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3ディールの成功者となるために

序章

成長市場でのディールは、クライアントとの会話によく出て
くる話題である。多くの企業にとって、ディールの実行こそ
成長市場へ参入するための最善の方法、あるいは唯一の方法
とされるが、その主な理由は自らが単独で進出するより時間
がかからないからである。そして成長市場でディールが行わ
れるのは、安価な製造コストのためだけではなく、天然資源
の入手や、あるいはグローバルな製品の市場獲得のためでも
ある。さらには、成長市場でのディールを実行することで、
コアオペレーションのベストプラクティスに触れ、創造的能
力や資本を獲得することができる。 

本調査のために、私たちは公開されているディールと、さら
に広範なPwCがアドバイザーを務めた非公開ディールなどか
ら、200件以上について評価を行った。過去に成長市場で企
業を買収した豊富な経験を持つ20名のディールメーカーと
面談し、問題の根本原因と、彼らが遭遇した困難をいかにし
て克服したかを探った。彼らの会社は成長市場で140件を超
える買収を行い、大きな成功を収めている。さらには、成長
市場で数百件のディールに関与した関係者もこの調査に寄与
してくれた。

成長市場でのディールは依然として非常にチャレンジングな
ものである。本調査からは、外部機関による詳細なデューデ
リジェンスのフェーズに入っていたディールの50%以上が白
紙に戻されたことがうかがえた。これは先進国市場よりも著
しく高い数字であると言える。このような事態を招く主な理
由の1つには、多くの会社の取締役会が「天井知らず」な成
長市場での価値評価の問題を扱いかねていることがある。 

成長市場にはたくさんの成功例もあるものの、インタビュー
したディールメーカーたちは、成長市場でのディールは本質
的にリスクが高いと口を揃える。生じ得る成果の変動幅が非
常に大きいのである。私たちはこの変動幅を「デルタ」と呼
んだが、成長市場においては、良いディールと悪いディール
の間に横たわる「デルタ」が、先進国市場よりもはるかに大
きい。万事うまくいけば投資家は多額の収益を上げることが
できる。しかしうまくいかなければ投資家の損失は大きい 
（分析できるだけの情報が入手可能なディールで分析したと
ころ、平均して投資額の50%もの損失を被っていた）。そし
て、レピュテーション（評判）が大きく傷つく可能性もあ
り、それは売買契約書にサインした後に露見した問題によっ
て、世間の注目を集めた数多くの事例によって証明されて
いる。

成長市場は異質である。だからこそ私たちは、首尾良く交渉
を進めるために必要な体制を、初ディールを実行する前に現
地で構築しておくことを強く勧める。この点、そして本調査
の結果から導き出される推奨事項は、企業が悪いディールを
回避し良いディールを無事に実行するため、そして良い
ディールを勝ち取って本棚にトロフィーを置いた後でそのデ
ィールを悪いものに変えてしまわないために、役立つはずで
ある。端的に言えば、本調査は、ディールメーカーが、良い
ディールと悪いディールの間に横たわる「デルタ」の正しい
位置に着地できるよう支援することを目的としている。1回
のディールで運に恵まれることはよくあるが、良い成果を出
しつづけるには、そのための努力と注意深いアプローチが必
要なのである。

John Dwyer 
PwCグローバル・ディール・ 
リーダー

Alastair Rimmer 
PwCグローバル戦略リーダー
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要旨

難題でもやり遂げなければならない
成長市場でディールを実行することは
大変だが、ディールを実行しないこ
と、あるいはディールに失敗すること
は、事業の展望により深刻な影響を及
ぼしかねない。人口が多く、所得が増
加し、革新の可能性をも秘めた高成長
市場への関与とプレゼンスは多くの企
業にとって不可欠な条件になった。成
長市場でのディール実行は挑む価値の
ある課題である。そしてチャレンジは
たくさんある。交渉は長引くことが多
く、結局は成立しないディールにも多
大な時間と労力が注ぎこまれる可能性
がある。もしディールが成立しても、
失 敗 す る 要 因 は ま だ 数 多 く あ る 。
デューデリジェンス中に見過ごしてい
たリスクが見つかるかもしれないし、
ディール実行後の統合マネジメトに失
敗するかもしれない。さらには、パー
トナーとの間に利害対立が発生するこ
ともある。最終的に失敗した場合に
は、高い代償が伴う。また、経営者は
ある市場で1度やけどをすると再参入を
ためらうことが多く、それが原因で重
要な市場とのつながりを失うことも
ある。

成長市場の定義

本書では「成長市場」に、西欧、米国、日本、カナダ、豪
州、ニュージーランド以外の各国からなる幅広い定義を用
いている。当然ながら、この定義にはさまざまな国が含ま
れる。BRICsはそれ自体で別のグループを構成してお
り、BRICsの中でも市場によって様々な違いがある。
また、E7の残りの国々（メキシコ、インドネシアとトル
コ）や、南アフリカ、ナイジェリア、エジプト、韓国、ベ
トナム、フィリピンも魅力的な機会を提供している。 

大半は実行できない、そして失敗する
と高くつくことになる
本調査によれば、成長市場においては
外部機関がデューデリジェンスに入っ
たディールの50％から60%が結局はブ
レークしている。失敗したディールで
は重大な機会損失が発生している。良
いディールを取り逃がしたこと、ある
い は 悪 い デ ィ ー ル に 、 ほ か の 良 い
ディールで有効に使えたはずの経営陣
の注意、時間と労力を費やしたこと、
などである。実現できないディールを
追い求めることは、投資家からの信頼
も傷つけることにもなりかねない。
ディールを実現させる割合が低いのは
世界のどの地域でも同じだが、成長市
場での失敗の代償は、機会損失が大き
いだけに高くつきがちである。

ディール実行後も「デルタ」（成果の
振れ幅）は依然として大きい。  
ディールを実行できたとしても、その
後に困難な状況に陥るディールの割合
は多く、その代償も非常に高い。公開
情報で十分なデータが得られる事例を
調査したところ、ディール実行後のポ
ストディール問題のために買収者側に
生じた損失は、平均で投資額の約50%
に上ることが分かった。また、そのよ
うな事例の約半数で、買収者側は経営
権を手放すか、損失を出して事業を売
却している。ポストディール問題で
は、投資家の不信感や、実現できない
ディール価値など、このほかにも目に
見えないさまざまなコストが発生して
いる。反対に、ディールを成功させた
場合には著しい成果を上げることがで
きる。

問題のあるディールのうち情報を公開
しているのはごくわずかな割合に過ぎ
ず、より多くの場合には問題があって
も公表されていない。問題が公表され
ていない中には、業績が期待を下回っ
ている会社が含まれているが、これは
潜在的には最も危険な問題である。
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図1

成長市場でのディールイシューの分析
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出典：	成長市場でのディールの問題点についてのPwCの分析用データベース

業績が悪いが、清算や売却を正当化で
きるほどでもない投資は、事業に思い
切ったテコ入れをすることも、撤退も
難しい。このような投資に対して、経
営陣は何かと注意を払わなくてはなら
ず、企業が市場において成功につなが
る戦略を追求する妨げとなることがあ
る 。 ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル 業 界 の
「walking dead（生ける屍）」に似てい
なくもない。

ディールの40%が価値評価の不一致で
ブレークする
ディールのリスクは、買収対象そのも
の、売り手、政府という3つの要素のう
ちの1つ以上に関連するのが通例であ
る。過去のディールの分析と面談か
ら、私たちはディール実行に前後して
最も一般的にみられる落とし穴を特定
するに至った。これらは成長市場に限
った問題ではないが、その度合いや頻
度、根本原因は成長市場に特有のもの
である。

図1にあるように、ディールの実行にあ
たって、最も障害となりやすいのは、
価値評価に満足できないことであり、
私たちの分析ではディールがブレーク
した例の40%でその原因として挙げら
れている。将来的な成長の規模が不確
実で、類似案件がほとんどなく、成長

市場ではディールのターゲットの奪い
合いが激烈を極めている。3つの問題が
残りの50%の理由とされている。政府
から許可を取れなかった、財務情報に
透明性が不足していた ― 財務情報がほ
とんどない、経営者があまり提示した
がらない、会計慣行が異なるなど ― い
ずれにせよ買い手はディールを満足に
進めることができない。また、事業慣
行にコンプライアンス問題が潜んでい
ることも多く（贈賄、労働や税務関連
のコンプライアンス）、それがディー
ルブレーカーになっている。

ポストディールで生じた問題の30%は
パートナーとの提携関係
ディールが実行された後で表面化する
問題で最も一般的なのは、パートナー
との提携に係わる問題であり、私たち
の調査では、ポストディールの問題の
30%程度を占めている。熟練した投資
家であってもこの分野ではつまずきや
すい。パートナーとの提携関係の問題
に関し、世の中の注目を集めた事例で
は、DANONEの中国での提携相手との
係争や、ロシアの合弁会社TNK-BPの事
例がある。パートナーとの提携関係の
問題以外には、ディールの実行時に問
題となっていたことが、ディール実行
後再び問題となることもよくある。政
府によるディールへの直接的な介入も

一般的にみられる問題であり、多くの
市場では官営企業が数多く存在するこ
とから、政府による介入の問題はしば
しばパートナーとの提携の問題の一部
を構成する。最近、ある米国のプライ
ベート・エクイティ・ファームのイン
ドの子供向けアパレル会社への投資後
に会計情報への疑念が発生したよう
に、財務情報の問題がディール実行後
に表面化することがある。未熟な監査
人が財務諸表の承認の署名をしていた
り、あるいは全く監査人の承認の署名
がなかったり、現地の監査基準では発
見できない問題が隠れていたりといっ
た問題である。事業慣行のコンプライ
アンスの問題も共通する問題である。
こ の こ と か ら 海 外 腐 敗 行 為 防 止 法 
（FCPA法、Foreign Corrupt　Practices 
 Act）や贈賄防止のレビューは不可欠で
ある。それらが適切に実施されなかっ
たために、後から外部の所轄機関と問
題が生じた例を私たちは数多く知って
いる。このほかに、事業統合や経営権
の掌握を困難にするさまざまなオペ
レーション上の問題も存在する。 

数多くのディールを分析した結果、私
たちは、これらの問題の根本原因が、
成長市場と先進国市場における事業慣
行とガバナンスに関する大きな違いに
あることを突き止めた。そのことから
以下の推奨事項を提起したい。 

買収対象

売り手

政府

ブレークしたディール ポストディールで問題が発生したディール

財務情報の透明性

価値評価の正当化

事業慣行の	
コンプライアンス問題

ポストディールでの	
人間関係

交渉と契約での問題

パートナーとの提携での	
利害対立

政府の介入

財務情報の透明性

価値評価の正当化

事業慣行の	
コンプライアンス問題

ポストディールでの	
人間関係

交渉と契約での問題

パートナーとの提携での	
利害対立

政府の介入

ディールに占める割合（%） ディールに占める割合（%）
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推奨事項
成長市場におけるディールで成功する
確率を押し上げる特効薬はない。しか
しながら、成功したディールメーカー
の経験および私たちの経験からは、
ディールに成功するためには、次の5つ
の推奨事項が導き出される。 

1）早い段階から戦略的な目的を  
理解する
ディールにあまり成功していない、あ
るいは経験の少ない企業に共通に見ら
れ る の は 、 早 い 段 階 で 成 長 市 場 の
ディールに対する戦略的な目的を構築
していない、という点である。多くの
企業は数多くの市場にまたがって事業
開発ができるほどのリソースは持って
いない。そのことから、経営者は具体
的な買収候補が特定されるまでは、市
場を真剣に精査しないのだ。 

この理由は、多くの企業が理解できる
だろう。一般に、多国籍企業が持つよ
うな国際的ディールの実行体制を構築
することは難しい。デューデリジェン
スが不完全にしか実施できないかもし
れない一方で、評価額は高い。だから
こそ、堅固な戦略的目的がディール実
行には不可欠なのである。しかしなが
ら、成長市場でのディールに投入する
リソースを抑制しようとする傾向があ
るのもまた事実である。成長市場での
短期的な可能性にのみ着目している企
業もある。世界売上の30%以上を生み
出すような市場に比較して、成長市場
を、現時点の売上では非常に小さい割
合にしかならないのにリスクは高い投
機的な市場と捉える企業もある。グ
ローバルな競合相手が出現する可能性
の検討など、ディールにあたっての戦
略的検討を十分に行っていない企業も
見受けられた。 

戦略的な目的を構築しておく必要性を
過小評価している場合もある。新規市
場を開発するために戦略策定が必要な
のは自明に思われるかもしれない。し
かし、私たちの調査では、市場や競争
に関する重要な論点に対処しないま
ま、ディールを前に進めている企業も
あるという驚くべき結果が出ている。 

最後になるが、一般に合理的な目的を
導き出すことは難しい。私たちの経験

では、戦略的な目的をしっかりと構築
するには1から2年の歳月がかかる。そ
のために一次資料からデータを積み上
げることが必要であることも多い。そ
してまた、私たちがインタビューした
面談者たちは、欧米の企業の経営陣や
株主を教育する必要性を一貫して強調
していた。成長市場をすぐになくなっ
てしまう神話のように考えていたり、
あるいは非常にリスクが顕在化しやす
い市場であると考えている役員や、株
主は多い。私たちは、戦略的な目的を
しっかりと構築することの重要性にも
っと注意を払うべきであると考える。 

「成長国でのディールは文化的な
チャレンジです。成長市場で高い
リスクを取る必要性について、成
熟市場にいる経営陣を教育しなけ
ればなりません」
M&Aディレクター 　 
世界的な送電事業会社

