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ベスト・フィナンシャル・アドバイザー
パブリック・プライベート・ファイナンス・アワード2008

2008年マーケット・リーダー
プロジェクト・ファイナンス & 民営化
グローバル & アジア・パシフィック
プロジェクト・ファイナンス・アワード2008 & ユーロマネー・アワード2008

1位グローバル

2008年完了プロジェクト数
36 契約プロジェクト

2位 アジア・パシフィック

2008年完了プロジェクト数
9 契約プロジェクト

アジア・パシフィックPPPディール・オブ・ザ・イヤー2008
プロジェクト・ファイナンス・インターナショナル・アワード2008

「プライスウォーターハウスクーパースのプロフェッショナリズムと、win-win協働関係構築に対する
努力と信念に感謝の意をささげる。

私達は共に、学生、地域産業、コミュニティの中心となるべく、心の通う ITE College West を完成
させることができた。」

Dr Benjamin Tan
Deputy CEO （Development）
Institute of Technical Education

Project Finance
International
Awards 2008

Asia Pacific PPP
Deal of the Year
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実行
• 財務、税務デューデリジェンス
• 市場デューデリジェンス
• ITデューデリジェンス
• オペレーションデューデリジェンス
• 人事デューデリジェンス
• 環境デューデリジェンス

評価
• 買い手
アドバイザリー

• 価値分析
• M&A税務戦略
• ファイナンス
アドバイザリー

認識
• M&A戦略
• 融資
• 市場参入
• ターゲット探索

収穫
• 売り手
アドバイザリー

• ベンダー支援
• 資本市場
アドバイザリー

最大化
• 買収後の統合
• 業務改善
• 税の最適化
• 企業統治、リスク管理
• 会計アドバイザリー

ディールの成功は
作るものである
我々は、M&Aを、個々のステップの集まりとしてではなく、
調和したプロセスと考える。我々は、ディールマネー
ジャーとして、クライアントが、適切なディールを見つけ、
混乱することなく、より魅力的な価格で、より素早くディー
ルを完了させる支援を提供する。

我々は、世界における企業買収や売却、戦略的提携、資
本市場への参入に際し、クライアントがリターンの最大化と
リスクの最小化を実現させることを第一目標とし、全ての
ケースに携わっている。

我々は、チームを超え、アジア・パシフィックだけでなく全世
界からも、専門知識を結集し、対象となる産業知識を基
に、ストラテジック・インベスターやファイナンシャル・インベ
スターにディール全体に亘るサービスを提供している。

我々は、世界中に6,200名以上のディールの専門家を擁
し、世界の主要企業やプライベート・エクイティ・ファンドに
対し、サービスを提供している。

プライスウォータハウスクーパース ディールズ



Toshiba Elevator &
Building Systems Corp
Acquisition of
51% stake in
Chevalier （HK） Ltd

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 Japan

Guan Sheng Yuan
Group
Sale of 45% equity stake
to Citic Capital for
RMB510 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 China

Epoch Material Co Ltd
Sale to
Cabot Microelectronics
Corp for
US$66 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 Taiwan

SSangyong Slag &
Materials Co
Acquisition of
Eugene Corp cement
business for
US$53 million

Financial Advisor:
Samil PricewaterhouseCoopers

Corporate Finance
2009 Korea

Korea Express Co Ltd
Sale of 60% interest in
Korea Express Co Ltd to
an investor group for
US$4,334 million

Financial Advisor:
Samil PricewaterhouseCoopers

Corporate Finance
2009 Korea

Industrial Bank of
Taiwan
Acquisition of China Bills
Finance Corporation via
share swap valued at
US$1,125 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2008 Taiwan

Nippei Toyama Corp
Sale of 66.27% to
Komatsu Ltd for
US$555 million

Financial Advisor:
PwC Advisory Co Ltd

Corporate Finance
2008 Japan

M&A advisor of choice

Xuejin Brewery
Sale of 100% interest
to InBev for
€614 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 China

ChemChina
Disposal of 20% interest
in China National
Bluestar （Group） to
Blackstone for
US$600million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 China

2008年アジア太平洋地域（除：日本）アドバイザー担当ディール件数 1位 （MergerMarket）
2008年アジア太平洋地域（除：日本）アドバイザー担当ディール件数 2位 （Thomson Reuters）

プライスウォーターハウスクーパースが当上半期に
アジア太平洋地域にてフィナンシャル・アドバイザーをつとめた
M&A ディール例



Toppan Printing
Co., Ltd
Acquisition of
SNP Corporation Ltd
through Voluntary
Conditional Cash Offer
For S$220 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 Singapore

Novo Group Ltd
Listing on the
mainboard of SGX-ST
via a reverse takeover
valued at
S$140 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 Singapore

Dubai Drydocks LLC
Acquisition of
Labroy Marine Ltd
through voluntary
conditional cash offer for
S$2.37billion

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 Singapore

Oiltanking GmbH
Divestment of a 45%
stake in 3 oil storage
companies in Singapore,
Amsterdam and Malta to
3i Infrastructure Ltd for
€305million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 Singapore

Standard Chartered
Private Equity &
CVC AsiaPacific
Leveraged buy-out of
Amtek Engineering Ltd
for
S$534million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2008 Singapore

Axa Asia Pacific
Holdings
Acquisition of Sterling
Grace Portfolio
Management Limited for
AU$201 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2008 Australia

Belfinger Berger
Takeover of Abigroup
Limited for
AU$186 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2008 Australia

CVC Asia Pacific Ltd
Acquisition of 65%
interest in Stella
Hospitality Group for
US$1,223 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2008 Australia

SSI Ltd
Merger with
PVP Venture Pvt Ltd
via a share swap
valued at
US$717 million

Financial Advisor:


Corporate Finance
2008 India

Daehan Fire & Marine
Insurance Co
Sale of 57% interest to
Lotte Group for
US$372 million

Financial Advisor:
Samil PricewaterhouseCoopers

Corporate Finance
2009 Korea

KS Oils Limited
Raised US$100 million
of private equity funds
from Citi Venture Capital
International and Baring
Private Equity Asia

Financial Advisor:


Corporate Finance
2009 India

Investor Group
Acquisition of 29.76%
stake in Shiin-Heung
Securities Co Ltd for
US$221 million

Financial Advisor:
Samil PricewaterhouseCoopers

Corporate Finance
2008 Singapore



わずか半年で、世界は一変しました。2009年は、誰もが沈鬱な気分で景気の
最悪のシナリオを思い描く中、幕を開けました。株式市場の急落、信用凍結、
銀行への取付け騒ぎが起こり、世界的な大不況へとつながる世界金融崩壊の
危機が迫っていたのです。それから半年後、各国経済はまだ政府施策の命綱
を支えにはしているものの、アジア主要国の株式市場は、2007年ピーク時以来
の損失のうち3分の1を取り戻すまでに回復しました。しかしながら、今では新た
な資産バブルの始まりではないかという懸念が聞かれるようになりました。ただ
し、前回のバブルとの違いは、今回の回復の足元にはまだ以前の崩壊した実
態経済の瓦礫が積みあがっているという点です。

