見では非常に戸惑い

チャンスがある場合には、ほかの競争相手が出てくる

を覚えることで消化不良を起こしやすく、場合によっ

前に、売主が拒絶できないような確定的・魅力的な買

てはこのこと自体が取引の阻害要因となりかねない。

収提案を行って、買収にこぎつける事例もある。対象
会社の市場における地位を把握したうえで、競争相手
が多いと見るや否や他社に先んじて案件成立を目指す

注２：https://www.nikkei.com/article/


DGXLASDZ25HSN_V20C17A4TI5000/

という柔軟な対応も、時には必要であろう。
具体的な違いとして最も顕著な点が、株式価格調整

対象国における実務の理解

の有無といえる。会社は継続して活動しているため、

契約形式

までの間に、対象企業の状況は変動する。このような

契約締結から実際に株式が移転（クロージング）する
変動を株式価格に反映させるのが価格調整方式、反映

交渉の落としどころを見極めるうえで重要となるの

させないのが固定価格（Lockedbox ／ロックド・ボッ

が、対象国における取引・契約実務を理解することで

クス）方式と呼ばれる。米国実務では価格調整方式が

あろう。日本国内の契約実務はアメリカ実務に派生し

通常だが、英国実務では必ずしも一般的ではない。

た契約構成となることが非常に多いが、アメリカ実務
図表１

価格調整方式は、対象企業の価値算定の基礎となっ

米国および英国実務の比較

出所：Allen&Overy資料
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た財務諸表とクロージング時の財務諸表のうち特定項
目（運転資本など）を比較して、株式価格の調整を行

契約条件

う。
「対象会社の経済的価値およびリスク」はクロー

さらに細かい話をすると、具体的な契約条件に関し

ジング時に売主から買主に移転するという発想であ

ても国・地域によって大きな差が存在する。一例をあ

る。一方、固定価格方式では、このような調整は行わ

げると、M&A契約（主に株式譲渡契約）の中では対

ず、価値算定の基礎となった財務諸表（通常は直近の

象会社に関して一定の事実の表明・保証を行うのが通

監査済み財務諸表）の基準時に対象企業の経済的価

常であるが、その内容が事実と相違する場合、すなわ

値・リスクが買主に移転するという考え方をとる（図

ち表明保証違反の場合には、契約違反として（なお、

表２）
。

国ごとでこの「違反」の法的性格は異なり得るが、そ

そしてこの考え方の違いが、契約締結後クロージン

の点はさておく）売主が買主に補償責任を負うことに

グまでの間の売主の義務に反映される。前者では、売

なる。この補償責任は無限定ではなく、一定の上限（実

主は主として通常の事業運営を行う義務を負うが、後

務ではよく「キャップ（cap）
」と呼ぶ）を設けるのが

者では、経済的利益が契約締結時に買い主に移転する

通常である。筆者が所属するアレン・アンド・オー

と考えるため、会社財産を流出（Leakage）させない

ヴェリー外国法共同事業法律事務所がまとめたデータ

義務を負う。固定価格方式は契約締結時に株式価格が

（図表3参照。事務所が全世界で関与した非公開企業

固定されるため、売主にメリットがある一方、クロー

のM&A取引における契約条件の統計）によれば、た

ジング前に対象会社の経済的リスクを負担する買主に

とえば「対象会社について一定金額以上の紛争は継続

はデメリットである。固定価格方式を採用した場合に

していない」というような事業に関する表明保証を

は、対象企業の価値算定時からクロージングまでの間

行った場合で、表明保証違反があった場合の補償額の

の利息を買収価格に付加するのが一般的であるため、

上限は国・地域によって大きく異なるのが一目瞭然で

大型案件になると最終的な買収金額が数億単位で増

あろう。

加する可能性もある。契約交渉の段階になって、
「話
が違う」という事態にもなりかねない。一方で、
（当事

契約交渉に関しては現地の実務に照らしてどの程度

者間のバーゲニングパワーの有無にもよるが）売主側

の保護が得られるのか、取引初期段階からリスクファ

としては当然のように自己に有利な固定価格方式を要

クターを炙り出して検討を進めることになるのが重要

求してくることもあるので、案件の初期段階から、現

である点にも留意する必要がある（特に内部的コンセ

地実務に照らし最終的な契約形態を見据えて検討を進

ンサスを経てプロセスを進めることが多い日本企業に

める必要があろう。

おいては、案件初期段階から、契約の見通しを内部で

図表２

価格調整方式と固定価格方式の違い

出所：SullivanandMcNaughton,PricingMechanism,2012 より作成
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図表３