2）市場に優先順位をつける
成長市場に共通するものはあるもの
の、それぞれの市場には当然違いがあ
る。これは、ディール成功のために現
地のリソースが欠かせない理由の1つで
ある。個々の市場への投資を増やすた
めに、市場の優先付けが必要な場合が
ある。優先順位を定めれば、企業は希
少なリソースを絞り込んだ市場に集中
させることができ、将来の成長を可能
にするだけの市場での規模を確保する
チャンスが増える。これは、多国籍企
業のような国際的なディール実行体制
を持たない小規模な企業に、より適合
する方法である。また、非常に効率的
なM&A戦略としてはこれ以外にも、新
市場への参入にあたってはまず大規模
な買収を行い、それから小規模な買収
に取りかかる「プラットフォーム戦
略」もあり、この戦略ではより少数の
市場に集中することが求められる。
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図2

それぞれの地域のPwC寄稿者たちの見解

東欧

「東欧はいくつかの点で成長市場よりは先進国に近づきつつあります
が、政府との契約が絡む事業での贈収賄の問題は東欧諸国の多くで残
っています」

「欧米の買い手がディール成立後に継続できないような問題のある実
務を検出するために、FCPAレビューやそれに代わる同様のレビューを
実施することを強くお勧めします」

Jonathan Thornton　パートナー　 
ディールズ

中近東／北アフリカ

「生活困難やセキュリティリスク
といったこの市場特有の問題があ
ります」

「中心に据える経営陣のリクルー
トをなるべく早く開始することが
必要です。そして、主要なスタッ
フについては、人件費がより高く
なる可能性を織り込んでおくべき
です」

Hani Ashkar　パートナー　 
中近東ディールズリーダー

ブラジル

「規制環境は、特に税務と労働に関
してですが、複雑です。税率は高い
ですし、給与や売上、所得に対する
ソーシャルチャージもあります。税
目は多岐にわたり、法律もすぐに変
わります」

「贈賄などの大きな問題を発見し、
集中して調査できるよう、デューデ
リジェンスの実施はフェーズを切っ
て段階的に進めるべきです」

Luis Madasi　パートナー　  
ディールズ

ロシアと独立国家共同体（CIS）

「ロシアの中小企業には、税務コンプライアンスの問題があることが
多いです。買収となれば税務当局の調査が入ることが多いので、追加
的な租税債務が生じる可能性があります」

「こうしたリスクはデューデリジェンスで特定できることも多いです
し、リスクは数値化できますが、それには時間と忍耐が必要です」

Andrew Cann　パートナー　 
ディールズ

中国 

「競合する入札者との激しい競争や
代替可能なファンドの存在から、中
国では高騰する価格が大きな問題と
なっています。私たちのデータによ
ると、デューデリジェンスが始まっ
た後に実に50%近いディールが価値
評価の問題を理由に取り止められて
います」

「役員会で意思決定者となる人物を
早期に関与させるべきです。そし
て、投資の戦略的な目的を検討する
ことにより多くの時間を割くことが
重要です。そして価値評価でどのよ
うなアプローチをとるかも議論して
おきます」

Matthew Phillips　パートナー　 
中国トランザクションリーダー

サハラ以南のアフリカ

「アフリカでのディールでは、政府の方針
がより重要な位置を占めることになりま
す。ディールへの目に見える介入には、高
次の政治的利害が絡んでいることが多いの
です。課税ルールや法的なパラメーターが
すぐに変更される国もあります」

「現地の状況を理解することが何よりも重要
です。買い手の母国に対する政治的な視点も
含め、政府の介入につながりそうな要因を把
握するためには、政府内の部局や大使館に投
資家が足を運ぶことが必要です」

Simon Venables　パートナー 　 
南アフリカ　ディールズリーダー

インド

「非公開会社や同族経営の会社では、主要な意思決
定者が交渉のテーブルに着いていないことがありま
す。前面に出てこないファミリーの一員が、ディー
ルの成否に係わる意思決定において大きな役割を担
っている例がよくあるのです」

「真の意思決定者を見つけて、なるべく早く協議を
始めてください」

N.V. Sivakumar　パートナー　  
インドディールズリーダー

3）現地に出向く
成長市場は異質なものである。この点
を反映してか、面談者たちからは多数
の分野における最良のリスク低減策と
して、「現地に行くこと」が幾度とな
く挙げられた。

• ステークホールダーに、懸念事項を
検討するための背景の情報を与える
こと

• 財務情報の透明性を上げ、コンプラ
イアンス上の問題がある事業慣行か
ら生じるリスクを低減するために、
デューデリジェンスの質を向上させ
ること

• 価値評価のために市場の成長性を把
握すること

• 適切なパートナーを選ぶ確度を上げ
るため、買収候補先をショートリス
トへ絞り込むこと

• 許認可を得やすくするため、そして
政府の姿勢が今後どのように変わり
得るか把握するため、政府のさまざ
まな階層と接触すること

「現地でデューデリジェンスを行
うことの重要性を強調しすぎるこ
とはありません…尋ねなければ答
えは返ってこないのです。適切な
質 問 を し て こ な か っ た た め
に、Day1になって大きなリスク
に気づく人はたくさんいます」 
パートナー　  
世界的な資産運用会社
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4）適切な人員を配置する
究極的には、ディールの成否はディー
ルに携わった人材にかかっていると言
ってもよい。企業は以下のことをすべ
きである。 

• 財務、戦略、コーポレートファイナ
ンス、法務、不正調査、および統合
の専門家など、現地アドバイザー候
補のショートリストへの絞り込み。
アドバイザーの選択に際しては、従
来からの関係もさることながら現地
での知識と経験も重要である

• 専任のリーダー、スタッフと、パー
トタイムで財務やオペレーションな
ど横断的に専門家としてのアウトプ
ッ ト を 行 う 兼 任 者 と で 構 成 す る
ディールチームの構築。ディール
チームには現地の人員と、ディール
実行後に経営に当たる人員も含める
こと

内部で人材を育てるにしても、外部か
ら適切な人材を採用するにしても、主
要ポジションを担う人材を集めるには
時間がかかるが、投資に見合うだけの
価値はある。

「Day1までに、プロジェクトや
統合のマネジャーを決めるべきで
す。現地の人か、あるいはその地
域に精通している人が適任でしょ
う。上級役員にも関与させ、あら
ゆるコミュニケーションのルート
がクリアになっていることを確認
します」 
M&Aリーダー　  
世界的な保険会社
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5）成長市場でのディールに  
ベストプラクティスを取り入れる
取締役会メンバーは、「通常の」ディー
ルへのアプローチでは成長市場に対処
できないことを受け入れる必要があ
る。カバーしなくてはならない分野は
あまりにも多い ― ほかの入札者との競
争は激しく、不合理に見えるかもしれ
ない。売り手の期待はかけ離れたもの
かもしれない。正体の業績の見込みが
あまりに不確実であることもある。そ
れでも過去のディールから、成長市場
における数多くのベストプラクティス
や個々のリスクを低減させる対策を導
くことはできる。 

企業がこれらの手法をどのように適用
するかは、その企業の規模、企業風
土、あるいはリスク選好性に影響され
る。成長市場でのディールへのアプ
ローチには、たとえば長期の戦略オプ
ション価値にどの程度の重きを置くか
など、数多くの難しい判断が伴う。こ
れらの選択はトレードオフの関係にあ

るリスクとリターン（スピードと価値
増加の両方に関する）に影響を与え
る。選択に対する明確な答えはなく、
その選択はその企業特有の企業文化や
戦略を反映するものと言える。 

成長市場では良いディールと悪いディー
ルの間の「デルタ」（振れ幅）が非常
に大きいが、私たちには、この振れ幅
の中の好ましい地点に着地することは
可能であると考えている。企業は、こ
れらの市場を戦略的思考が要求される
大いなるチャンスとして認識し、市場
の優先順位を定めて現地市場でのプレ
ゼンスを確立し、主要な現地リソース
を配置し、そしてディールのためのベ
ストプラクティスを適用すれば、成長
市場でのディールであってもリスクを
軽減することが可能である。私たち
は、これらの手順を踏んだ企業は、良
いディールを成功させるチャンスを増
加させ、悪いディールを回避する確率
を高めることができると考えている。 　

図3

ベストプラクティスの手法と助言

地域 手法と助言

財務情報 •	 フェーズを切った段階的なデューデリジェンス：最初にハイレベルの初期
的スクリーニング、次に詳細調査

•	 重要分野についてはボトムアップ方式でデータ収集（可能なら独占交渉権
を得て）

価値評価 •	 将来予測情報が適切であるという心証を得るための追加調査の実施
•	 経営者の利害を調整するため、アーンアウト／対価の支払繰り延べなどの

方法を採用
•	 長期の戦略的なオプション価値と保守的なDCFの組み合わせ（シナリオ、

高めの割引率など）

事業慣行 •	 FCPA法/反贈賄レビューの実施
•	 重要人物、パートナー、共通で問題となる点（税務、労働、関連会社間取引

など）に関するデューデリジェンスの実施
•	 コンプライアンスに問題があった場合には管理可能かを把握

ディール締結後の 
オペレーションの問題

•	 企業統治など主要分野へのDay	1からの取り組み
•	 以降はペースを落とす

交渉と契約 •	 現地の交渉アプローチに合わせる（リレーションシップ重視、ステークホー
ルダーとの直接的な交渉、より広範にステークホルダーを巻き込むなど）

•	 売り手に経験豊富なアドバイザーを使用するよう勧める
•	 バックアッププランを用意する（複数の相手と交渉する、構造的なオプショ

ンを持っておくなど）

提携方法 •	 50%ずつの合弁は避ける
•	 パートナーを広範に探す
•	 撤退時のプランについて当初からパートナーと協議しておく

政府の介入 •	 政府の姿勢に変化があった場合に備えてシナリオ分析を実施

「新興市場でディールを進めると
きは、財務、税務、法務といった
通常のデューデリジェンスを行い
ます。しかし一部の対象会社や、
あるいは地域によってはそれでは
十分でないこともあります。通常
のデューデリジェンス以上の調査
が必要となる場合もあるのです。
時には創意工夫が必要です」
アフリカM&A担当上級役員　  
戦略産業

「成長市場では、西欧市場では通
常あまり検討しないような、労使
関係、政治的リスク、市場慣行な
ど、より広範なデューデリジェン
スが求められます」
企業戦略リーダー 　 
世界的な銀行

「ただ1つの数値に帰結するような
伝統的な価値評価の方法を適用する
ことは困難です。この対策として
は、オプション価値を用いることが
1つの方法です。当社ではアーンア
ウトを利用しています。これは、少
数株主に対して明確に価格を説明す
るのに好都合です」 
パートナー　  
世界的な資産運用会社



10 PwC

成長市場におけるディールの重要性

参入せずには済まされない
2011年に成長市場でディールを実施し
た多国籍企業の活動レベルは件数的に
は停滞しているものの、金額面では
2011年の水準が2006年の水準を上回
っている。 

近年、そして将来のこうした投資活動
の背景には、巨大な成長市場へのアク
セス確保という目的がある。世界70億
の人口のうち、およそ60億人が成長国
に居住する1。PwCの予測では、現在の
為替レートで、E7（BRICsとメキシ
コ、インドネシア、トルコ）のGDPは
G7（米国、日本、ドイツ、フランス、
英国、イタリア、カナダ）を2031年に
追い越す。これほどの成長を可能にし

ているのは、成長市場における生産性
と所得の向上である。特に、年間所得
が1,000ドルから4,000ドルで世界の社
会経済の最貧困層に属し、しばしば
「次なる40億人」とも呼ばれる約40億
人の所得の増加がその原動力である。

外国企業にとっては、企業買収がこれ
らの市場にアクセスするひとつの方法
であり、対象国によっては唯一の方法
である。また、このような買収は多国
籍企業に、現地の経営資源、製造拠
点、天然資源へのアクセスなどももた
らす。また将来的に世界市場で大きな
脅威となるかもしれない成長市場のラ
イバルを買収する手段にもなり得るの
である。 

CEOの92%は自社のアジア事業が
成長すると答え、そして、南米事
業については86%、東欧とアフリ
カ事業についてはそれぞれ75%と
72%のCEOが自社の当該地域の事
業が成長すると予想している。逆
に北米と西欧で成長すると答えた
のはそれぞれ55%と48%にとどま
った。
PwC 2011 世界CEO意識調査

1　世界銀行の統計。
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図5

PwCのマクロ経済予測	―	2012年1月

出典：PwC経済部門

図4

北米と西欧から成長国に対して行われたディール（単位：10億ポンド）
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成長市場でのディールの意義は、ベス
トプラクティスを持ち込むことにのみ
にあるのではない。多くの場合、成長
市場では過去の投資による制約がな
く、企業は事業を一から築き上げるた
め、過去の失敗に学び、ワールドクラ
スのオペレーションを確立する絶好の
機会になる。銀行業界がその好例であ
り、ブラジルやトルコの銀行が世界最
先端のテクノロジーを備えたオペレー
ションを持っている。 

また、成長を取り込むためには、現地
での革新能力も要求される可能性が高
い。顧客にしても消費者にしてもそれ
ぞれの成長市場で異なる選好性を持っ
ている。元やルピー、レアル、ルーブ
ルを狙う競争が激化する中、世界的な
製品があるだけではシェア獲得に至ら
ない。「次なる40億人」に当てはまる
低所得消費者を対象とする場合にはこ
の傾向が特に顕著である。成長市場に
起こる革新の多くは、この市場自体か
ら現れるはずである。 
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図6