各国政府による大規模な財政支援の結果、世界経済が大恐慌以来未曾有の
不況をようやく脱しつつあることが、どの指標にも見て取れます。市場への信頼
感が戻り、世界金融の崩壊に対する恐怖感はなくなりました。株式市場を指標
とすれば、世界経済の回復をリードしているのは、アジアです。この6カ月間、ダ
ウ平均やFTSE株価指数が4％下落した一方で、上海総合指数は61％という桁
外れの急騰でチャートを突き抜け、2008年の64％の損失を取り戻すなど、日本
を除くアジア諸国の株式市場は3分の1の価値を取戻しています。また、アジア
の一部地域では、不動産価格が金融危機以前の水準にほぼ戻っています。中
国国家統計局のデータによれば、中国の1－5月の不動産販売高は、2008年
の前年同期比マイナス20％に対し、2009年は同プラス45％の1兆元（1,460億
米ドル）に達しました。

低金利、量的緩和政策、資産効果によって、アジアの証券市場と不動産市場
は、経済ファンダメンタルズの実質的な改善に先立って回復を遂げました。 経
済のエンジンを驚異的な8％成長というレベルで回転させておくために（今後も
増加し続ける労働人口に対して充分な職を確保するには、この水準での成長
維持が必要だというのが中国政府の見解です）、中国人民銀行は2008年11月
に商業銀行への貸付制限を撤廃しました。これにより、銀行貸付は史上最高の
伸びとなり、 中国の銀行が行った新規貸付は、2009年上半期だけで7.4兆元
（1.1兆米ドル）に上り、経済が9％成長を実現していた2008年の1年間の4.9兆
元をすでに大きく上回りました。残念なことに、この新規貸付のうち20%が証券
市場に投資され、その結果、株価と不動産価格が上昇したのです。

明るい兆しが見え始め、不況の最悪期は脱したと一般にも考えられています
が、回復への道は広いU字型、もしくは山あり谷ありのW字型となる可能性が
あります。そして、その長いトンネルを抜けた景気回復後の世界は、経済的に
も、地政学的にも、これまでとは全く違ったものになると予測されます。すぐに目
に見える変化もあるでしょうが、目には見えないところで大きな地殻変動が起き
ている可能性もあります。回復後のすばらしき新世界は、不確定要素とリスク
の到来を告げるものですが、同時にチャンスも提供してくれます。

各国政府が直面する税収増のプレッシャー

大不況は各国政府の大規模介入と 財政支出により回避されましたが、その財
源は 公的債務です。OECD加盟国の公的債務残高は、GDPの50％から
100％へと上昇しました。米国のオバマ政権は、公的債務が2019年までに現在
の2倍、GDPの4分の3を占めると予想しています。中期的には、これら巨額の
債務が、債券利回りや金利の上昇圧力となり、資産価値と経済の成長を抑制
するでしょう。この過剰債務の削減は並大抵のことではありません。米国だけを
とっても、財政赤字は今年1.58兆米ドルに達し、今後10年間でさらに7兆米ドル
から9兆米ドルの赤字が見込まれています。米国の公的債務の支払い利息
は、2019年には年間6,000億米ドルを超える可能性があります。

景気回復後に見える
新しい世界

はじめに

Chao Choon Ong
Transactions Leader
Asia Pacific
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公的債務と財政赤字は減らしていかねばなりません。長く
緩やかな経済回復の途上において増税や新税導入が困
難である以上、各国政府は税制の抜け穴を塞ぐことと、既
存の法的枠組みの中での歳入増に注力せざるを得ませ
ん。たとえば、中国は現在、税制の抜本的見直しに取り掛
かっており、法制上および施行上の抜け穴を塞ぐための法
律を次々と施行しています。また、米国は、UBSと米国人
顧客のオフショアの税金逃れをほう助したアドバイザー、
並びにその顧客に対して法的措置を取りました。さらに、
複数の国の税務当局も、税の徴収もれを最小限に留めよ
うと、自国領内で活動する外国企業の活動や移転価格な
どに目を光らせています。複数の国にまたがるバリュー
チェーンを持つ企業の多くは、次の税監査で不適切な処理
を指摘されないよう、現在、会社内部や書類等の整備に追
われています。

これらの状況を踏まえ、今後のM&Aには、税務ストラク
チャリング、デューデリジェンス、完璧な免税確認が、これ
まで以上に欠かせません。クロスボーダー案件や、ター
ゲット企業が複数の国で事業を行っているような場合は、
なおさらです。

長く、起伏の激しいW字型回復

景気刺激策の支出2兆米ドルなど、現行レベルの世界の
金融市場に対する財政刺激策は、持続可能なものではあ
りません。これらの景気刺激策と財政支出を打ち切るにあ
たっては重大なリスクが伴います。打ち切りが遅すぎれ
ば、現時点では過剰生産力により蓋の下に抑えられてい
るインフレ圧力が噴き出す可能性があります。反対に、打
ち切りが早急に過ぎれば、ようやく日の目を見ようとしてい
る回復の芽を摘み取ってしまうかもしれません。これまで
の経験から、 各国政府がこうしたタイミングとバランスをう
まく見計らってくれると楽観的に考えるしかありません。 景
気がW字型の回復（あるいは、コップに半分入っている水
を、もう半分しかないと悲観的に考える人なら、2回底を打
つ景気後退）となる可能性は非常に高いのです。

このような環境では、投資家の関心は引き続き、製薬、ヘ
ルスケア、インフラ、教育などのディフェンシブセクターと、
この長く起伏の激しい回復期を乗り切るための適切なファ
ンダメンタルズを有する企業に集中するでしょう。

アジア地域における輸出主導型成長モデルの転換

今後まだ数年間は、米国の消費者は、住宅価格の下落と
立ちはだかるクレジットカード債務を前に、レバレッジを解
消して貯蓄を増やそうとするでしょう。米国の消費者債務
は減少しており、貯蓄率は失業率の上昇を受けて今年5月
には6.9％まで上昇しました。米国の家計消費は2009年、
2010年とも4％減少し、2008年のレベルに戻るのは2011
年になると予想されます。 米国の失業率は引き続き上昇
し続け、年内に10％に達すると見られており、これも好材
料ではありません。過去10年間のようなクレジットカードに
頼った消費パターンに戻るまでには、相当の時間がかかる
でしょう。

従って、これまでは順調に機能し、過去10年ほどの間に数
億の人々を貧困から救って来たアジアの輸出主導型経済
モデルは、将来的には、アジア地域内の消費を視野に入
れたリバランスが必要です。ただし、この構造転換は人口
の多いアジア諸国、すなわち中国、インド、インドネシアが
主導する必要があり、家計所得の増加、およびセーフティ
ネット強化のための政策変更をも要する、中・長期的な取
り組みとなります。また、米国の消費は全世界のGDPの約
18％を占め、中国による消費の6.7倍です。米国と欧州の
消費低迷による空隙は、1-2年で埋められる規模ではあり
ません。