キャップ金額の国際的比較

出所：Allen&OveryGlobaltrendsinprivateM&A

共有することも重要であろう）
。そして、契約交渉を行

引き受けを行うことができる保険会社は７社ほどある

ううえでも、条件の妥協点についてどこが落としどこ

が、海外ではより多くの保険会社が表明保証保険を取

ろになるのかを判断する材料となる。

り扱っている。売主にとっては、取引完了後に、買主

このように、これまで事業を行っていない国・地域で

からの補償請求に煩わされることもなく、また売却後

M&A取引を行う以上、現地実務の理解が必要となる。

に投資ビークルそのものを清算させることが多いPE

近時、ドイツの買収案件においては非常に「売主有

ファンドにとっても、いつまでも（補償責任履行のた

利」とされている。このような情報は、頻繁に海外案

めに）当該ビークルを存続させる必要がないことから

件を取り扱っている専門家でなければフィードバック

メリットが大きい。近年では、特にPEファンドによる

を得られない。我田引水ではないが、どのアドバイ

売却案件において、
（売却後に責任を負わない）
「クリー

ザーを起用するかに際して判断するうえで、各マー

ンエグジット」を達成するため、最初から表明保証保

ケットの情報・実務の肌感覚を瞬時に引き出せるネッ

険の付保を前提としているケースもよく見受けられる

トワークを有するアドバイザーか否かも、案件を上手

（PEファンドだけでなく、前述の「売主有利」とされ

に進めるに当たって重要なポイントとなる。

表明保証保険
案件をうまく進めるため、すなわち売主との交渉の

る国でも当然のように求められることがある）
。また、
創業者など個人が売主となる場合や、売主（特に創業
者やその一族）がパートナーとして会社に（株主や取
締役として）残る場合には、協働関係にある事業パー
トナーに対する補償請求を回避できる。

落としどころをつけるひとつのツールとして、表明保

このように、責任を回避できる売主にとっても、案

証保険の活用があげられる。海外では、特に豪州で

件を進めたい買主にとっても、魅力的なツールである。

PEファンドによるエグジット（出口）において実務と

しかしながら、特に国内案件での活用例が極めて限定

して定着したのをきっかけに、数年前から世界中で用

されていることも相まって、表明保証保険を「万能薬」

いられてきているが、ようやく日本でも注目を浴びは

と勘違いしているケースも見受けられる。前述のとお

じめてきた。弊事務所の前掲の統計によれば、表明保

り、有用な手段であるがゆえ、活用できる場面および

証保険の利用事例は毎年着実に増加しており、対象会

活用するための条件を理解しないままに表明保証保険

社の事業に関する表明保証がなされた案件において表

の利用前提で売主と話を進めていると、後々かえって

明保証保険が付された案件が2013年には５％であっ

案件遂行の障害となりうる。ここでは表明保証保険活

たのが、2016年には18％にのぼっている（図表４参照）
。

用の留意点について簡単に触れたい。

表明保証保険は、売主が買主に対して負う表明保証

まず、実体面でいえば、必ずしもすべてのリスクに

違反に基づく補償責任を、保険会社が売主に代わって

対して付保することはできない。すでに買主が認識し

負担する仕組みである。日本において表明保証保険の

ているリスクはもちろん、近年特に摘発が目立ってい
2017.9
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るカルテル事案や贈収賄事案による罰金・科料は表明