10件の公開事例で問題ディールから生じた損失（総投資額または簿価に対する割合	％）
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それでも成長市場での悪いディールは
多くの視点から高くつく
成長市場でディールを追い求める目的
が明確であったとしても、そうした
ディールを探し出して入札に参加する
ことは、コストも時間もかかる。この
ような先行投資があることは、良くな
いディールと分かった場合に撤退する
ことを難しくする可能性がる。しか
し、その潜在的な投資が本当に悪い投
資であるならば、その原因となってい
るリスクを特定するために費やした時
間とコストは、効果的に使われたのだ
と考えるべきである。悪いディールを
進めていたなら、ずっと大きな資金を
投入していたに違いないからである。 

私たちが検証した問題ディールのうち
10件に関しては、その問題にかかわる
損失を計算できるだけの十分な公開情
報 が 得 ら れ た 。 こ の 調 査 の 中 で 、
「悪い」ディールで発生した問題から
生じた損失は、平均して投資額全体の
50%程度になることが判明した。これ
は、統計的に十分なサンプル数から抽
出 さ れ た も の で は な い が 、 ポ ス ト
ディールでの問題に起因する損失の重
要度の傾向は示している。なお、この
損失には、事業を売却処分した場合の
簿価もしくは当初投資額、罰金などに
関連する損失額、および簿価を切り下
げた評価損を含んでいる。 

付け加えるならば、株価への影響、投
資家の不信感、場合によっては個人の
投獄など、多額の間接的な損失、目に
見えない損失、あるいは個人的な代償
なども発生する。多くの場合、総投資
額が貸倒れ処理されるか、損失を出し
て事業売却されるとともに、資本と
マーケットでの戦略的ポジションを棄
損し、また、市場に再参入する際には
その心理的、レビュテーションのリス
クから参入に対する高いハードルと
なる。 

私たちの調査した事例では、成長市場
でデューデリジェンスの実施まで進ん
だディールのうち、50%から60%が成
立していないことが示されている。公
開されているディールでの比較では、
先進国企業によるディールでは、先進
国市場で行われるディールよりも、成
長市場で行うディールの方がより失敗
しやすい2。また、成長市場でのディー
ルはディール実行後の問題も生じやす
いと考えられる。

以降のページでは、よくある落とし穴
についてひとつずつ順を追って検証
し、根本原因を考察するとともに、プ
レ デ ィ ー ル 、 交 渉 、 ポ ス ト デ ィ ー 
ルに渡って、さまざまな規模の会社が
リスクを軽減できる対策を提案して 
いく。

2　西欧および北米の多国籍企業による成長国への投資案件と、同一企業群による西欧および北米への投資

案件の比較を内包するDealogicデータの分析。

平均：49％
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陥りがちな落とし穴を回避する

1 財務情報の透明性の欠如 ― 
ギャップに留意する

よくある問題

• 財務情報の分かりにくさが情報 
開示の妨げとなる

• リスクを十分に受け止めていない

根本原因

• 経営陣が財務情報をあまり重視し
ていないため必要な財務情報がな
い― 貧弱な会計システムなど

• 会計方針や会計慣行が自国市場と
違う ― 裏帳簿など

• 機密保持を意識するあまり、なか
なか経営陣が情報提供に応じない

• ディールチームが現地からのアド
バイスを効果的に受けていない

対策

• 最初に徹底したレビューを実施する

• 問題の優先順位づけ：現地アドバ
イザーと協働して重要事項を決定
する

• 可能なら独占交渉権を得て、時間
をかけて基礎からデータを積み上
げる

• リスクを計算可能な範囲にとどめる

よくある問題と根本原因
事業の財務情報が分かりにくいために
ディールを前に進められないのはよく
あることである。しかし、ディール成
立後に期待を下回る業績しか上げられ
ない事例や、ディール実行前に真の財
政状態を把握していなかったために予
期せぬ簿外債務が明らかになる事例は
それ以上に数多くある。企業会計の妥
当性をめぐって株主が表立って異議を
唱えることはあまりないが、米国のプ
ライベート・エクイティ・ファンドに
よるインドの子供向けアパレル会社へ
の投資に関しては異議が唱えられたこ
とが報道されている3。また、欧米で上
場している中国企業の虚偽報告につい
て、アナリストや投資家が一連の申立
てをしているが、いまだ未解決であ
り、規制当局による調査が行われると
ともに、市場に不安を招くことになっ
た4。

透明性の欠如には3つの形態がある。 
1つ目は情報の不足である。成長市場に
おいては、企業は情報に関して先進国
市場ほど厳格な要求を受けていないこ
とから、財務やIT部門に十分な人員を
配置せず、財務会計システムも整備さ
れていないことが多い。オーナー経営
者や同族会社が多いため、財務や経営
のレポートがあまり必要とされず、発
生主義会計よりもむしろ現金に重きが
置かれる。事業のタイプによっても事
情は異なる。たとえば、国営企業は一
般に民間企業よりも良い情報を持って
いるが、成長市場では国営企業であっ
ても欧米の同種の企業に比べれば情報
が少ない。カーブアウト（一部事業の
分離）の場合には、情報の入手はさら
に困難なものになる。

2つ目は、現地の会計方針と会計慣行が

「同族企業の多くは、帳簿記録の
仕組みが整備されておらず、担当
部署に十分な人を配置していませ
ん。デューデリジェンスが困難か
つ長引いてしまうのはそのため
です」  
 
「彼らは、事業の情報を提供する
ことが、売却プロセスの中でどの
ような意味を持つのか、十分に理
解していません。2ページの財務
諸表でも十分と考えられており、
本格的なデューデリジェンスの実
施には、大変な時間と労力がかか
ることが、完全には理解されてい
ません」
南米の投資担当マネジャー 　 
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

3　「Asia	fundraising	goes	on	despite	fraud	allegations（不正の申立てがあってもアジア向け資金調達はつづく）」	

2011年10月13日付、Financial	Times。

4　「Muddy	Waters	Claims	on	China	Companies	Have	Yet	to	Be	Proven」（中国企業に関するMuddy	Watersの申立は	

立証に至らず）	2011年12月1日付、Bloomberg。

西欧諸国とは異なっており、財務情報
を正しいと確認することが困難である
点である。財務情報は一般に現地の言
語で作成されているし、様式が異なっ
ている場合もある。負債の認識につい
てあまり厳格に行われていない可能性
があり、また、都合の悪いことは避け
たいという気持から、費用を繰延べて
貸借対照表に計上したり、計上すべき
負債を計上していない可能性もある。 
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現地特有の会計原則が普及している
と、財務情報を国際会計基準（IFRS）
や米国会計原則に準拠している外国企
業に対して意味ある情報を提供するこ
とが困難になる。ブラジルなどの市場
では、比較的容易に現地会計原則と
IFRSの差異を理解できるが、そもそも
中小企業は現地の会計原則にもあまり
準拠していないことが多い。最終的
に、第三者が検証したところで信頼が
おけるとは限らない。 

サハラ以南のアフリカでのディールに
ついて話したある役員が、1つ目の問題
領域について例を挙げてくれた。彼
は、ディール成立から3年経った後で
も、「財務システムはまだひどいも
の」であると述べた。ディールチーム
がディール成立後に気づいたのは、買
収相手の財務部門には基本的な表計算
ソフトのスキルがないことであった。

この調査で話を聞いた世界的な日用品
会社の中国ディール担当役員が強調し
たように、極端な事例はほかにもあ
る。「30%の成長率だと言っていた会
社を訪問したことがありますが、行っ
てみると倉庫は完成品でいっぱいで、

原材料はどこにもありませんでした」
これは、売上が伸びているというより
もむしろ停滞もしくは下降気味である
こと、売り手が現実を超えた事業の成
長を表現していることを示唆してお
り、どちらも買収価格算定上の問題と
なる。

3つ目としては、提供可能な情報が存在
しても、情報漏洩への懸念から、売り
手が情報提供になかなか応じないこと
があるという点である。

「彼らは機密情報と考えているの
で、情報を提供したくありませ
ん。“創造的な会計処理”を行うこ
ともしばしばあり、会計や財務の
質は良くありません」 
南アフリカの投資マネジャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

「会計の面に関しては、東欧企業
には完全にクリーンでないことが
たくさんあります。それによって
誤った方向に導かれてしまうよう
な問題であれば、ディールは進め
ません。しかし、その市場では業
界全体がそのようなやり方をして
いるというような場合もよくあり
ます。理論的には債務かもしれま
せんが、現地の状況からは、決し
て実現しない債務とも考えられ
ます」
投資マネジャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

「悪意は全くありません。経験が
ないことと、十分にシステム化さ
れてないことが原因です。財務会
計に対する彼らの態度は帳簿をご
まかそうというものではありませ
んが、財務情報の表現が“柔軟”な
のです」  
 
「影響を数値化した上で、私たち
はこのリスクを受け入れる用意が
あるのかと自問しました」
投資マネジャー　  
欧州のプライベート・エクイティ・ファンド

ケーススタディ ― 南米

PwCが南米で携わったディールで、チームは不適切な財務情報と脆弱な会計方針
の問題に遭遇した。会計手続きにいくつかの欠陥があり、外部監査ではコント
ロールテストが行われていなかった。最も懸念されたのは、会社のサーバーを移
動したときに1カ月分の財務データが失われ、監査人が財務諸表に署名しなかっ
たことであった。

不適切な財務情報を特定するために、PwCチームは、その会社で利用できるもの
は何で、決定的な差異は何かを把握するために、まず時間を費やした。デューデ
リジェンスにおけるこの段階での主な目的は、この市場で一般的な慣行はどのよ
うなもので、この会社に独特なものは何かを判別することにあった。続い
て、PwCは、経営陣の協力を得ながら試算表から情報を収集し情報を再構築して
いった。そして、製品別および地域別の損益計算書を作成し、KPIを特定した。
さらには、KPIを追跡できるシステムの導入にあたっても、経営陣とともにに尽
力した。 
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対策
これらの問題をどう克服するかについ
ては、この調査でのディスカッション
からも私たちの経験からも、リスクの
背景に焦点を当てるため、デューデリ
ジェンスチームが現地アドバイザーを
活用することが主要な対策として示唆
されている。ディールチームは、必ず
しも全てのリスクに対して満足な回答
が得られるわけではないが、リスクの
背景が分かれば、計算した上でリスク
を取ることができる。

個々の市場で普通に見られる慣行とそ
うでないものを理解することで、調査
対象の事業にとって本当に重要な問題
に集中できる。取り扱う問題の幅広さ
を考えれば、このイニシャルな調査は
先進国市場でのデューデリジェンスよ
りも幅広く行う必要があるかもしれ
ない。 

重要な分野を特定した後は、先進国と
は異なるデューデリジェンスのアプ
ローチを取らなければならない。この
プロセスで現地チームは重要である。
現地の言語や文化を理解していること
は、チームが特定の分析の必要性を説
明し、データ収集の解決策を見つけ、
データが意味するものを理解するため
の大きな助けとなる。 

ただしそのためには、ターゲットへの
アクセスを相当程度確保するか、ある
いは独占交渉権の確保が前提条件とな
る。前述したケーススタディとは対照
的だが、ほかのPwCチームが南米で独
占交渉権を持っていない顧客のディー
ルを担当していた。チームは財務情報
の入手に関し、同様の問題に直面し
た。PwCチームは財務情報の欠落を警
告するレポートを作成したが、顧客は
財務情報の欠落部分に対処するために
PwCに協力するよう売り手を説得する
ことはできなかった。結局、この買い
手は競合入札者に負けた。成長市場か

「新興市場でデューデリジェンス
を実施する場合には、袖をまくっ
て手を汚さなければならない」 
アフリカと東南アジアのM&A担当役員
世界的ブランドの飲料会社

「問題なのは、経営陣を怖がらせ
てしまうかもしれないので、デュー
デリジェンスの期間中にあまり人
と話せないことです」  
 
「代わりにアドバイザーを送るこ
とができます。帳簿をめくるハー
ドワークはPwCの役目です」
アフリカのM&A担当役員　  
戦略産業

ら登場する有望な多国籍企業をめぐる
競争はますます激化しているため、
デ ィ ー ル チ ー ム に は 大 き な プ レ ッ
シャーがかかりがちである。ほかの成
長市場からやってきた買い手は、ディ
ールに際して、財務的な根拠よりは戦
略的な目的を重視することが多く（市
場や原材料へのアクセスなど）、主要
分野のデータがなくともディールを進
める決意がある場合が多い。このこと
は、成長市場への進出に不利に働く可
能性がある。

一般に、成長市場の企業会計は透明性
の点で先進国に劣り、それが外国の投
資家にとってのリスクとなる。しかし
ながら、私たちはこのような全てのリ
スクを取り除くことができるとは思わ
ないし、またそれが必要とも思わな
い。大切なのは重要な分野に集中し、
現地アドバイザーと協力してデータを
集め、必要な場合にはボトムアップで
データを積み上げることである。この
点では、独占交渉権があればやりやす
い。オークションでは試算表からデー
タを積み上げるような時間も意欲も通
常はない。この観点からは、仲介業者
の限定されたネットワークやコーポ
レートファイナンス会社にだけに依存
するよりも、むしろM&Aマーケット外
のディールを探すことが重要となる。
独占交渉権に係わるもう1つの克服しな
くてはならない課題は、買い手が撤退
してしまうリスクに売り手がさらされ
ることである。独占交渉権を獲得する
ために、たとえばタイムフレームにつ
いてなど、一定の譲歩を提供しなくて
はならないかもしれない。そして、デ
ィールが前に進む可能性が高いことを
ベンダーに納得させなければならな
い。そのためには、役員会メンバーと
上級役員は成長市場でのディールを熟
知し、その戦略的な機会に早期から関
与し、可能であれば特定のディールに
も関与すべきなのである。
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2 成長国市場での価値評価を 
正しく行う ―   
現実的になること 