欧米への輸出に依存していたアジア企業は、輸出需要の
低下に対応して、自社製品と市場戦略をアジアに向けて見
直さねばなりません。この経済モデルの転換に伴い、企業
には淘汰が起こり、統合の好機も訪れると思われます。

アジアの銀行が迎える絶好の機会

向こう2年ほどの間は、当局の監視が強化される中、 欧米
の銀行の大部分は、レバレッジを解消してリスクを軽減し、
資本欠損状態になる可能性があります。当面低金利が維
持されるとしても、銀行の貸付条件は依然として厳しく、信
用制約は続くでしょう。一方、バランスシートで比較的欠損
の少ないアジアの銀行にとっては、活躍の場を広げる好機
となり、成長を続けるアジア地域での巨大な資本需要の仲
介者となれるのです。

また同時に、資本不足の欧米の銀行には、資本金を維持
するために資金調達し、グローバル展開したビジネスを統
合しようと、アジア地域の資産やオペレーションを売却する
動きが出ています。例えば、野村ホールディングスがリー
マン・ブラザースのアジア太平洋地域の投資銀行部門を買
収し、三井住友フィナンシャルグループはシティグループか
ら日興コーディアル証券と日興シティグループ証券を買
収。ANZ（オーストラリア・ニュージーランド銀行）は、RBS
（ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド）のアジア地域リ
テール部門を買収し、AIGは台湾の子会社・南山人寿の売
却を、またINGがアジアのプライベート・バンキング部門の
売却を検討中、などがその例です。これらを見ても、アジア
の銀行が人材やノウハウを獲得し、事業規模を拡大する
好機に恵まれていることが分かります。

このような状況に加え、アジアの銀行市場は、国内営業で
単純業務だけを行う小規模事業者が多数存在し、細分化
されているのが現状です。近い将来、M&Aや経営統合が
盛んに行われると予測されます。

アジア、勇敢な新世界の成長エンジン

国際通貨基金（IMF）では、欧米地域の先進国経済では
2010年下半期まで持続的な上昇はないと予測していま
す。先進国経済の成長率は、2009年はマイナス3.8％、
2010年は米国でプラス0.8％、欧州でマイナス0.3％、平均
0.6％のプラス成長に留まると見られています。

Asia Pacific M&A Bulletin
PricewaterhouseCoopers

Mid-year 2009
5



一方、アジアの開発途上国は2009年に5.5％、2010年に
は7％の成長が見込まれています。2009年と2010年の成
長率は、中国でそれぞれ7.5％と8.5％、インドでは5.4％と
6.5％と予想されます。中国で13％、インドで9.4％を記録し
た2007年の成長率に比べれば相当控え目な数字ですが、
アジアを世界最速で成長させ、経済的に非常に魅力的な
地域にしていくのは、やはりこの両国なのです。このペース
が続けば、中国は、2010年には日本に代わって世界第2
位の経済大国となることでしょう。2008年にドイツを追い越
して世界第3位の地位を獲得してから、まだ2年も経過して
いないにもかかわらず、です。すなわち、OUT-INのM&A
案件とアジア地域内のM&A案件の基本的な原動力は、世
界的不況にも関わらず、堅調だということです。

またアジア地域の活気は、健全な財務体質の企業と、潤
沢な資金を持つ政府系ファンドによってももたらされていま
す。この1年間、このような企業と政府系ファンドは、豊富な
資金力を活用して、アジア太平洋地域内のIN-IN案件なら
びに世界各地のIN-OUT案件双方のM&Aを継続的に実施
してきました。この多くは、中国の買い手が主導する、資
源・エネルギーセクターの買収に集中しています。この2つ
のセクターに食品を加えた3セクターが、今後もアジアにお
ける投資の中心となって行くと思われます。それは、アジア
の開発途上国が、急成長と都市化を続ける経済と人口に
対応するため、資源、エネルギー、食糧の安全保障を模索
しているからです。低所得層の国民は、これら必需品の価
格高騰に対して防御手段を持たないため、新興アジア諸
国においては、これが政策上の最優先事項となっていま
す。2008年に石油、食糧、資源の価格が急騰した際に起
きた、社会不安を思い起こせば、この重要性の意味が理
解できるでしょう。

地政学上の新たな均衡

1980年代以降、世界経済の中心は大西洋地域から太平
洋地域へと、ゆるやかに移行しつつあります。ジャパン・ミ
ラクル（日本の奇跡）に始まり、「アジアの虎」と呼ばれた東
アジア新興諸国の急成長、そして中国の開放政策へと続く
シフトでした。冷戦の終了と中国経済の台頭により、地政
学的な中心も同様にシフトしています。そして、現在の不況
がこの状況を加速させています。

経済学や地政学の枠を超えて、何よりパワフルな事実は、
このアジアにおける経済ルネッサンスがアジア精神の源と
なり、世界のステージに立ったこの地域の人々の大きな自
信となっていることでしょう。北京オリンピック聖火リレーに
対する西欧諸国での抗議行動に向けられた中国の一般市
民の反発。

インド映画界の大スター、シャルーク・カーンが米国の入国
管理官から不当な扱いを受けたことに対してインドで起き
た抗議行動。また、米国の増大する財政赤字が、中国保
有の7,760億米ドルの米国債に及ぼす影響について、中
国から上がった懸念の声。これらはアジアが新たに獲得し
た自信を表すほんの数例にすぎません。第二次大戦後に
盛んになった独立運動の機運とよく似ていますが、当時の
要求が独立であったのに対し、今日のアジア諸国が要求し
ているのは対等な立場なのです。

世界はこれから、何年もの長きにわたって、新たな地政学
上、経済上のバランスを模索し続けるでしょう。経済回復ま
での長い途上には、当分の間、高失業率が続くことが予想
され、その中でこうした難しい変革は、ともすると保護主義
やナショナリズム、脱グローバリゼーションの動きを加速す
ることになる可能性もあります。ここ1年の間にも既にこの
ような兆候が表れており、有権者の支持獲得の方便と経
済効率の間で政治家が危うい綱渡りをしているのが窺え
ます。こうした動きをコントロールできないようであれば、経
済もM&Aも共に減速するでしょう。

景気回復後に見える新しい世界

各国政府の大規模な協調介入により、世界金融の崩壊は
回避されました。世界経済は2009年第1四半期末に底を
打ったと見られます。市場に信頼感が戻り、貸付が再開さ
れ、経済はまだ不安定ですが、株式市場に強気の買い手
が戻ってきました。もちろん、シャンパンをあけて乾杯する
のは時期尚早です。回復への道は時間がかかり、長く険し
いのですが、長いトンネルの先には、これまでとは全く異な
る地政学的ダイナミズムと経済モデルによって機能する世
界が待っていることでしょう。