加えて、売主または買主のどちらが保険契約者とな

保証保険の免責対象となっている（図表５）
。これら

るかという点も検討ポイントにはなり得る。もっとも、

の付保されないリスクに対しては、むしろデュー・

（実際上は買主が保険契約者になるケースの方が多い

ディリジェンス（買収監査。
「DD」と呼ばれる）を通

と思われるが）売主が保険契約者となった場合、仮に

じて、リスクの有無を確認する必要がある。
また、売主の責任が完全に無くなるわけではない。

付保の過程において引受保険会社に対する詐欺がある
場合には、保険金の支払いが免責される一方、買主が

Retention（リテンション）と呼ばれる免責金額が定

保険契約者となる場合には、仮に売主に詐欺があった

められており、付保対象国にもよるが、通常取引金額

としても保険金支払いの免責対象とはならない。その

の１％程度は売主の負担となる、免責金額を超えて初

ようなことから、買主が手配した方がより安全といえ

めて引受保険会社への請求が可能となる。したがって、

るだろう。

買主が免責金額以下の部分について補償請求をしたい
のであれば、売主との間で契約上の取り決めを行う必

次に、手続き面でいえば、DDを手抜きで行うこと
はできない。表明保証保険の引受保険会社は、表明保

要がある。
そして、当然のことながら付保に対する保険料が発

証違反に伴うリスクを負担するわけであり、通常の

生する。保険料率は、対象会社の所在国・地域や産業

DDを実施していれば判明していたであろうリスクを受

分野によって異なり得るが、大まかにいえば付保金額

けるわけにはいかない。そこで、表明保証の付保は適

に対して１％から３％の範囲といえる。たとえば、売

切なDDを実施していることが前提となる。裏返すと、

買金額が1000億円の案件で、付保金額が30％（すな

DDを実施していない対象については表明保証保険の

わち300億円）とした場合、保険料は３億円から９億

対象とすることができない。たとえば、税務DDなど

円ということになる。この保険料負担についてもあら

で対象会社の子会社に対するDDを特定の子会社に限

かじめ留意しておく必要がある。保険料に関しては、

定する場合があるが、DDを実施していない子会社に

たとえば海外法人を通じて付保する場合には国によっ

関しては表明保証保険の対象とすることができないた

ては保険税も賦課される点、注意が必要であろう。

め、表明保証保険への付保を検討しているのであれ

ふ か

図表４

表明保証保険の傾向

出所：Allen&OveryGlobaltrendsinprivateM&A
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図表５

表明保証保険の一般的な免責事由

出所：Allen & Overy 資料

ば、専門家起用に際する業務範囲の特定に当たり注意

ば、保険料から控除されるものの、特に急ぎの案件の

が必要である。このように、表明保証保険を付保する

場合には、手数料支払いに関する内部決裁手続きが間

ことを理由に、DDの対象範囲・深度を絞ることがで

に合わないという懸念が出てくるため、あらかじめ留

きないことに留意が必要である（そして、売主側に、

意しておきたい。

「表明保証保険を活用するためDDを簡単に済ませる」

また、日本国内における表明保証保険の総キャパシ

というようなメッセージを与えないよう注意が必要で

ティは約２億米ドルから２億5000万米ドルと限られて

ある）
。また、DDと同様、株式譲渡契約に関する交渉

いるため、国内付保の場合には通常再保険を利用し

も、馴れ合いで行うことはできない。すなわち、
（当然

て、表明保証保険をシンジケートする必要がある（海

ではあるが）売主も買主も「保険会社に責任を押し付

外法人を通じて付保する場合には、再保険ではなく共

ければいい」という発想で交渉に臨むことは許されな

同引き受けという形になる場合もある）
。買主が希望す

い。保険を付保しないケースと同様にしかるべき契約

る規模の付保が可能か否かはこれらのシンジケーショ

交渉を行う必要がある。

ンが可能か否かによるが、表明保証保険の付保が案件
遂行上不可欠となるのであれば、
（正式な見積もり取

これらDD実施や交渉状況については、契約交渉・

得に先立って）案件検討の初期段階でこのような聞き

DD実施と並行して引受保険会社側にて検証される。

とりを行う必要が出てこよう。保険代理店との連携も

DDに関しては、引受保険会社が独立の法律事務所を

含め、表明保証保険の取り扱いに慣れたアドバイザー

起用して、買主が実施したDDが適切であったか精査

を起用することも鍵となってくる。

（具体的には、DD対象の資料が保管されたデータ・
ルームの確認、買主が起用した専門家が作成したDD
レポートの精査および各種追加質問などの実施）を行

まとめ

うため、かかる第三者による精査に耐えうるレベルの

これまで、案件を成功させる要素として、
「落としど

DDを実施する必要がある。また、交渉状況は、引受

ころを理解する」という観点から、現地実務の理解お

保険会社側にて契約書の修正案のやり取りの確認を通

よび案件遂行上の有益なツールについて簡単に述べさ

じて、独立当事者間において適切な契約交渉が行われ

せていただいた。もちろん、これらは数多くあるM&A

たか検証される。なお、これらの検証は文書が英語で

取引の要素のうちの一部に過ぎないが、大局的な視点

作成されていることが前提となる。また、引受保険会

で案件をとらえるという観点から、海外M&A取引を

社にとっても、DDや交渉が「どの専門家によってな

検討される日本企業の皆さまのご検討に役立てていた

されたか」も付保に当たっての判断要素となる。国際

だければ幸いである。

的な法律事務所を起用している限り問題はないが、法
律事務所の起用に当たっても一考慮要素になろう。な
お、引受保険会社が独立の法律事務所を起用して引
受審査プロセスに入る場合、事前に数百万円程度の手

＊本稿は2017年７月13日開催のJOIセミナーを一部記事化しま
とめたものです（共催：アレン・アンド・オーヴェリー外国
法共同事業法律事務所、後援：JBIC）
。

数料を支払う必要がある。最終的に保険を付保すれ
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