よくある問題

• 売り手－買い手間での期待ギャッ
プが大きい

• 期待を下回る成果

根本原因

• 将来の成長性が不透明：市場での
需要、流通経路、競合先の動向

• 類似案件が少ない

• ディールでの競合

対策

• 将来計画の確度を上げるより深い
調査の実施

• アーンアウトなどストラクチャー
の工夫

• 保守的な短期のDCF（保守的な
シナリオ、高めの割引率など）
と、長期の戦略オプション価値と
組み合わせ 

根本原因
将来収益の成長率をめぐる不確実性が
大きいため、従来の手法では価値評価
が難しい。この不確実性の主な要因と
なっているのは、将来の市場での需
要、流通経路、および競合先の動向で
ある。また、価値評価が高くなってし
まうのは、海外投資家と取引するにあ
たって、売り手側にいくつかの有力な
選択肢があることが多いためでもあ
る。大抵は競合する入札者がいるので
ある。株式市場が魅力的な価格をオ
ファーする場合もある。最後に、多く
の企業がローカルの銀行から低コスト
で資金を調達できる点も要因として挙
げられる。 

「そこではリスクとリターンの関
係は意味を成しません。売り手は
法外な価格を期待します。彼ら
は、それぞれの分野で倒産が考え
られないような大手企業であり、
ローカルの銀行から有利な条件で
融資を引き出せることを理解して
います。売らなければならない理
由などどこにもないのです。東欧
で、それなりの規模の良好な事業
だと、投売りにかかる売り手は見
たことがありません」
投資マネジャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

よくある問題
私たちが価値評価を行ったディールの
40％近くは、入札者が事業の価値評価
に納得できなかったため、不調に終わ
っている。入札によるM&Aが頻繁に行
われるビール業界では、成長市場での
非常に高い価値評価のために、国際的
企業が落札できない事例が数多く見受
けられる。中国のHarbin Breweryの入
札競争はこの10年で最も注目された事
例 だ が 、 ほ か に も ナ イ ジ ェ リ ア の
Sonoaグループなど最近でも例に事欠
かない。これらの競争入札に影響をあ
たえる要素はさまざまであるが、入札
の行方を決める主要因はおそらく価格
である。落札者は「払いすぎ」のリス
クを抱え、一方で負けた側は戦略的な
経営資源を欠いたままとなる。 

成長率が高いと価格も高くなるが、デ
ィール成立後に期待ほどに成長しない
こともある。たとえば、金融危機の直
前に欧米の商業銀行数行がロシアに投
資したが、その後期待したほど業績が
上がらなかった。単に金融危機のせい
というわけではなく、主な理由として
挙 げ ら れ て い る の は 実 際 に は 想 像 
以上に競争が激しかったことである。 
Barclays銀行はロシアのリテール事業
を売却し、Swedbankも2011年5月にウ
クライナのリテール銀行部門を売却し
た後に、ロシアのリテール事業売却を
検討している5。 

「売り手からの提示価格で必ず買
い手がつく上に、価格は12%以上
も上がります」  
 
「難しかったのはそれに納得する
ことでした。良い前例もデータも
ないのですから。不動産事業が本
格的に事業化したのは2005年に
インドが外国資本に門戸を開いて
からのことで、投資先からどれほ
どのキャッシュフローが生じるか
を判断できるだけの過去データは
あまり多くありません」
ディレクター 　 
世界的な資産運用会社

5　「Swedbank	In	Russia	Retail	Talks	With	Raiffeisen」（ロシアのSwedbankリテール部門がRaiffeisenと協議）、		

2011年8月4日付ダウ・ジョーンズ・ニューズワイヤーズ。

	 「Barclays	announces	sale	of	Russian	arm	to	Igor	Kim」（バークレイがロシア部門のIgor	Kimへの売却を発表）、	

2011年10月25日付ロイター通信。
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財務情報に関して言えば、価値評価を
大きく阻むのは情報の欠如である。市
場での消費動向の過去推移について正
確な情報を入手するのが難しく、精度
の高い将来の需要予測を入手するのは
さらに大変になる。大抵の企業は短期
的な現金管理はきちんと実施している
ものの、概して長期的なプラニングは
あまりしていない。単年度の予算はあ
るかもしれないが、多くの企業では3カ
年や5カ年の事業計画がない。最近の
ディールでほかの買い手がどの程度の
成長率を予想していたかを示すような
類似案件も少ない。 

対策
こうしたリスクを緩和する方法はいく
つかある。私たちが面談した世界的な
ビール会社は将来予測を検証するため
の消費者調査を独自に行い、売上予測
についても通常より広範なシナリオを
検討した。アーンアウトのようなスト
ラクチャーの工夫によっても、経営者
とパートナーの間でリスクを共有し、
利害を調整することができる。 

「成長市場でディールを進める際
の落とし穴のひとつは、信頼でき
る市場データや経済データの入手
にあります。ビール消費の過去ト
レンドと将来予測を把握すること
が価値評価の上で非常に重要です
が、十分に信頼性があり、正確
で、かつ具体的なデータを得るの
が困難なのです」 
M&A部門長　  
世界的なビール会社

「DCFに基づいて価値評価するの
は 困 難 で す 。 成 長 市 場 で は 成 
長 予 測 や 加 重 平 均 資 本 コ ス ト
（WACC）が先進国よりも流動的
です。運転資本も、財務報告書に
おいて必要な記載があるとは限ら
ないので、予測することが困難
です」  
 
「PERなどマルチプルレシオを入
手することが困難です。乗数や価
値評価額はBRICs諸国ではあまり
開示されていません。成長性の観
点から企業間の比較をするのが容
易ではありません」
M&A プロジェクトリーダー  
世界的な施設管理会社

しかしながら、これらの対策をとった
としても、グローバル企業の役員会
が、自国市場でのディールと同じ程度
にまで納得感を持つことはあまりな
い。将来の成長にまつわる不確実性
や、事業の財務状況の把握が難しいこ
とから、ディールを進める戦略的な目
的が遥かに強くないと、ディールが高
くつくように見えてしまう。そのた
め、従来の価値評価手法に一定の柔軟
性が求められることになる。重要なの
は、短期の将来予測をある程度保守的
にしつつ、一方で先進国市場よりも遥
かに高い成長市場での係数を正当化で
きるだけの戦略的な目的を別途に検討
することであると私たちは考える。保
守的なDCFモデルと買収のオプション
価値の検討を結びつけて考えること
は、前提条件の信頼性に対する疑念を
無視することなく、アップサイドと戦
略的な目的を加味することのできるひ
とつの方法である。

ケーススタディ ― コンフリクトを解決するための将来予測モデル

あるプライベート・エクイティ・ファンドが成長市場に投資した際に、少数株主であった
そのプライベート・エクイティ・ファンドとほかの株主との間にコンフリクトが生じた。プ
ライベート・エクイティ・ファンドがほかの株主から株を買い取ることで両者は合意し
たが、プライベート・エクイティ・ファンドは、主に将来の成長予測の不確実性から株式
評価額を正当化できなかった。

そこで、長期将来予測の裏づけとなるモデルを構築するためにPwCがアドバイザーと
なった。PwCがサポートした成長予測モデルによって合理的な価値評価が可能とな
り、プライベート・エクイティ・ファンドは、ほかの株主から無事に株式を買い取ること
ができた。
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成長市場での高い価格とリスクか
ら、プライベート・エクイティ・フ
ァンドは、投資とリータンにかかわ
るハードルレートを上回るために企
業価値を増加させる提案を明確に持
たなければならない。たとえば、中
国市場でのある提案は、中堅企業の
新規株式公開準備支援であった。中
国では、大手民間企業の多くが銀行
や証券市場から低コストで資金調達
できるのに対し、規模の小さい企業
は借入れによる資金調達ができず、
また株式上場に求められるような財
務報告や企業統治の機能も持ってい
ない。プライベート・エクイティ・
ファンドは、これらの企業に3年か
ら5年で株式公開の準備ができるよ
うシステムや管理体制を導入しなが
ら、必要とする資本を提供すること
ができる。

3年から7年という投資期間は、成長
市場に投資しポートフォリオ企業の

成長を支援しようとする際に、ほと
んどのプライベート・エクイティ・
ファンドにとって障害となるかもし
れない。新規市場に参入する場合、
長期的な戦略オプション価値を含む
価格が求められる。しかしながら、
投資を回収する際にその価値を現金
化できない可能性があることから、
プライベート・エクイティ・ファン
ドはこのオプション価値をあまり評
価できない可能性がある。既に当該
市場にプレゼンスを確立してしまっ
ている将来的な買い手候補の事業投
資家にとって、新規市場への参入は
価値がないかもしれない。また、セ
カンダリーの場合にも、オプション
価値が長期的な収益に影響を及ぼす
のみであるなら、プライベート・エ
クイティ・ファンドはそのオプショ
ン価値を積極的に評価しようとはし
ないだろう。

「事業を確立するためにはできる
限りのことをしなければなりませ
んが、より戦略的な視点を取り入
れることも必要です。物事を柔軟
に考えなければなりません。10年
後に市場がどうなっているかは誰
にも分かりません。非常に不確実
性が高い中では、オプションプ
レーのように考えることが求めら
れます」 
アフリカと東南アジアのM&A担当上級役員 
世界的飲料会社
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3 コンプライアンスにかかわる
問題点－ディールブレーカー
となる問題と管理可能な問題
を判別する

よくある問題
財務情報の分析において、成長市場で
は先進国と異なる会計慣行やそのほか
の情報が数多くなる。その大半は一般
的に見られるもので特に注意する必要
はないが、一部には重大なリスクが潜
むものもある。 

同様に、成長国では一般的であって事
業に対するリスクも限定的だが、グロー
バル企業の子会社として、あるいはプ
ライベート・エクイティ・ファンドの
ポートフォリオとしては受け入れ難い

よくある問題

• 税務コンプライアンス ― 「ブラ
ックキャッシュ」取引

• 贈賄

• 不正・横領

• 労働問題とコンプライアンス

根本原因

• 発展途上、未整備な事業環境と
規制環境

• 体系立っていないガバナンス 

対策

• 現地のチーム／アドバイザーと
ともに、現地調査を行う

• デューデリジェンスにおいて、キー
となる特定の個人や、通常問題と
なる事項をカバーする（税務、労
働問題、贈収賄など）

• 問題が管理可能であるかを把握する

6　「Latin	Node	Inc.:	Undiscovered	FCPA	Violations	Wipe	Out	an	Investment」（Latin	Node：FCPA法違反発覚で投資が	

水の泡に）、2009年4月15日付Shearman&Sterlingの記事。

7　関連会社間取引とは、既に特別な関係にある2者間の取引であり、例を挙げるなら株主である会社がサプライヤー

になるといった事例である。

8　「China	Medical	shares	plunge	on	fraud	allegations」（不正告発を受けてChina	Medicalの株価が急降下）、2011年

12月6日付ロイター通信。

9　「Fonterra	puts	up	$8.4m	to	provide	care	in	China」（Fonterraが中国での問題解決に8億4千万豪ドルを拠出）、	

2008年10月11日付New	Zealand	Herald紙。

図7

多国籍企業が問題とする事業慣行

分野 内容 例

税務コンプライア
ンス

•	 裏帳簿をつける企業が多い	
•	 税務コンプライアンスの水準が低い	

（個人、法人とも）。私たちは給与課税
を回避するために、銀行口座を経由さ
せずに現金を紙封筒に入れてスタッフ
に支給している例を見たことがある

•	 配当や株式の支給も受ける会社役員が
いる場合、会社にとっても大きなリスク
になる可能性がある

•	 前出の南米の事例で、PwCは買収候補企業
の企業価値の35%にも上る租税債務を発見
した

贈賄 •	 現地の法律や規制では受け入れられる
（あるいは、受け入れられてはいないが
強制力がない）慣習もあるが、国際的な
贈収賄禁止法には抵触する
	– 米国の海外腐敗行為防止法	
（FCPA法）
	– 英国の贈収賄禁止法

•	 eLandia	InternationalによるLatin	Nodeの買収
から1年も経たないうちに、ホンデュラスでの
FCPA問題が発生し、Latin	Nodeのオペレー	
ションをストップさせた。FCPA調査関連、そ
の解決への試み、およびLatin	Nodeの破綻に
かかわる追加的な損失が生じた6	

不正・横領 •	 先進国市場よりも関連会社間取引が多
いが、大抵は問題がない

•	 しかしながら、その一部に簿外取引や、
不正取引（偽造伝票など偽の監査証憑
を潜在的に含む）、資金の横領が含ま
れていることがある	

•	 成長市場での資金横領で有名なところで
は、N A S DA Q上場企業であるC h i n a	
Medical	 Technologiesでの横領が最近告発
されている8	

労務問題 •	 児童労働は、外国の買い手を倫理的な
ジレンマに陥れ、またレピュテーション
リスクにさらす。その児童が一家で唯一
の稼ぎ手である場合もある。国外の
オーナーが適切に問題を解決するため
には、政府や自治体、国際NGO団体と
の協議することが必要かもしれない