新たな世界は不確実性とリスクに満ちていますが、M&Aに
とってすばらしいチャンスをも、もたらします。成長率の減
速と貸付の抑制によって、企業価値評価はより現実に即し
たものとなり、企業のストラテジックバイヤーはこれを歓迎
するでしょう。プライベート・エクイティは、金融危機以前に
行った投資からの期待リターンを得ることが困難となる上、
新規投資についても金融工学の力だけで同様のリターン
を得ることは、ますます難しくなると思われます。事業変革
や価値創出に重点を置かなければ、エグジット価格の低
下に甘んじることになります。新しい時代には、 事業のバ
リュードライバーとオペレーションの内容に注意を払うこと
が成功の秘訣となります。投資家がプレディール段階から
バリュー拡大の機会を見抜き、ポストディールでこれを実
行することが出来れば、マーケットで報われるでしょう。

はじめに
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2009年上半期
アジア太平洋地域のM＆A概況

Source: Thomson Reuters, based on total domestic, inbound and outbound deals announced as of 30 June 2009

2009年上半期の、アジア太平洋地域における公表済みM
＆Aの総額は、世界全体のM&Aの減少と同様に、前年同
期比25％減の2,290億米ドルとなりました。2008年上半
期、2009年上半期ともにアジア太平洋地域は、世界全体
のM&Aの22％を占めました。 欧米金融機関で2009年第1
四半期に行われた、大規模な公的資金注入による資本再
構成を除外すれば、この割合はさらに高まります。

2009年上半期のM＆A件数は2008年下半期から18％の
伸びにとどまっていますが、2009年第1四半期から第2四
半期までの間にM＆Aが86％も伸びたのは注目に値する
でしょう。株式市場も同様に上昇しており、3四半期にわ
たって減少が続いたM&Aの冬に雪解けの兆しが見えてき
ました。個々の事例を見れば、以前より規模はかなり小さ
く、買手もデューデリジェンスや企業価値評価にあたってよ
り慎重になってはいますが、2009年4月以降M＆Aの実施
件数は目立って増えてきています。保守的になっている信
用市場環境を反映して、バイアウトの件数はごく少数に留
まっています。
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2009年のアジア太平洋地域におけるM&Aの中心は、以
前と同様、金融サービス、資源、エネルギー、情報通信の
各セクターとなっています。景気後退を受けて、工業セク
ターへの関心は低下しています。過去6カ月間に公表され
た主なディールは次の通りです。

金融サービス

• 三井住友フィナンシャルグループが、日興コーディア
ル証券および日興シティグループの日本国内株式と
債券引受業務を、58億米ドルで買収。

• 中国平安保険が、深セン発展銀行株式の30％を、32
億米ドルで買収。

• Samruk-Kazyna Fundが、BTA Bank JSC株式の
78％を、21億米ドルで買収。

資源

• リオ・ティントが、580億米ドルを投じて、BHPビリトン
と合弁会社を設立。

• 中国五砿集団公司（ミンメタルズ）が、オーストラリア
の銅、鉛、亜鉛、金などの鉱業会社オージー・ミネラ
ルズの資産の一部を14億米ドルで買収。

エネルギー

• 中国石油化工集団（シノペック）が、アダックス石油を
89億米ドルで完全買収。

• 投資家グループが、OAO MangistauMunaiGazを、
33億米ドルで完全買収。

テレコム

• バーティ・エアテルがMTNグループ株式の36％を、
114億米ドルで買収。

• ボーダフォンとハチソンが、25億米ドルを投じてオー
ストラリアで合弁会社設立。

不動産

• Chongqing Dongyuan Industry Development Co.
Ltd が、不動産ディベロッパーChongqing Jinke
Industrial （Group）Co Ltdを、20億米ドルで買収。

• 日本生命が、東京にある丸の内AIGビルを、ＡＩＧより
12億米ドルで買収。
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アジア太平洋地域内の2009年上半期の公表済みM＆A
規模は、金額ベースでオーストラリアが中国を上回り、これ
に日本とインドが続きました。

オーストラリアの急上昇は、リオ・ティントとBHPの580億米
ドルの合弁事業が主な要因で、これを除けば、2009年上
半期におけるアジア太平洋地域のM＆Aのうち、オースト
ラリアが占める割合は、現在の39％から17％となります。

中国とインドのM＆Aは主にＩＮ－ＩＮ案件でした。中国で
は、ＩＮ－ＩＮ案件が2009年上半期M＆A全体の5割を占
め、中国政府による景気刺激策、およびセメント、鉄鋼、金
融サービスの各セクターで進行中の統合推進政策がその
原動力となっています。インドにおいても、ＩＮ－ＩＮ案件が、
公表済みM＆A総額の過半を占め、そのほとんどが、事業
の統合・再編に関するものでした。

対照的に、2009年上半期における日本のM＆Aは、半分
以上が日本企業によるIN-OUT案件に関するもので、全体
的に低迷した市場、天然資源確保のための国の取組み、
飽和状態にある国内の食品・飲料市場からの海外進出が
ドライバーとなり、金融サービス、エネルギー、資源、食品・
飲料などのセクターにおけるディールが中心となりました。
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自動車

アジアの自動車メーカーにとって、2009年は、かねてより待ち望んでいた新興
国へのシフト開始の年となりました。中でもインドと中国の企業は、事業の海外
展開によって影響力を発揮し始めています。低迷から抜け出せず、多数の
OEM企業や関連サプライヤー企業が企業再編に着手している、あるいは着手
しようとしている、北米や西欧、日本といった先進諸国とは対照的です。今、
我々は自動車産業の歴史の変換点に立っています。これから、経営者の交代
が頻繁に起こり、業界の中心も欧米からアジアへと移行すると思われます。

現在の自動車業界は、構造、市場の両面の問題を抱えています。市場面で言
えば、欧米諸国の車両販売台数は30年ぶりの低水準を記録し、売上高は前年
同期比30％を超えるマイナスになりましたが、これは信用危機により、本来なら
ば充分にローンを組めるはずの顧客も自動車ローンが組めなくなったことが大
きく影響しています。構造面での問題には 、欧米先進国の過剰な生産能力、
長期的に資本コストを超えるリターンを得られない体質、グローバルな競争と消
費者需要の実態への対応のまずさなどが挙げられます。結果として、多数の欧
米OEM企業が、生き残りのため、あるいは法的破産手続による事業再構築の
ため、その関連サプライヤーベースとともに売りに出されています。

世界的な景気後退の影響は、アジア地域内でも国によって全く異なります。日
本、韓国、タイなど自動車産業が発達している国では、欧米と同様、市場の需
要激減に苦しんでおり、オーストラリアも縮小幅は小さいながら同様です。これ
らの国々の自動車メーカー（トヨタ、ホンダ、現代など、およびアジアに進出して
いる欧米各社）は、様子見の姿勢を取るか、一部の経営に行き詰まった欧米
OEM企業のように、不良資産を処分し始めるケースも出ています。