•	 外国資本となることで、企業が新たな
労働法に準拠するよう要求される場合
がある

•	 南アフリカのブラックエンパワーメント規制。
•	 旧共産国では、労働者の権利を守る規制が

厳格な場合が多い
•	 ブラジルなどのように、広範な労働関連の

法規制があるが故の困難さがある市場も
ある

その他 •	 ほかにも外国の投資家にとってはさま
ざまなリスクがあり得るが、主なものは
健康と安全、知的財産の喪失に関する
懸念である

•	 2008年に中国で発生したミルクのメラニン
汚染事件9

事業慣行も数多くある。このような事
業慣行の多くが国外の買い手にとって
は重大なリスクになり得る。よく問題
になる分野には、税務・労務のコンプ
ライアンス、贈賄、不正・横領などが
ある。この種の問題では、対外的なイ
メージ悪化や、当局の調査・罰金から
国外の買い手の評判が傷つけられる可
能性が生じる。問題の事業慣行を改め
た場合、現地の競合企業がその事業慣
行を維持していれば、事業の競争力自
体が失われてしまうこともある。 
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この分野で私たちが遭遇した問題の多
くは関連会社間取引に関連したもので
あった。たとえば、販売取引や購買取
引が、特定目的会社である関係会社を
通じ市場よりそれぞれ低い価格、高い
価格で行われている場合などである。
これにより買収候補の企業の利益は減
少していることになる（税額分は控除
されるにせよ）。このような関係会社
を利用した取引では、最終的な株主が
これらの取引をトレースすることはほ
ぼ不可能に近い。また、このような関
係会社は税金対策として登記されてい
ないこともあるし、短期（6カ月程度）
のうちに閉鎖されることも多い。

根本原因
多国籍企業には厳格な規制、規格が適
用されるが、成長市場の企業の多くに
は体系だった企業統治の体制が備えら
れていない。しかし、私たちは、買い
手が具体的な方針や厳格な管理体制を
導入することで、このような事業慣行
は改善可能であると考える。改善が可
能であるにも関わらず問題のある事業
慣行を理由として案件から撤退するこ
とや、不適切な慣行をしっかりと認識
して改善計画を立てることをしないこ
とこそが、大きなリスクである。

「規制への準拠について、パート
ナーが異なるアプローチを取って
いることがあります。中国では、
先に出店してから許認可の出願を
考える人もいました」 
企業戦略マネジャー　  
アジア太平洋地域の小売企業

対策
事業慣行にかかわるリスクを管理する
上で問題になるのは、改善できる問題
とできない問題を判別することであ
る。現地に行き、的確な質問を投げか
けることが、事業慣行に関連したリス
クを特定する上で重要になることが
多い。

いったん問題を特定すれば、当該リス
クが管理可能か、それとも会社全体に
まん延しているかを判断できる。私た
ちは何よりもまず、FCPA法や反贈収賄
規制に照らしたレビューの実施をお勧
めする。私たちの知る範囲では一般的
に税務コンプライアンス問題について
は、新たな方針を導入したり、売買契
約書に免責事項を追加することで管理
可能である。（ただし、免責事項は課
税繰延べにかかわる事項に対してのみ
有効な場合が多い）不正や横領を管理
する上で重要なのは、当該異常取引が
悪意のない関連会社間取引なのか、そ
れともより深刻な問題の証拠なのかを
把握することにある。これについて
は、個々の取引を分析するとともに、
主 要 経 営 者 や 主 要 株 主 に つ い て も
デューデリジェンスを実施することで
発見できる可能性が高まる。 

政府との関わりが深い業界（鉱業や金
属、政府が大口顧客になる業界など）
では、贈賄リスクが非常に大きくなる
のが通例である。ただし贈賄があって
もまん延していなければ、管理体制を
設けることで、贈賄の慣行や国際的な
規制に抵触するリスクを抑制すること
ができる。 

状況によっては、建設的な解決方法を
取り入れて改善することが可能かもし
れない。児童労働が疑われたある事例
では、買い手が、就労時間の短縮、賃
金の統一を伴うた実習生制度と研修プ
ログラムを導入した。解決方法が何で
あれ、これらの問題のある事業慣行を
修正するには、現地の競合先には発生
しない追加的コストがかかる。改善策
が事業の競争力に与える影響は事業の
価値評価プロセスで考慮するべき事項
であるため、ディールブレーカーとな
り得る。

「現地でデューデリジェンスをす
ることの重要性は最大限に強調さ
れねばなりません。ある金曜日に
私がオフィスにいると、茶封筒に
入った現金が届きました。これは
通常の経営陣への質疑応答プロセ
ス で は 分 ら な か っ た こ と で し
ょう」
パートナー 　 
世界的な資産運用会社

「贈収賄はあるかもしれません
が、政府との関わりが多い事業で
ない限り、重大な贈賄はないもの
ですし、管理可能なはずです。政
府との関わりが深い事業の場合に
は、事業が常識を超えた手数料の
支払や賄賂などに依存していない
か時間をかけて確認します」
南米の投資マネージャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

「法定監査のプロセスはなく、継
続的な事業計画もないなど、十分
な管理体制がほとんど取られてい
ません。それを理解し、認識した
上で、12カ月から15カ月の間に
事業を管理下に置くためのプログ
ラムを導入することが必要です」
M&Aリーダー　  
世界的な保険会社

「コンプライアンスに問題のある
事業領域（一部の調達業務など）
を押さえ込み、当該事業慣行を廃
止するためのプランを実施できる
前提なら、ディールを進めます。
当社が実施したあるディールで
は、調達業務を一から再構築しな
ければなりませんでした。しかし
ながら、もし会社の基幹事業や営
業許可に関して贈賄が疑われるよ
うなことがあれば、撤退します」 
アフリカのM&A担当上級役員　  
戦略産業
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4 ディール成立後のオペレーシ
ョンの問題 ―   
事業統合と経営権の掌握

よくある問題
私たちが分析したディールの中に、
ディール成立後に人の問題で業務に支
障をきたした事例がいくつかあった。
事の性質からして、こうした人の問題
は大半が報告されないため、実際に事
業統合と経営権の掌握のフェーズで問
題が生じた割合は、報告よりもはるか
に多いものと思われる。 

私たちがインドでアドバイスした合弁
会社の案件では、海外の買い手が自社
従業員をインドに派遣しなかった。数
年とたたずにその合弁会社はトラブル
に陥った。その買い手は、透明性がな
いことや、企業ガバナンス、品質、お
よび科学技術などをグローバルスタン
ダードに到達するようにすることは難
しいと不満を漏らした。長期にわたる
法的手続きの末に、その買い手は出資
持分をあきらめざるを得なかった。

案件成立後に人の問題が生じた公開事
例には、英国の大手産業グループによ
るロシアの金属製造工場への出資の例
がある。操業開始が遅延し、投資から
期待されたほどの成果が上がらなか
った。

「ロシアでプロジェクト管理スキ
ルに優れた人材を集めるのに想像
以上に時間がかかりました。そし
て、そのためにプロジェクトを開
始できませんでした…それが遅延
の原因です。もっと早くできると
考えていました。輸入の許可や政
府からの承認など、彼らは力にな
ってくれますが、時間がかかりま
す。簡単に考えていましたが、言
葉の壁があるのです」
グループプレジデント

 よくある問題

• さまざまな要因によって、ディール
成立後の経営成績が期待を下回る

根本原因

• 外国資本の事業としての高い要求
水準：現地での事業経験、事業と
財務の深い知識、外国語のスキ
ル、文化的親和性の問題

• 現地従業員の間での経営陣に対す
る態度の違い

• 一部の市場でみられる生活困難

対策

• 適切な人員の配置

• 適切なペース設定（重要分野には
Day1から取り組み、以降はペース
を落とす）

ある銀行業界の上級役員も同様に言葉
や文化の違いによるリスクを認めた
が、さらに体系立っていない企業ガバ
ナンスの枠組みの中で事を運ぶ難しさ
も挙げていた。

「スタッフが現地人である企業を
買収した場合、彼らには国際的な
銀行の方針や手順に免疫がないこ
とが多く、私たちがそのような手
続を彼らに課さねばなりません。
これが文化的に大きな変化とな
り、それが嫌がられるのです。言
葉の壁は事態をより困難なものに
します」  
 
「インフォーマルな社会構造や序
列の問題もあります。アフリカで
は、リスク部門長がチームで2階
層下の相手に判断を委ねる事態ま
でありました」
企業戦略部門リーダー　  
世界的な銀行
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根本原因
人の問題は、主として成長市場で外国
資本の会社が事業を行う際の厳格な要
求水準に応えられるマネジャーが不足
しているために起こると私たちは考え
る。成功するためには、外国資本の会
社は、現地での業務経験があり、買い
手との親和性が高く（忠誠心や、企業
風土の理解）、事業と財務に関する深
い知識もあり、さらに相当な言語スキ
ルを備えたマネジャーを必要とする。
事業や財務の専門知識については、選
ぼうにもあまり人材がいないことが多
い。これは、多くの現地の事業オー
ナーが財務やIT、人事を外国の買い手
ほどには重要視していないためでもあ
る。最後に、市場によっては（サウジ
アラビア、イラクなど）、現地の倫理
観や慣習、生活環境の厳しさのために
優れた人材を引きつけ、配置するのが
難しいことがある。 

対策
これらの問題の解決に向け、私たちが
面談したエグゼクティブたちからは2つ
の分野で示唆があった：適切な人員を
配置すること、そして適切なペースを
設定することである。面談者のほとん
どが、財務やITといった主要機能を強
化することの重要性を説いた。同様
に、買い手が長期雇用している人員
か、あるいは直接雇用の人員か、当該
事業の中に買い手に忠誠心を持つキー
パーソンを少なくとも1人は確保するこ
との重要性もほとんどの面談者が挙げ
た。IT、財務、および人事の機能強化
の必要性、ならびに国際企業の多くが
これらの分野で専門知識を蓄積してい
ることを考えれば、これらの部門は明
らかに買収した事業の中に主要な人材
を送り込むべき分野である。しかしな
がら、このこと自体が複雑な組織の問
題を持ちこむことになり、マネジメン
トチームの中で派閥ができてしまい失
敗に終わった合弁会社の例は無数にあ
る。こうした派閥化を避けるためとい
うのも理由の1つだが、多くの投資家は
現地で人員を採用する。そうした人材
を早期に採用すること、そして理想的
には、一定の研修を行い、企業風土に
順応させておくことも重要である。 

ペースに関しては、面談者たちは、早
期に計画を策定するが、実際に行動に
移すのは急がないことが重要であると
指摘している。これは意思疎通を図っ
て重要課題を特定し、特に受け入れら
れない事業慣行についてはDay 1から取
り組むべきである、という従来のアド
バイスとは対照的である。 

「駐在員を統合のために送り込む
わけではありません。通常から事
業にはかなりの自主性を持たせて
いますし、統合はリモート（遠隔
操作）で行っています。経費的に
効率的なだけでなく、生みの苦し
みをもたらしてくれます」 
新興市場担当CFO　  
IT企業

「ディールが成立するまでに、不
正や贈賄への対策をどうするか考
えておかなければなりません」
企業戦略部門リーダー　  
世界的な銀行

「買収前に統合プロセスを予測
し、コミュニケーション戦略を策
定しておくことが重要です。会社
に対する忠誠心の薄い新興国で
は、従業員を買収後も引き留めて
おくためのコミュニケーションが
非常に重要なのです」
M&Aプロジェクトリーダー　  
世界的な施設管理会社

ディールチームがターゲット企業のオ
ペレーションの評価に入るときは、改
善の余地だけでなく、自国市場に持ち
帰れるベストプラクティスの要素も必
ず探すべきである。 

「管理部門やサポートスタッフの
質が低かったり、財務やIT、人事
で人手が足りていなかったりする
事例をよく見かけます。ほとんど
の同族会社では、最高財務責任者
（CFO）がおらず、ずっと事業に
携わってきたコントローラーや会
計士がいるのみですが、知識や技
量は限定されています。財務、 
IT、人事部門などは付加価値を作
り出す部門とは見なされていない
のです」 
南米の投資マネージャー 　 
プライベート・エクイティ・ファンド

「Day1のために6カ月かけて計画
を練ってください」 
M&Aリーダー　  
世界的な保険会社

「案件成立後しばらくは蜜月期間
がありますが、そこで始動しなけ
ればなりません。事業統合コンサ
ルタントはスピードこそ重要だと
言いますが、私にはよく分かりま
せん。市場は速いスピードで流れ
ていますので、ボートを揺らさな
いことも大事です。優先すべきプ
ロジェクトを決め、それだけを順
を追って進めていく必要があり
ます」 
中国事業開発担当ディレクター　  
消費財会社

「（東欧では）マーケットリーダー
の多くが何もないところから事業
を興していますので、負の遺産の
問題はありません」  
 
「先進国市場より良い病院も見か
けます」 
投資マネージャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

「トルコの銀行を売却した際に
は、買収側銀行の消費者金融チー
ムがデューデリジェンスに入って
きて、付加価値が加えられる部分
を確認していました。ところが実
際にはトルコの銀行の方が多くの
分野で先行していることを知り、
自らの事業に採用できるところ、
適用すべきところを探し始めま
した」
元M&Aアドバイザー　  
世界的な投資銀行
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5 交渉と契約の難しさ ―  
 契約にこぎつける 

よくある問題
私たちは、困難な問題が4つの分野に分
かれることに気づいた。つまり、購入
予定の資産に対する第三者からの申
立、想像以上に長引く交渉、契約を遵
守させる困難、そして、買い手が現地
の交渉慣行に抵触してディール不成立
となること、の4分野である。 

成長市場でのディール交渉でよくある
問題に、購入予定の資産に第三者から
申立がなされることが挙げられる。公
表されている事例では、英国で上場し
ている鉱山会社が東南アジアの資産を
売却した際の紛争がある。鉱山会社が
資産売却に合意した後になって、現地
の元提携先が、鉱山会社は自分たちに
当該資産を売却することに合意してい
たと主張したのである10。