マレーシアやインドなどその他の国では、需要の低下はさほど深刻ではありま
せん。国内企業、外資多国籍企業とも、主に融資枠拡大を通じて集中投資を
行っており、中国の自動車産業の成長率を除外すれば、インドの自動車業界
の成長率は非常に際立っていると言えるでしょう。過去2年間、バラット・フォー
ジ やアムテック・オートなど多数のインドの自動車部品メーカーが、生産能力増
強、技術力獲得、拠点獲得のため、相次いで海外で買収を行いました。しかし
ながら、これらの買収は企業価値評価が最高水準にあった時期に行われたも
のであるため、景気後退によりインド企業の海外事業の一部は記録的な損失
を被りました。そのため、世界的に景気が回復して来たとはいえ、現時点でイン
ドの部品メーカーやOEM企業が買収を行うとしたら、ゲームのルールを根本か
ら覆せるような戦略的大規模買収か、新技術の獲得を目的とした小規模買収
のどちらかになるでしょう。好材料としては、インド国内の乗用車及び二輪車の
販売が回復したこと、ならびに、先頃発表された政府予算が、商用車の販売を
後押ししそうだということがあります。

Jeff Herrmann
Asia Pacific
Automotive Deals
Leader
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中国市場は、逆境を跳ねのけて15％を超える成長を実現し、その過程で米国
を抜き世界第一位の自動車市場に躍進しました。（2009年の中国の予想生産
台数は1,040万台で、米国の950万台を上回ります。）中国にとって現在の国際
金融危機は、その資金力を活かし資産を買収する絶好の機会であるため、中
国政府は自動車業界の統合を進める政策を発表し、優良企業による弱小企業
の吸収が進められています。海外進出については、財務内容がより健全で能
力の高い企業は、事業拡大を目的とする、技術力、海外販売力、車種ライン拡
張のためのブランド獲得を買収によって成し遂げることを検討していますが、中
国の国家政策としては、大型買収ではなく、むしろほどほどの規模（年商5億米
ドル程度）の海外企業から先端技術を獲得することを推奨しています。しかし、
それは公式見解であって、実際には、多くの中国自動車メーカーが、ボルボや
サーブ、オペル、ハマーなどのブランド買収を積極的に検討しており、特定の技
術の獲得に留まらず、メキシコやブラジル、東南アジアなどへの進出を視野に
入れている企業もあります。

このように中国とインドの動きが、相当数のアジア自動車業界のディールを牽
引しているわけですが、ブレーキとなる要素もいくつか存在し、それらの要素の
ために予定されたディールに問題が生じる可能性もあります。第一に、アジア
企業の多くは買収の手腕に長けているとはいえず、特に破産手続後の資産買
収については経験が不足しており、ディールを成功させるために必要なスピー
ドと柔軟性に欠けていることが挙げられます。海外資産買収を検討中の中国企
業の多くが、これに該当します。第二に、これらの企業に複雑な国際企業をダ
イナミックに経営して行くための人材が不足し、買収先の人材に頼らねばならな
い場合が少なくないことが挙げられます。いずれにしても、現在、欧米の自動車
メーカーの資産価値が過去に例がないほど魅力的になっていることと、欧米か
らアジアへの業界のシフトには数年を要するであろうことについては、衆目の一
致するところではないでしょうか。
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金融サービス

金融サービスセクターで公表されたディール総額は2009年上半期で216億米ド
ルと、昨年の990億米ドル（通年計）から大幅に減少しています（トムソンファイ
ナンシャルによるデータ）。第1四半期は、買手が皆無と言えるほどの状態とな
り、後の価格上昇を期待する売手が取引を手控える結果となりました。この第1
四半期中に公表された最大のディールは、三井住友ファイナンシャルグループ
による日興コーディアル証券、および日興シティグループの日本国内株式と債
券引受業務の買収（買収額58億米ドル）でした。第2四半期にはディールの幅
が拡大し始め、 中国平安保険が32億米ドルで深セン発展銀行株式の30％を
買収するという計画を発表し、他にもオーストラリアや台湾で大型のディールが
ありました。

M&Aの現況

アジアにおける金融サービスセクターの最近のM&Aは、第2四半期における資
本市場の大幅回復の恩恵を受けることとなりました。事業撤退による売却資金
を本国へ引揚げる機会を窺っていた資本不足の欧米の銀行や保険会社は、資
本市場の回復を契機に資金調達や資産の処分を実施しています。第3四半期
に入ってから、資産を売りに出している、あるいは既に売却した欧米の大手金
融機関は、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ANZ：オーストラリア・ニュー
ジーランド銀行へ一部アジア地域のリテール事業を売却） とAIG （子会社の南
山人寿（台湾の生命保険会社）の売却とアジアでの主要資産であったAIAとア
リコのスピンオフ計画を発表）です。さらに最近では、INGが、一部アジア事業を
含むプライベートバンキング部門の一部売却を検討中という報道がありました。

これらのディールに共通する点は、売手は再投資を行うために本国で資金調
達の必要性に迫られているという点です。注目されるのは、売却を公表した多く
の国際金融サービス企業が、コアビジネスの見直し後に撤退を発表しているに
も係わらず、将来、この地に再び事業展開することとなった際に冷遇されること
を恐れ、完全撤退を選択した企業がごく少数に留まったということです。今後
も、このような撤退案件の可能性はあるものの、小規模に留まるものと思われ
ます。

買手のプロフィール

2009年上半期に公表されたディールの買手側は、事業規模を一気に拡大でき
る千載一遇のチャンスを活用しようとするアジアの金融サービス企業や国内金
融機関などでした。ただし、現在に至るまで、中国が買手に含まれていないこと
は特筆すべきでしょう。景気の見通しが上向くにつれて、中国からの買手も現
れると予想されますが、既に、割安な案件はほとんど残されていないように思
われます。市場への信頼が戻れば、国際企業もM&Aを再開し、資産獲得競争
の激化により価格は押し上げられることとなるでしょう。

Matthew Philips
Asia Pacific
Financial Services
Deals Leader
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今後の見通し

銀行セクターでは、欧米の銀行に比べアジアの銀行は好調でしたが、アジアの
銀行は、マージンの改善につながる低コストの流動性の提供といった金融刺激
策や経済成長につながる国内の資金需要の喚起といった、共通した政策から
恩恵を受けてきました。これらの牽引策は、アジアにおいてより即効性のある
強力な効果を発揮すると考えられるのは、中央銀行から投入されるキャッシュ
の通り道としての銀行に対する信頼が高いことが大きな要因といえます。これ
らは短期的に銀行にとって棚ぼたの利益となり、また長期的に銀行が信用崩壊
リスクを軽減出来れば、 アジア地域の大企業にM&Aの機会を提供することと
なるでしょう。