成長市場では、通常のディールの交渉
期間である18カ月から24カ月をはるか
に超えて延々と交渉が続く事例もいく
つかある。私たちが面談したあるフラ
ンスの会社は、ブラジルの提携先と案
件を成立させるまでに4年の歳月を交渉
に費やした。ある中国での事例では、
オランダの上場化学製品会社、DSMが
中国北部の製薬グループとの交渉に
2 0 1 0 年 に 協 議 を 停 止 す る ま で 6 年 
以 上 を 費 や し た が 、 結 局 2 0 1 1 年 に
Sino chemというほかの会社と提携
した11。

もう1つの難題は契約の強制力に対する
信頼性の問題である。たとえば、多く
の成長市場では保証や免責の履行を求
めることが非常に難しい。 

根本原因
交渉と契約をめぐる課題の克服には法
制度の発展が寄与し得るし、実際にこ
れまでも確かに貢献してきた。しかし
ながら、交渉と契約に絡む問題は、成
長市場に共通であるいくつかの要因の
ために、より際立って見えていると私
たちは考える。 

市場の一部にみられる法的インフラ未
整備の問題もまた別の根本原因であ
り、そのために契約の履行を求めるこ
とがより困難になっている。訴訟にな
れば長い時間がかかり、売り手や提携
先から補償を求めるたとしても、彼ら
が保有する資産は限定的である可能性
が高い。また、一部地域の法的枠組み
は柔軟性に欠けるため、ほかの地域で
使れるディールストラクチャー（特定
目的会社、経営陣のインセンティブス 
キームなど）を活用することができ 
ない。 

 よくある問題

• 対象資産にかかわる第三者からの
申し立て

• 契約の強制力

• 現地の交渉慣行

根本原因

• 未整備な法的環境

• ディール実行における経験不足と
手薄な支援

• 異なる交渉のアプローチ

• 関係者の利害の特定が困難

対策

• 現地でのプレゼンスの確立

• 交渉のアプローチへの順応

• しっかりとした事前準備

• 経験豊富なアドバイザーの活用を
売り手に勧めること

• 複数の相手との交渉

「売り手から実際に資産の引き渡
しを受ける際に、売り手がまだ資
産を持っている保障はどこにもあ
りません。訴訟になると、裁判官
が裁定を下すまで誰も資金に手出
しできなくなります。紛争は解決
までに何年もかかるものです。 ― 
些細な紛争でも4年から6年、関係
者が遅らせたいと思えばさらに長
引きます」 
南米投資マネージャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

10　「Avocet	sued	by	former	partner	over	Asian	asset	sale」（Avocetがアジア資産売却をめぐって以前の提携先に

訴えられる）、2011年11月28日付Reuters	Africa。

11　「Sinochem	deal	 ends	DSM’s	search	 for	 partner」（Sinochemとの取引でDSMの提携先探しが終結）、Specialty		

Chemicals	Magazine誌、2011年9月号。
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成長市場における売り手は同族や創業
者であることが多く、大抵は事業売却
のプロセスにあまり慣れていない。そ
して、その多くが経験豊富なアドバイ
ザーを利用しない傾向がある。売り手
がアドバイザーを活用した場合でも、
多くの市場ではそうしたアドバイザー
が洗練されておらず、信頼できる働き
をしないことが多い。成長市場では
M&A市場が小さく歴史も浅いために、
投資銀行や会計士、弁護士などのアド
バイザーも、ニューヨークやロンドン
のような発達したM&Aの中心地ほどの
経験は積んでいない。売り手が不慣れ
だと買い手側に有利に働くように見え
るかもしれないが、必ずしもそうでは
ない。交渉の複雑さ、海外の買い手か
ら の 情 報 の 要 求 、 そ し て 売 り 手 が
ディール成立後もパートナーとしてと
どまる可能性を考えれば、生き馬の目
を抜くゲームのような交渉を続けるよ
りは、オープンなコミュニケーション
と信頼に満ちた雰囲気を醸成する方が
望ましい。そのために、ディールにつ
いて共通の前提に立ち、考え方を共有
した上で交渉することは格好の契機と
なる。アドバイザーにとっても、売り
手がディールについて知る機会を提供
することができ、面目を保つことがで
きる。

一般に、成長市場の売り手たちは交渉
に対するアプローチが異なっている。
先進国と比べ、交渉は形式張らず、信
頼と関係維持が強調される。また、売
り手の考える価値評価の根拠が協議や
交渉の妨げになることもある。売り手
が類似のトランザクションから価格を
1つしか考えていないことも多いが、そ
の根拠となるトランザクションは業界
や事業モデル、規模の点で比較できな
い場合がある。 

「売り手のタイプによります。売
り手が極端に経験不足だと従来の
ディールプロセスが使えません。
売り手は事業の売却に慣れていな
いことが多いのです。特に一代で
築き上げた創業者なら、人生最大
のイベントです」  
M&Aリーダー 　 
世界的なビール会社

「典型的な事例としては、投資銀
行 か ら あ る 会 社 に つ い て 1 ～ 2
ページの資料をもらったものの、
彼らは会社と面談もしてない場合
があることが挙げられます」  
中国事業開発担当ディレクター  
消費財会社

「オーナーが自分の中で希望価格
を設定していることはよくありま
す。そのことに触れると、最近会
った銀行家などから、米国の会社
がその分野の会社をXの価格でデ
ィールしていると聞かされたとい
った話が出てきたりします」 
南米の投資マネージャー　  
プライベート・エクイティ・ファンド

「同族会社が非常にたくさんあ
ります。そしてさまざまな価値
基準を持つ人々で構成される文
化です。ここ10年から15年の急
成長を目にしていますので、先
進国の人間からすればすぐには
信じられないような成長予測を
出されます」
ディレクター　  
世界的な資産運用会社

官営企業に顕著だが、ステークホル
ダーの数が非常に多く、誰が影響力を
持つのか、そして彼らの利害は何なの
か見極めることが困難な場合がある。
特に中近東の同族経営会社では、主要
な意思決定者が交渉のテーブルに着い
ていないことすらある。同様の傾向は
中国の官営企業にも当てはまる。

成長市場の売り手は現金での受け取り
を好むが、成長市場の資産を購入する
際には契約の強制力の問題から、ま
た、次の章で検討するように価値評価
のギャップを解消するため、パート
ナーとの利害対立を調整するために、
支払の繰り延べや、支払額の大部分を
エスクロー（第三者預託）にするなど
の仕組みを利用することが重要であ
る。そこで課題となるのは、エスク
ローの適切な割合にかかわる交渉で
ある。 

「アドバイザーからは30%のエス
クローの提案がありました。それ
ではディール自体が白紙に戻って
しまいます。買収から3年たった
今では、リスクにさらされている
のは買収価格のわずか2%です」
M&Aプロジェクトリーダー 　 
世界的な施設サービス会社



26 PwC

対策
支払の繰り延べ、エスクローの割合を
増やす、後々にまとまった株を購入す
るオプションをつけて少数の株だけを
購入する、などはすべてリスクを抑制
す る た め の 構 造 的 な ア プ ロ ー チ で
ある。

現地でのプレゼンスは、ディールに関
連する資産に対しての潜在的申立ての
可能性を吟味し、当該申立てが万が一
あった場合に、紛争を解決する可能性
を高める最善の方法である。現地での
プレゼンスには、現地アドバイザーの
積極活用と、主な事業パートナーと同
様 に 政 府 や 地 方 自 治 体 の 両 方 を
ディールに関与させるための明確な戦
略も含まれる。 

海外の買い手が交渉のアプローチを現
地のやり方に合わせることは重要であ
り、それを交渉上優位に利用できる可
能性もある。時間軸を柔軟に変えてい
くためには、準備しておくことが必要
である。また買い手は、ディールの交
渉を始めるまでにステークホールダー
が思い描く関心事を特定し、最初の価
格提示の前までには、交渉を優位に進
めるためステークホルダーの株式購入
価格を把握しておくべきである。 

海外の買い手は、成長市場でのディール
進行プロセスには長いリードタイムが必
要であることをある程度まで認識してお
かなければならないが、意思決定者との
コミュニケーションを確保し、複数の買
収候補を検討しておくことで、交渉が極
度に長期化（2年から6年など）する可
能性を抑えることが可能である。 

「ある失敗に終わったディールで
は、私たちは売り手が所有してい
る現地の投資銀行を通じてしかコ
ミュニケーションがとれませんで
した（残念なことにこの投資銀行
は不慣れでした）。そのアドバイ
ザーを通じて主要な意思決定者に
メッセージを送ろうとしました
が、アドバイザーはあまりうまく
メッセージを伝えることができま
せんでした」  
 
「最近成功したディールではCEO
と交渉しましたが、オーナーとも
コミュニケーションが取れるルー
トを確保していました。そのため
全てのステークホールダーを管理
することができ、プロセス全体を
通じてコミュニケーションを維持
することができました」
M&Aリーダー 　 
世界的な保険会社

「私たちはよくエスクロー口座を
開設してリスクに備えます。エス
クローは必要です。その残高は米
国よりも高くなる傾向がありま
す。米国のエスクローは通常、買
収額の5%から10%ですが、中南
米では10%から20%です」 
南米の投資マネージャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

「買収候補の会社はほとんどが同
族経営の会社ですので、ファミ
リーの見解を理解することが重要
です」   
 
「売り手は価格だけを問題にして
いるわけではありません。買い手
としての品格を持つこと、そし
て、買収後は事業と従業員の面倒
をしっかりと見ていくだけの能力
があることを、理解してもらうこ
とが大切なのです。結果として経
営者と個人的な関係を築くことが
重要になります…そして関係を築
くには時間がかかります」  
 
「私は注意深くアドバイザーの選
定をしています。新興市場では交
渉に時間がかかりますが、買収プ
ロセスの中で時間を無駄にせずに
済みます」
M&A担当ディレクター 　 
世界的な送電事業会社

ケーススタディ ― 2つのプライベート・エクイティ・ファンドにまつわる
エピソード

「私たちがロシアのプライベート・エクイティ・ファンドと仕事をしてきた経験
の中で、明確な対照をなすアプローチがありました。あるファンドでは、ディー
ルチームが集団で乗り込み、厚さ7cmくらいの売買契約書を提示しました。別の
ファンドでは、より少人数のディールチームが訪問し、よりソフトで現実的なア
プローチを取りました。もちろんほかにも要因はたくさんあるのですが、後者の
ファンドはロシアで最初に根付いたファンドの1つと目されています」

Andrew Cann　PwCロシア　ディールズ
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6 パートナーとの提携に際して
の利害対立 ―   
違いを受け入れ、過大な期待
に対処する

よくある問題
歴史的に見れば、パートナーと提携を
結ぶ主要な理由は規制対策である。外
国資本が100%では認められない業界も
ある。また、一部の国の一部の分野で
は（たとえばインドの小売業など）、
今でも規制によってパートナーとの提
携が求められる。過去においては成長
市場なら100%の外国資本が歓迎される
傾向があったが、パートナーからはた
くさんの恩恵が受けられる。海外の投
資家は続々とパートナーと提携を結ん
でおり、現地市場へのアクセスを確保
する目的で少数株主になるケースも増
えている。 

「売り手にとって、ファミリーに
現金が入り、さらに会社の成長の
点でもメリットのある合弁会社は
魅力的です。合弁会社は経営陣の
忠誠心を高めるので、買収者も関
心を引かれます」   
M&Aディレクター　  
世界的な送電事業会社

「創業者には、ディール成立後も
パートナーとしてとどまってもら
いました。彼が業務に精通してい
たからです。新製品ラインと新た
な販路について決定する際には、
大変貴重なアドバイスをしてくれ
ました。まさに市場の中外を知り
尽くしていました。彼なしでは失
敗を重ねただろうと思います」
投資マネージャー　  
欧州のプライベート・エクイティ・ファンド

パートナーとの提携について問題は、
私たちが評価したポストディールの問
題の中で、最も大きな問題の要因とし
て挙げられていた。よく問題となるの
は将来の戦略に関する意見の相違や、
合弁会社以外での競争をめぐる利害対
立である。 

公表されているパートナーとの提携に
関する問題事例は、概して当の合弁会
社以外での競争を巡るものである。フ
ランスの大手消費財会社であり、成長
市場への投資において世界で最も豊富
な 経 験 を 持 つ 会 社 の ひ と つ で あ る
DANONEは、中国とロシアへの投資に
おいて大いに異なる経験をした。ロシ
アでは大成功をおさめたが、中国では
提携先との関係がこじれ紛争となっ
た12。

合弁会社は運営が難しいことがよく知
られているが、訴訟がごく普通に行わ
れる成長市場では特に大変である。有
名な事例としては、BPが、AARとして
知られるロシアの資産グループと50%
ずつの出資比率でロシアに設立した合
弁会社TNK-BPがある。2011年初めに
BPがロシアの国営石油会社であるOAO 
Rosneftと別の提携を結ぼうと交渉した
際、AARは新たに提携すればTNK-BPの
合弁会社契約にある排他性条項違反に
なるとして契約を阻止しようとした13。

 よくある問題

• 戦略に関する見解の相違

• 合弁会社以外での利害対立

• 文化的な違い

根本原因

• 利害の不一致

対策

• ボトムアップ方式のスクリーニン
グで特定した複数の企業と協議
し、適切なパートナーを選択する

• パートナー候補をより広範にリ
サーチする

• 出口戦略を検討しておくこと、
パートナーと提携関係を結ぶ際に
は持分50%ずつの合弁会社設立は
避けること 

12	「Danone:	Russia	get	the	cream」（DANONE：クリームはロシアへ）、2011年2月15日付フィナンシャル・タイムズ。	

「Danone	ends	Wahaha	dispute,	to	sell	China	JV	stake」（中国合弁事業の持株売却に向けてDANONEがWahaha紛争

に終止符）2009年9月30日付ロイター通信。

13	「TKN-BP	partner	relishes	conflict」、（TNK-BPで利害対立）2011年11月14日付WSJ。

「この国での私たちはまるで新会
社です。ここでほかの会社が60年
の間に犯した過ちをくり返して、
『一緒に働くなら落とし穴を教え
てあげるよ』なんて言われたくは
ありません」 
ディレクター　  
世界的な資産運用会社
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根本原因
私たちの見解では、パートナーとの提
携での問題のほとんどは、双方がそれ
ぞれに投資後の展望を持っていること
と、そしてその提携への期待は変わる
可能性が高いことが主要因である。ま
た、パートナーを魅力的にする属性
は、競争上の優位性、利害の一致、似
通った企業風土、買い手を補完する機
能などである。前述したように、複数
の企業と協議することで、適切なパー
トナーを選択できる可能性が高まる。 

紛争が起きた場合には、何でもすぐに
長 引 い て し ま う 傾 向 が あ る 。 そ れ
は、IRR（内部収益率）を重視するグ
ローバルなプライベート・エクイテ
ィ・ファンドや、市場から短期的なプ
レッシャーのかかる上場企業に比べ、
成長市場のパートナーはあまり時間を
重視しないからである。

「現地パートナーは時間軸を気に
しません。自分たちの生活に満足
しているのです。紛争になって
も、現地パートナーがなかなか動
こ う と し な い こ と は よ く あ り
ます」  
投資マネージャー　  
世界的なプライベート・エクイティ・ファンド

質の高いディールが少ないため、適切
なパートナーを特定するのはなかなか
難しい。先進国に比べ、成長市場では
概してオークションが少なく、産業の
規模が小さく、強力な企業も少ない。
適切なパートナーをみつける確率を高
める方法としては、対象とする範囲を
広げて検討をすることと、対象企業と
それぞれの株主についてより時間をか
けて調査することが挙げられる。 

「信頼がおけ、競争優位にある現
地パートナーを探します。私たち
にとって重要なのは、最初に適切
なパートナーを見つけ、将来的に
事業提携できるよう文化的に親和
性を高めておくことです。適切な
相手とパートナーでいるために
は、常にさまざまな心遣いが必要
です」  
 
「私たちは常に経営権の掌握を求
めます。無理な場合には、少なく
とも経営権を掌握されないように
します」    
 
パートナー  
世界的な資産運用会社 
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「あなたの会社がもたらす価値を
評価し、実際にそれを必要とする
パートナーでなければ真のパート
ナーシップに発展しません」  
 
「真の意図をなかなか探り当てる
ことができなない点が、パート
ナーに対するデューデリジェンス
の難しいところです。相手は投資
を呼び込もうと、あなたの会社の
聞きたい言葉を予想して言ってく
るでしょう。ミーティングのチャ
ンスがあれば決して逃してはいけ
ません。インドでは、ランチや
コーヒーを一緒にしてお互いを知
ることもミーティングです。急ぐ
あまりプロセスを省いてはいけま
せん」 
ディレクター　  
世界的な資産運用会社

対策
私たちは、パートナー候補をボトムア
ップ方式でスクリーニングして選定す
ること、さらに隣接分野からも候補企
業を新たに迎えて検討することをお勧
めする。買い手が候補企業の背景につ
いて初期的な調査を実施した後は、デ
ィールチームが直接パートナー候補に
直接会って情報を入手し、そして現地
にて詳細調査を行うことが望ましい。 

「新規の市場では、私たちはまず
最初に大規模な買収を行い、その
後に小規模の追加的な買収をしま
す。市場に参入する際の市場調査
のため、および大規模なディール
のためにはアドバイザーと契約し
ます。ターゲットとする候補を特
定し、検討するためにその調査結
果を利用するのです」 
新興市場担当CFO　  
IT企業 

パートナーと提携関係を構築する際の
検討事項で重要なのは、50%対50%の
合弁会社を避けることと、あらかじめ
提携の解消方法について検討しておく
ことである。私たちが評価した範囲で
は、提携に関して問題が生じている
ディールの大多数は50%対50%の合弁
会社であった。 

これは必ずしも、ただちに経営権を掌
握すべきである、ということを言って
いるのではない。BRICsのようなもっと
成熟した市場では、現地の大手企業が
過半数の持分を求めることはよくあ
る。この事実が指し示すものは、新興
国の経済が開放された後に起こった最
初の合弁会社の興隆の時代からは、状
況が変化しているということである。
たとえば、上場企業であれば合弁会社
の業績を連結に入れたいという要望が
ある場合があり、その場合には過半数
の持ち分が必要である。経営権を掌握
しない場合には、より広範で長期的関
係のための信頼の礎を築くこととバラ
ンスをとりつつも、拒否権やそのほか
の投資を保護する権利を持てるよう交
渉することが重要である。 

「50%対50%出資の合弁会社は絶
対に検討しません。どちらが主導
権を取るのかはっきりさせなけれ
ばならないからです」
中国事業開発担当ディレクター 　 
日用消費財会社

「株式の過半数を獲得した後に、
時間をかけて持分を増やしていく
方法が良いと思います。最初に
51%、3年後に70%から75%、そ
し て 5 年 後 に は 1 0 0 % を 目 指 し
ます」
M&Aディレクター 　 
世界的な送電事業会社

「中国で締結した契約は、将来の
交渉につながるとよく言われま
す。目に見えない権利や影響力を
大切にしなければなりません。 
 
問題は、欧米企業側で契約にサイ
ンした人物が、数年内に大抵はほ
かの役割、あるいはほかの企業に
移ってしまうことにあります」
John Stuttard卿　  
元ロンドン市長でPwC China会長

また、合弁を解消する場合のプランを
検討しておくことも重要である。合弁
会社では、提携開始後の数年間は問題
は発生しない。だが、提携関係が長く
なるほど、利害関係が変わる可能性が
高まる。また、当初の数年を経たのち
には、パートナーが互いに持ち寄る便
益が減ってくるだろう。それまでに
は、海外の買い手は現地の知識を身に
つけ、現地パートナーもベストプラク
ティスを学んでいる。創業者一族や同
族会社の場合、事業の存続することに
長期的利害を持っていることが多い。
そうであるが故に、効果的な提携関係
を築くためには、どのような状況下
で、どのように、最終的な利害調整を
するかを明確に定義しておく必要があ
る。たとえば、一方のパートナーが最
終的に事業から撤退しようとする場合
には、撤退する場合の持分の価格評価
のメカニズムを定義しておくことが重
要となる。 

一方、国営企業や大手民間企業の場合
は他地域の市場や異なる製品分野に進
出したいと考えることが多く、それが
海外の投資家と直接的に競合する事態
を招く可能性がある。このようなケー
スでは、提携の解消の議論が利害対立
をあぶり出すが、やがては提携の解消
がお互いに受け入れ可能な解決策とな
っていく。たとえば、海外のパート
ナーは完全に経営権を掌握したいと考
えているのに、現地パートナーは新規
株式公開が事業の長期的な目標かもし
れない。このような状況の現実に、率
直に、正面から向き合あうことは、将
来的な利害対立の芽を摘むことにつな
がる。 

上手く構築されたパートナーシップで
さえも、利害関係が変化すれば、パー
トナーシップに関して追加的な交渉が
必要になる。であるが故に、ディール
チームは、当初の交渉のみならず、そ
の後のパートナーシップの行方に対し
ても継続的に責任を持ち続けるべきで
ある。そのためのひとつの方法として
は、合弁に最終的な責任を担う人物を
キーパーソンとしてディールチームの
中に加えておくことが考えられる。 



30 PwC

7 政府の介入 ―   
もう1人のステークホルダー
に対処する 

よくある問題
私たちが評価を行ったディールでは、
政府による介入は、多数のディールの
成立を妨げたのみでなく、成立した
ディールにも数多くの問題を生じさせ
ている。認識されている問題の主なも
のは、政府がトランザクションを承認
しない（競争面の懸念から）、ディー
ル成立後に政府の姿勢が変化する（規
制、税制、または当該トランザクショ
ンの承認について）、などである。 

政府によるディールへの介入、とりわ
けディール成立後の介入については比
較的注目を集めた事例がいくつかあ
る。2006年、Shellはロシアのサハリン
への投資について経営権をGozpromに
譲渡することを余儀なくされた。これ
は、戦略的な重要資産に係わる経営権
の問題に加え、現地での広報上の問
題、環境問題までからんだ複雑な事例
だった14。3年後、Shellは新たにサハリ
ンにある2つの油田に投資するよう誘致
された15。

私たちが調査した2つの政府介入事例は
ア フ リ カ で 発 生 し た も の で あ る 。 
Virgin Atlanticは、2004年にナイジェ
リアに投資した後、前の政府が署名し
たディール契約に違反することになる
にも関わらず、新政府によって彼らの
事業が国際ターミナルから国内ターミ
ナルに強制移管されたことに異議申し
立てをした 16。アフリカでのほかの
ディールでは、ディール成立後に政府
が変わり、交渉はやり直しになった。 

インドでは、英国の大手企業に関連す
る非常に目立つ事例が現在あり、イン
ドへの事業投資に係わる税務上の取り
扱いに関して訴訟が行われている。こ
の事例は、潜在的には数多くの海外か
らの投資家に影響を与えるものであ
る。中国では、サーキュラー698課税
により、中国事業以外の資産を持たな
いオフショアの持株会社の株式の売買
とそのキャピタルゲインへの調査が厳
しくなる見通しである。

  

加えて、インドのリテールセクターを
外国投資家にも解放しスーパーマーケ
ット事業への51%までの出資を認める
決定が最近差し止められたことは、同
セクターへの海外資本の参加を限定的
なものにするであろう。付け加えるな
らば、数多くの海外企業が既に同セク
ターへの投資計画を策定していた。 

根本原因
政府の介入は成長国に限ったことでは
ないものの、そのタイミングと影響度
合についての不確実性はより大きい。
私たちは、政府による介入からもたら
される問題の中心には、いくつかの関
連する問題が存在すると考えている。
規制の中の多くの分野がグレーゾーン
であるが、それは主として当該分野が
まだ未整備であることに起因する。こ
の事実と、多くの成長市場では、先進
国市場と同様に、政府と政府内のパ
ワーバランスが移り変わるという事実
と考え合わせると、政府の姿勢が変わ
り得る、というリスクが浮き彫りにな
る。そして、このことから意図せぬ結
果が生じ、海外投資家は損失を被るこ
とになる。それは外国資本を統制して
自国の戦略産業を育成しようとする国
家的利益があるためである。また、訴
訟プロセスがあまり整備されておら
ず、法的手続きや行政手続きに時間が
かかるため、官公庁の意思決定者の重
要性を高める結果となっている。 
次の3分野は政府介入のリスクが最も高
いと考えられる ― 国の経済にとって重
要な産業、国民に与える影響が大きい
ために扱いに注意を要する産業、そし
て政府に法人税以外の歳入をもたらし
ている産業である。

政府の関与の性質は、成長市場の規制
環境によってよって変わっていく。た
とえば、BRICsは大きな経済的成功を納
めており、今ではFDI（外国直接投資）
訴訟となるような傾向は少ない。 

よくある問題

• 政府による遅延あるいはトランザ
クションの不承認（たとえば反競
争委員会など）

• ディール後の政府の姿勢の変化

根本原因

• 曖昧な規制

• 政府内部のパワーバランスの変化

• 戦略産業や外国直接投資に対する
国や地域の利害

対策

• 政府の複数の階層への働きかけ

• シナリオ分析

14	 「Shell	shakedown」（Shellは蚊帳の外）、2007年2月1日付CNN	Money。

15	 「Russia	invites	Shell	back	to	Sakhalin	as	finances	plummet」（財政難のロシアがShellをサハリンへ再誘致）、	

2009年6月28日付Telegraph紙。

16	 「Virgin	in	talks	to	sell	out	of	Nigeria」（Virginはナイジェリア事業の売却を交渉中）、2008年8月19日付

Financial	Times。

「そのディールは政権をとった政
党のマニフェストで言及され、売
買契約の一部はラジオでも読み上
げられました。現地には不動産の
自己保有という概念がなかったの
で、私たちは999年のリースとい
う手段を利用していましたが、そ
れが帝国植民地主義の一例として
放送されたのです」 
アフリカのM&A担当上級役員　  
戦略産業
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17	 	Eurasia	Group

国内産業を保護し、自国で大手企業を
育成しようとする強いインセンティブ
は、ほぼ間違いなくある。ブラジルで
国内企業へのソーシング規定があるの
もその一例である。現状で、海外直接
投資を導入するための政策をとってい
るのはBRICsではなく、メキシコや 
ベトナム、インドネシアなどの国々で
ある17。

対策
政府による介入のリスクを完全に取り
除く方法はないが、ディール実施前に
政府対策の戦略を策定することで、あ
る知程度リスクをヘッジすることがで
きると私たちは考えている。その戦略
にはシナリオの検討や、政府の関連部
門を重要なステークホールダーとして
関与させることが含まれる。

シナリオプ分析を通じ、強力な反対勢
力によって政府の姿勢が変化した場合
の影響を予測し、彼らが権力を持った
場合の対応策を検討することができ
る。カントリーリスクについてのアド
バイザー、大使館、商工会議所、業界
団体などが、政府の変化の方向性、変
化が事業に与える影響を理解する上で
役立つ。