保険および資産運用セクターでは、AIGの売却予定の資産を除いては、これま
でのところ大きな売却案件はありません。今後ほかの案件も市場に現れて来る
と予想されますが、もっと小型の案件になると思われます。

不確実性が長期化する中、当面は意欲ある買手と売手の間で、企業価値につ
いての合意がかつてないほど難航すると思われます。金融危機の真只中に
あったアジアで、金融サービスの好機をとらえた企業は、欧米の多数の案件よ
りも順調な成果を得られたようです。金融危機を抜け出しつつある今、今後の
課題は、全く新しくより厳格な規制が敷かれる環境下で成長し続け、利益を上
げられるアジア企業を見分けることでしょう。
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エンターテイメント & メディア

PwCが最近発表したレポート第10号『Global Entertainment & Media Outlook
2009-2013』では、今やデジタル化への変革は「避けて通れない」こと、さらに最
近の景気の低迷で、消費者はよりお得なエンタテイメントやメディアを求めてお
り、それがまさにこの変革に拍車をかけることとなるであろうことが、強調されて
います。また、2013年には世界全体の総広告費が2007年の水準を下回ると予
測されているため、エンタテイメントおよびメディア業界の企業は、今後新たな
収益モデルや、コストやリスクを分散する機会の模索に駆り立てられることにな
るでしょう。いずれの場合にも、メディア業界のバリューチェーンでのコラボレー
ション、およびテクノロジー・セクターのアプリケーションプロバイダーや情報通
信企業とのコラボレーションが数多く生まれることが予想されます。企業が例え
ばマイクロペイメントや革新的なブランドコンテンツのオペレータとコラボレー
ションを考えている否かによらず、ディールは不可欠です。ただし、このようなコ
ラボレーションには、完全なM&Aではなく、合弁や業務提携といった形態が多
いのが実情です。

企業価値評価に若干の修正が行われたとはいえ、インドやインドネシア、ベトナ
ムといった高成長市場への継続的な関心を除いては、エンタテイメントおよびメ
ディア業界のM&Aはあまり大きくはならないように思われます。しかし、コラボ
レーションや新たな収益モデルに関する小規模なディールについては可能性が
高いと思われます。また、デジタル分野における優秀な、特に広告分野におけ
る、人材の獲得に対しては引き続き関心が高いように思われます。

消費者がデジタルプラットフォームへと移行している今日、我々はまさに「変貌
する広告業界」を体験しています。この好機を活かすために、大手広告企業グ
ループは革新的なデジタル技術をもつ代理店を買収することを検討していま
す。

つまり、デジタルを制する者が覇者となるのです。

Marcel Fenez
Global Entertainment
& Media Leader
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情報通信

2009年上半期は、厳しいディール環境が続きました。2008年上半期の282件、
同年下半期の276件に続いて、2009年上半期に発表されたディールはわずか
2351件でした。しかしながら、ディール総額は大きく、10億米ドルを上回る案件
は2008年上半期2件、同年下半期3件から増加し、2009年上半期は4件ありま
した。うち1件は、中国の情報通信セクターの再編によるものです。

アジア地域には、世界で最も急速な成長を遂げている情報通信市場が3つ、す
なわちインド、インドネシア、中国があり、各国とも2桁成長を継続中です。実証
研究により、基本的な情報通信サービスの需要弾力性は低いことが明らかに
なっています。別の言い方をすれば、消費者は他の多くを犠牲にしても、通話
料金は減らさないのです。これは、株式市場が大荒れとなった時にアジアの通
信企業の資産ベータが概して低下していたことからも明らかです。

現在の経済環境は今後、半年から1年は続くであろうと思われます。この分野
のディールのポイントを以下にまとめました。

集約化

収益増加とコスト管理が引続き情報通信会社の主要課題となります。株式・債
券市場が低迷しているため、情報通信企業は、統合により規模を拡大し相乗効
果を得て競争力を高めようと、一層精力的にチャンスを模索しています。企業
のバランスシート次第では、買収という形を取ることもあるでしょう。業界第3位
と第4位のプロバイダーが合併あるいは「ジョイントベンチャー」という形で事業
統合する例が増えると思われます。2009年2月にオーストラリアで発表された
ボーダフォンとハチソンの25億米ドルを投じた合併がそのよい例です。

バランスシート上の価値の顕在化

債務の削減やコア・ビジネスに集中する必要に迫られ、情報通信会社は携帯
基地局などのインフラ資産を、成長性の高い事業部門から切り離す機会を模
索しています。例としては、インドのタタ･テレサービシズが、完全子会社である
Wireless TT Info Services Limited へパッシブ・インフラストラクチャ事業部門
（基地局約13,000基を保有）を切り離し、その後2009年1月に、同社株式49％
をQuippo Telecom Infrastructure India社へ8億米ドルで売却したケースがあ
ります。

海外での展開

国内市場が成熟し成長機会が減少していくのに伴い、アジアの情報通信会社
は国外に成長のチャンスを求めるようになりました。2009年5月、インドのバー
ティ・エアテルと南アフリカのMTNは、株式の相互持合いについての話し合いを
再開したと発表しました。もしこれが完全合併に発展すれば、単純合算で株式
時価総額600億米ドル規模となる可能性があります。これより規模は小さいも
のの同様に重要な買収案件として、2009年4月、中国移動（チャイナモバイル）
社が台湾遠伝電信株式の12％を525百万米ドルで取得した事例があります。
Notes

1. 出所: トムソンファイナンシャルによるデータ。2009年6月30日時点での、アジア太平洋地域における情報通信企業の公表済
みディール。

Andrew Parker
Asia Pacific
Infocomm Leader

Asia Pacific M&A Bulletin
PricewaterhouseCoopers

Mid-year 2009
19



ベトナムは、アジア有数の携帯電話市場になりつつあり、2014年までに携帯電
話契約者数が1億2,000万人を超えると予想するアナリストもいます。待望され
ている、国営通信企業4社の民営化は、まだ時期など詳細が確定していないに
も関わらず、多くの投資家の関心を集めています。ベトナム情報通信省は2009
年4月、Viettel、Vinphone、MobiFon、およびEVNとハノイテレコムの共同事業
体の4社に対して3Gライセンスを交付しました。

タイの国家通信委員会も、3G2.1Ghzライセンス4件を2009年9月に入札制で交
付することを検討中と発表しました。これにより、通信業者にタイ市場参入の
チャンスを広げることになります。

コンテンツとeコマース

技術が進化する一方、従来の音声サービスの1契約当たりの月間平均収入
（ARPU）が留まるところなく減少を続ける中で、情報通信会社はコンテンツ提
供事業とオンライン事業に乗り出すことを真剣に検討しています。2009年上半
期のディールのうち、3分の1以上がコンテンツ、eコマース、およびこれらの関
連技術の取得に関するものでした。2009年6月、NTTドコモは、eコマース情報
サービスを提供するオークローンマーケティングの株式を307百万米ドルで取
得しており、2009年2月には、Telstraが中国企業2社、消費者向けモバイルコ
ンテンツ提供会社のChina Mと、チャイナモバイルで急成長している携帯音楽
配信プラットフォームにテクニカル・サービスを提供しているSharp Point を、約
155百万米ドルで買収しています。また、2009年1月には、KTF Music Corp が
Korea Telecom Freetelのオンライン音楽配信サービス部門を買収した事例
も、規模は比較的小さいながら、業界のコンテンツに対する関心の高まりを示し
ています。