政府内の複数の階層を関与させること
ができれば、リスクを分散でき、ま
た、業界レベルの規制当局を関与させ
ておくことで、政権が変わった場合の
リスクも軽減できる。政府の関与を求
めることは、たとえば知的財産権に係
わるリスクなどそのほかのリスクを最
小化する効果がある場合もある。政府
の関与を求めていく場合には、意思決
定者を特定し、彼らの個人的な展望を
理解しなければならない。また、政府
の役人との意見交換にあたっては、
パートナーのルートだけに依存せず、
独自のルートを開拓することが重要で
ある。 

「自らの業界、会社、そして国に
関して、決定権を持っているその
人物がどのような姿勢であるか理
解することが大事です。個人的な
経験のせいで彼らの姿勢が偏って
いることもあります」 
John Stuttard卿  
元ロンドン市長でPwC China会長 

政府官僚と直接関係を持つと贈賄など
のリスクが生じるが、そうしたリスク
を避けながら関係を築く方法はいくつ
かある。たとえば、海外での産業規制
の事例を知りたいと思っている規制担
当者は大勢いる。企業は規制担当者を
教育したり、知識を紹介する中で関係
を強化することができる。

どのような戦略を進めるにしても、対
政府戦略は早期に策定することが重要
である。政府の関与が、競合する海外
入札者に対して優位に働くことも十分
に考えられる。

「政府が重要視している年金など
の分野と同様に、企業の社会的責
任プログラムへの取り組みをもっ
と早く開始すべきでした。政府に
問題点を理解してもらえるよう
に、複雑な問題ほど早くに開始し
て推進しておくことが大事なの
です」
アフリカのM&A担当上級役員 　 
戦略業界

「今日、政府関係のリスクで最も
大きいのは、政治制度や規制制度
がいまだ変化し続けていること、
そして政策が変更された場合の中
長期的な影響を政府自体が想定し
ていないことです。たとえば、ブ
ラジルでは2009年に、レアル安
の進行を止めるために資本制限を
したことがあります。私たちがし
ていた通貨取引も制限されました
ので大変な影響を被りました」
パートナー 　 
世界的な資産運用会社

図8

政府の介入を受けやすい産業

国の経済にとって重要な産業 国民に与える影響が大きいために

扱いに注意を要する産業

政府に歳入をもたらしている産業

•	 小売

•	 金融サービス

•	 天然資源	

（ロシアの石油やガスなど）

•	 エネルギーと電力

•	 一部の製造業	

（中国の自動車産業など）

•	 メディア

•	 製薬／医療

•	 通信（帯域の許認可など）

•	 天然資源（探査権）
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図9

政府がディールに影響を及ぼす主な経路
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出典：PwCによる分析

「ディール実行前もディール実行
後も、問題点への対策とシナリオ
分析をもっと実施しておくべきで
した。重要なのは、現政権と野党
の両方にロビー活動をしておくこ
とです」
アフリカのM&A担当上級役員 　 
戦略業界

「中国でロビー活動を効率よく進
め、政府組織とのやり取りを円滑
に進めるには、適切な人物の支援
を取りつけることが大事です」 
M&Aディレクター　  
世界的な送電事業会社

「保護主義や政府の役割について
は、チャレンジであるとともにチ
ャンスとも捉えることができま
す。早い段階から市場に参入して
市場を開拓し、長期にわたって活
動していれば、政府機関と良い関
係を構築できます。市場が急成長
しているときだけ来て、すぐに消
える会社ではないと分かってくれ
ています。現地に築いたネット
ワークのおかげで、規制への対応
も迅速に行うことができます」 
 
「大統領や首相は得てして短命で
あり、あまり関わろうとは思いま
せん。我々がお付き合いをするの
は財務省です」 
パートナー 　 
世界的な資産運用会社

「成長市場では、ディールを実際
に行うよりもずっと前に、影響力
のある人や意思決定者と懇意にな
っておく必要があります。基礎と
なる活動をしておくことが必要
です」
企業戦略部門リーダー　  
世界的な銀行

プライベートエクイティには政府と協働するだけの大きな理由がある

先進国市場において、プライベート・エクイティ・ファンドはさまざまな局面で
世間の悪いイメ―ジに対処しなければならないことが多い。「アセットクラス」
などいった言葉があまり理解されることのない成長市場では、イメージ悪化のリ
スクは先進国よりもさらに大きくなりがちである。社会的責任プログラムの一環
として政府に協力するのはこのようなリスクへのひとつの対処になり得る。 

付け加えれば、質の低いディールフローや対象産業の幅広さから、成長市場にお
いては、プライベート・エクイティ・ファンドはディールのソーシングについて
は異なるやり方を検討しなくてはならない。そして、現地政府に協力するのは、
ディールソーシングにおける1つの解決策である。 

政府のレベル

影
響

力
行

使
の

タ
イ

プ

地方 国

非
公
式

公
式

税金

補助金

パートナーへのアクセス

計画／土地と電気水道
へのアクセス

現地の資金調達

業界との関係

公正取引委員会／	
M&A委員会

外国投資規制

業界特有の規制

パートナーへのアクセス

外国為替、原材料、輸出
入割当等

広報活動
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市場ごとの小さな違い

本レポート全体で検証したリスクは成
長市場に共通する問題だが、中には特
定の市場に見られるリスクもある。ま
た、リスクがどのように顕在化するか
についても、個々の市場によって微妙
な違いが存在する。   

そ の た め 、 特 定 の 市 場 に 合 わ せ て
ディールプロセスをカスタマイズする
こと、ディールチームに現地スタッフ
を加えること、現地調査を時間をかけ
て行うこと、現地アドバイザーを活用
することが必要になるのである。 
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図10

新興市場でのディールにみられる地域による相違点

市場 地域による違い 対策

中国
Matthew	Philips
パートナー　	
中国トランザクションリーダー

「競合する入札者との激しい競争や代替可能なファン
ドの存在から、中国では高騰する価格が大きな問題と
なっています。私たちのデータによると、デューデリ
ジェンスが始まった後に実に50%近いディールが価値評
価の問題を理由に取り止められています。中国のM&A
市場や、上海のIPO市場、香港、そのほか海外での厳し
い競争を考えれば驚くにはあたりません。ここ2年から
3年の現地のプライベート・エクイティ・ファンドの興
隆で問題はさらに悪化しています」

「政府の介入は1990年代後半や2000年初頭から幅広く
存在します。政府の介入は、国営企業とのディールに
おて最もよく起こり得る問題ですが、国営企業との
ディール自体がもうあまり一般的ではなくなってい
ます」

「役員会で意思決定者となる人物を早期に関与させる
べきです。そして、投資にあたっては、戦略的な目的
を検討することにより多くの時間を割くことが重要で
す。この市場のマルチプル、特にIPOに関して彼らを教
育してください。価値評価でどのようなアプローチを
とるかも議論しておきます。DCFの前提条件をどこまで
保守的なものにするか、市場でのプレゼンスに対する
オプション価値をどのように評価するか、といった事
柄です」

インド
N.V.	Sivakumar
パートナー　	
インドディールズリーダー

「インド企業では、オーナーの別のファミリーが所有
する会社と数多くの取引を行っている事例をよく見か
けます。収入や利益水準が適正なものであるか確認す
るために、このような利害関係者との取引については
しっかりと特定した上で、理解し、分析しておく必要
があります。また、それを織り込んでおかなければ、
売上と収益を正確に反映したと言い切ることができま
せん」

「非公開会社や同族経営の会社では、主要な意思決定
者が交渉のテーブルに着いていないことがあります。
前面に出てこないファミリーの一員が、ディールの成
否に係わる意思決定において大きな役割を担っている
例がよくあるのです。表面的にはうまくいっているよ
うでも、簡単にブレークする可能性があります」

「売り手のアドバイザーは現地の弁護士や、あまり
M&Aの経験がないファミリーの一員であることがよく
あります」

「真の意思決定者を見つけて、なるべく早く協議を始
めてください。誰が意思決定者かを判別するには、業
界内のつて、現地での情報網、アドバイザーや会計士
など話すことなどがしばしば求められます」

「特に小売業や日用品の企業など、大規模な流通網に
依存している事業については、サポートネットワーク
も込みで買収することが非常に重要になります。オー
ナーが変わってもひいきにしてくれるとは限りま
せん」

「最初のディールでつまずいても時間を無駄にせず再
スタートを切れるよう、バックアップのオプションを
用意してください」

ブラジル
Luis	Madasi
パートナー　	
ディールズ

「プライベートエクイティ業界の成長、IPOの問題点に
対する意識の高まり、法定監査の実施、そしてこれら
以外のさまざまな要因から、ここ10年、環境は急速に
改善され続けていますが、それでも課題はまだ数多く
残されています」

「規制環境は、特に税務と労働に関してですが、複雑
です。税率は高いですし、給与や売上、所得に対する
ソーシャルチャージもあります。税目は多岐にわた
り、法律もすぐに変わります」

「汚職禁止法に係わるコンプライアンスは多くの企業
で問題になりますし、開示されていないオフバランス
の取引やコミットメントがあることもあります」

「買収後の統合も課題となります。多くの会社が適切
に組織化されておらず、従業員の解雇には多額のコス
トがかかります」

「贈賄などの大きな問題を発見し、集中して調査でき
るよう、デューデリジェンスの実施はフェーズを切っ
て段階的に進めるべきです。税務アドバイザーも関与
させてください。規制についての今後の動向を把握す
るために、業界の規制当局とも接触することが重要
です」

「贈賄問題への取り組み、組織変更など、ポスト
ディールでの改革についても、あらかじめ検討してお
いてください。これらにかかる経費も価値評価の要素
として把握することが重要です」
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市場 地域による違い 対策

ロシアと独立国家共同体	
（CIS）
Andrew	Cann
パートナー　	
ディールズ

「ロシアの中小企業には、税務コンプライアンスの問
題があることが多いです。買収となれば税務当局の調
査が入ることが多いので、追加的な租税債務が生じる
可能性があります」

「中小企業の中には、潜在的に米国のFCPA法や英国の
贈収賄禁止法に違反しているところもあります」

「こうしたリスクはデューデリジェンスで特定できる
ことも多いですし、リスクは数値化できますが、それ
には時間と忍耐が必要です」

「投資家はFCPAレビューを依頼するよう気をつけなく
てななりません」

「法律の枠組みを理解し、現地ロシアの弁護士を使っ
てください。運が悪ければ現地の法に触れることがあ
ります」

「克服すべき課題はあるものの、ロシアでのディール
からは多くの収益が上げられます」

東欧
Jonathan	Thornton
パートナー　	
ディールズ

「東欧はいくつかの点で、成長市場よりはむしろ先進
国市場に近づきつつあります。この地域の国の多くは
EUに加盟していますし、その中のスロバキアのような
いくつかの国はユーロ圏の一員です。そのため、ブラ
ックキャッシュなどほかの市場にみられる多くの問題
は、過去10年から15年の間にここではあまり見られな
くなりました。しかしながら、この地域にはまだ多様
性が残っていますし、いくつかの国はそのほかの国よ
りも大きく発展しています」

「オンライン入札を行うなど、政府は購買を透明化す
る施策を進めていますが、それでも政府との契約が絡
む事業での贈収賄の問題は東欧諸国の多くで残されて
います」

「残された懸念点としては、いまだに欧米より低い水
準にとどまっている財務情報の質の問題があります」	

「投資家はこの地域では注意深くならなくてはいけま
せん。欧米の買い手がディール成立後に継続できない
ような問題のある実務を検出するために、FCPAレ
ビューやそれに代わる同様のレビューを実施すること
を強くお勧めします」

「投資家は本当に必要なものに焦点を絞り、どのレベ
ルの財務情報なら収集できると合理的に想定できるの
か、自社の内部での期待値を調整しておくことが必要
です」

中近東と北アフリカ
Hani	Ashkar
パートナー　	
中近東ディールズリーダー

「ある2件のディールでは、経営者が事業計画を達成す
るほどの経験を持ちえていないことが問題となりま
した」

「現地企業の多くは、管理や報告のシステムが整備さ
れていません。そのような課題に早期に取り組まなけ
れば、事業や関連課題で発生した問題の特定が遅れ、
オペレーションに重大な悪影響を及ぼしかねません」

「ほかにも生活困難やセキュリティリスクといったこ
の市場特有の問題があります」

「投資家は経営陣のみに頼ることはできません。ほか
の市場よりもより注意深くKPIをモニターする必要があ
ります」

「統制システムと財務報告機能を満足できるレベルま
で確実に改善するためには、しっかりとしたフォロー
アップと有能なCFOが必要です」

「中心に据える経営陣のリクルートをなるべく早く開
始することが必要です。そして、主要なスタッフにつ
いては、人件費がより高くなる可能性を織り込んでお
くべきです」

サハラ以南のアフリカ
Simon	Venables
パートナー　	
南アフリカディールズリーダー

「アフリカでのディールでは、政府の方針がより重要
な位置を占めることになります。ディールへの目に見
える介入には、高次の政治的利害が絡んでいることが
多いのです。課税ルールや法的なパラメーターがすぐ
に変更される国もあります」

「未確認ではあるが政治面、事業面でのコネクション
を持っている人物がいる場合、その人物がそれを生業
としていて、その人物の言うことが説得力を持ってい
るのであれば、その人物が持つコネクションの背後関
係ついてよく確認してみることが重要です」

「同じような地域でも文化や経済が大きく異なりま
す。ディールに失敗している企業の多くは、現地の
人、事業環境、経済環境について十分に把握していま
せんでした」

「現地に来てください。現地の状況を理解することが
何よりも重要です。買い手の母国に対する政治的な視
点も含め、政府の介入につながりそうな要因を把握す
るためには、政府内の部局や大使館に投資家が足を運
ぶことが必要です」
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