アジアでは携帯電話事業も、非常に堅調です。たとえば、中国の通信大手3
社、チャイナテレコム、チャイナモバイル、チャイナユニコムは、3Gの製品開発
とネットワーク構築のため、2009年から2010年までの間に400億米ドルを投じ
る計画です。中国インターネット情報センターによれば、中国のインターネット利
用者は今年上半期に3億3,800万人に達し、携帯電話によるインターネット利用
者は、3Gサービス開始が追い風となり、同時期に32％増加して1億5,500万人
となっています。

次世代ネットワーク（NGN）

シンガポール、ニュージーランドの両国政府が 次世代ネットワークへの投資計
画を発表してまもなく、2009年4月にオーストラリア政府が発表した計画は多く
の関係者を驚かせました。オーストラリア政府が新会社を設立、国営のブロー
ドバンドネットワーク （NBN）を敷設運営し、各家庭や企業に超高速インター
ネット回線を供給するというものです。新会社はFTTPネットワーク網の構築に
340億米ドルを投じる計画で、これによりオーストラリアの家庭、学校、企業の9
割がカバーされる計画です。オーストラリアのインフラ事業でこれほど大規模な
プロジェクトは前例が無く、世界有数の野心的なFTTPプロジェクトと言えます。
オーストラリア政府は同時に、広範囲に規制の見直しを開始すると発表しまし
た。今後テルストラ社に対してホールセールとリテール分野のより厳格な分離
を求め、ケーブルテレビ局の資産やコンテンツ、あるいは無線通信事業免許の
所有に関しても新たに規制対象となるとの憶測を呼んでいます。

この発表の波紋は広く通信業界の隅々にまで広がりましたが、最も影響を受け
るのはテルストラ社でしょう。今後、NBN計画の詳細と新たな規制の内容が明
らかになれば、大規模なM&Aの可能性が見えてくるでしょう。

Asia Pacific M&A Bulletin
PricewaterhouseCoopers

Mid-year 2009
20



インフラ

2009年第1四半期と第2四半期のアジア太平洋地域におけるインフラ関連の
M&A件数には、まだ世界金融危機の影響が色濃く残っており、インフラ・ファン
ドは純資産価値と株式時価総額のギャップをどう埋めるべきかに頭を悩ませて
います。現下の市場環境において、多くのファンドの有利子負債水準が高いた
め、リファイナンアス・リスクが著しく上昇しています。そのため、資産を売却せ
ざるを得なくなったファンドも多数あり、特にオーストラリアでその傾向が目立ち
ます。しかし、現在は買手市場であり、売手の期待資産価格がいまだ見直され
ていないものもあるため、今期実際に成立したディールの数は限定的でした。

2008年第4四半期以降、多くの国々で様々な景気刺激策が発表されましたが、
その多くは輸出の減少分を埋めるべく内需の活性化を図るもので、インフラ・プ
ロジェクトに主な重点を置いています。中国は、鉄道、高速道路、空港、送電線
網などのインフラ構築プロジェクトと、農村部と都市部の貧困地域住民の生活
水準を向上させるためのプロジェクトに特に重点を置いた、5,850億米ドル（4兆
元）の景気刺激策でアジア地域をリードしています。これらのプロジェクトは、ほ
とんどの場合、国内企業に優先的に発注されますが、最先端のノウハウを提示
することができれば、特に電力、下水道、公衆衛生などのプロジェクトにおいて
は、海外企業にもパートナーという形で参入のチャンスはあるでしょう。

アジア地域の主なグリーンフィールド・インフラ・プロジェクトは次の通りです。

• 中国／香港： 中国本土、香港、マカオを結ぶ珠海・香港・マカオ海上大
橋、投資額55億米ドル。建設開始は2009年後半の予定。 ／ 中国・シン
ガポールの共同プロジェクトである、天津エコシティ計画 ／ 珠江デルタ
地区改革発展計画／ 中国主要各都市での軽量軌道計画

• シンガポール： ジュロン島の石油製品貯蔵能力を増強するための、地下
岩石洞窟の石油貯蔵庫建設／スポーツハブ建設計画

• マレーシア： イスカンダル自由経済開発区域

• ベトナム、インドネシア、フィリピン： 電力、港湾、道路建設などに重点を
置いた様々なインフラ開発計画

• オーストラリア： 2009年4月、ラッド政権が発表した306億米ドルの全国
高速ブロードバンド網構築プロジェクト／道路及び鉄道建設プロジェクト多
数／小規模なプロジェクトとして上下水道、学校、病院への投資

今期の主要なインフラ案件には次のものがあります。

• 中国／香港： 天津港発展ホールディングスが、上海株式市場に上場する
関連会社天津港ホールディングスの株式を14億米ドルで取得することに
合意。天津市が港湾関連資産を整理して海外で資金調達を行うことが目
的。

• マレーシア： ジョホール州の上下水道会社でRanhill Berhad の完全子会
社SAJ Holdings Sdn Bhdが、水道関連の資産を連邦政府所有の管理会
社Pengurusan Asset Air Bhdへ8億米ドルで売却することに合意。マレー
シアの上下水道セクターは、負債を抱えた水道会社のサービス向上に向
けた事業再構築の途上にある。

• オーストラリア： ディールの多くは、インフラ・ファンドが直面しているレバ
レッジ問題によるもの。今期中の大規模ディールは、マッコーリー・コミュニ
ケーションズ・インフラストラクチャー・グループがカナダ年金制度投資委
員会へ16億米ドルで売却された1件のみ。この他にも多くが交渉中案件だ
が、そのうち2件（アシアーノとHastings Diversified Utilities Fund）は、売
手が資産を安値で切り売りする代わりに株式による資金調達を行うことを
決定。

Clara Cutaja
Asia Pacific
Infrastructure Deals
Leader
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今後数カ月間のインフラ・セクターの見通しは明暗まちまちです。ディール件数
はスローダウンしたままの状況が続くと見られますが、負債水準の高い、特に
オーストラリアの一部のインフラ・ファンドや企業は、事業の再構築を継続し、銀
行との借入契約更新の交渉、資産の売却、資本調達の代替方法の検討を進
めるでしょう。戦略的に株式を非公開化するところもあるかもしれません。他
方、各国政府によるインフラ重視の景気刺激策に牽引され、アジア地域、特に
発展途上国でのグリーンフィールド投資の機会は増大するものと思われます。

Stimulus packages > US$20 billion

Asia Pacific M&A Bulletin
PricewaterhouseCoopers

Mar 09Fiscal expenditureUS$22 billion

Jan 09Fiscal expenditureUS$27 billion

Dec 08Fiscal expenditureUS$26 billionKorea

Mar 09
Infrastructure investment over 3
years （2010 - 2012）US$44 billion*Thailand

Feb 09“Nation Building and Jobs Plan”US$29 billionAustralia

Aug 08 - Apr 09Fiscal expenditure & tax cutsUS$220 billionJapan

Jan 09Healthcare reformUS$124 billion

Jan 09
Expedited spending of planned
projectsUS$88 billion

Nov 08Fiscal expenditureUS$585 billionChina

Date
AnnouncedDescription

Stimulus
packageCountry

Source: United Nations ESCAP
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保険

アジアの保険業界のM&Aにとって、2009年はエキサイティングな1年と言えそ
うです。すでに、2009年上半期には2008年と同様に、活発な動きがありまし
た。AIGがアリコを含むアジア地域の事業売却計画を発表したことが弾みをつ
けたとも言えます。

関心は高く、活発な取引が続いているにもかかわらず、実際に成立したディー
ルは少数にとどまりました。案件が成立しなかった要因は、価格のギャップや、
「不良資産」の程度に対する懸念、買手自身の財務基盤の不確実性であり（前
号のレポートにも書かれている通り）、これは2009年上半期も変わりません。

AIGの案件に国内外の大手バイヤーが見せた関心の高さは、アジアには保険
事業のM&Aに対する強い需要があるという我々の見解を裏書きするものでし
た。国際的に事業を展開している多くの保険会社にとって、アジアは成長戦略
の観点から非常に重要な市場です。それは、経済成長を続ける大きな新興市
場でありながら、その多くの国では、特に欧米に比べて保険の普及率が低いた
めです（図1及び2参照）。アジアの多くの保険会社も、引き続きアジアに注目し
ており、1国の市場に焦点を絞る戦略を採る会社もあれば、収益源の多様化の
ため近隣諸国に展開する戦略をとる会社もあります。

Sam Kok Weng
Asia Pacific
Insurance Deals
Leader
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2009年上半期の保険業界におけるM&Aの75％はアジア地域内でした（図3参
照）。アジアのディールの多くは、金融危機の渦中でも多大な損失を免れ、結果
として現在も買収に必要な資金力を蓄えているとされる中国および日本の保険
企業が中心となっています。50百万米ドルを超えるディール7件のうち、4件が
中国および日本の買手によるものでした。
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向こう6カ月間の見通しも明るさを保っています。大型のディールにお
いて、中国と日本の買手はさらに増えるものと見られ、プライベートエク
イティ会社の参入の可能性も予見されます。中国と日本以外の世界企
業はソルベンシーIIなどの必要資本の導入に対応しなければならない
ため、間接的に提示価格に影響が出る可能性があります。貴重な資本
ですから、様々な買収機会を想定して社員教育を実施したところで、最
終的に取り組む案件は1つか2つの大型ディールに絞られるでしょう。
外資の大手保険会社であれば、考えられる可能性は、複雑な保険商
品を開発するノウハウを持たない現地企業のパートナーとなるか、また
は各市場において画期的な流通チャネルを発掘することでしょう。合弁
という形態は必ずしも有利な市場参入方法ではありませんが、必要資
本金を分担出来るという点からすれば、現実的な選択肢となりえます。

また、今後さらに多くの保険会社および保険会社の持株会社が、保険
事業以外のノンコア事業の売却を継続すると思われます。資本要件が
厳格化される中、真剣に保険事業を行おうとする企業でなければ、「保
険事業を続ける」ことは、合理的とは言えないのです。

アジア地域における保険セクターの自由化により、M&Aは増
加すると予想されます。すでにマレーシアでは、保険会社へ
の外資出資比率の上限を70％まで認めるとの発表がありま
した。長期的にはインドやインドネシアなどの国々も同様に、
保険自由化へ進むと思われ、最近の選挙の結果からも、金
融サービスセクターの改革が促進されると予想されていま
す。他のASEAN諸国も、2015年のASEAN金融自由化政策
目標の実施に向け、国内企業の競争力強化を図るため、保
険分野を開放していくものと考えられます。
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このような状況の中、噂されているAIAの新規株式公開（IPO）による上場は、
アジア地域での競争をさらに加速すると思われます。ただ、この上場が半年以
内に実現する可能性は低いようです。

2008年の保険業界の流行語は「タカフル」（イスラム教義に基づく保険）でした
が、2009年に最も注目を集めているのは「マイクロ保険」です。アジアの巨大な
人口（推定39億人）、平均経済成長率6.3％、低い保険普及率を考え合わせる
と、中国、インド、インドネシアなどでのマイクロ保険の将来性は非常に大きいと
予想できます。この保険のモデルがどのように持続可能性と収益性を兼ね備え
たビジネス様式に発展して行くかは、興味深いところです。

最後に、PwCのレポート『The Outlook for FS M&A in Asia』中の一文を引用し
て締めくくりたいと思います。「富は、勇気ある者に微笑む」。現在の環境は、不
確実であると同時に、かつてないほどのチャンスに満ちています。継続的な成
長、重大なリスクの回避、買収チャンスの活用といった多様な要求に、適正価
格で対処することのできる企業が、この危機を乗り越え、浮上して行くことでしょ
う。
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鉱業 & 資源

2008年後半、資源セクターは危機に見舞われました。資源価格が急落し、多く
の中小企業は倒産またはその寸前まで追い込まれ、鉱業大手の中にも多額の
債務返済の重圧に苦しむ企業が出ました。企業はコスト削減を迫られ、リオ・
ティントは1万4,000人の従業員を削減、BHPビリトンはレーベンズソープのニッ
ケル精錬所を閉鎖しました。また市場環境の悪化に伴い、様々な投資について
の減損処理が行われましたが、鉱業各社が最大の危機に直面していた年末、
資源価格は上昇に転じ市場は回復に向かうこととなりました。株式市場の回復
により、待望の資金調達のチャンスが到来し、企業はバランスシートを建て直
し、次のM&Aの波（その多くは業界統合の動きによるものです）に備えようと、
公募増資や株主割当増資を次々に実施しました。

マーケットの地合いには、まだ不安が残っているため、最近の資源価格や株価
の急騰が直接的にM&Aの増加に結びつくには至っていません。2009年上半期
のディール総数は、2008年下半期に比べて10％減少しました。件数は減りまし
たが、ディール総額は増加しています。これには6月に発表されたリオ・ティント
とBHPビリトンによる鉄鋼石事業の合弁が大きく寄与しています。

2009年前半のアジア太平洋地域での鉱業&資源関連ディールのほとんど（約
80%）は、オーストラリアと中国の企業によるものでした。中国の買手はアジア
のディールにおいてますます重要な役割を担っており、中国の国営企業による
投資が数件続いています。6月には多額の債務を抱えたオーストラリア企業
オージー・ミネラルズが、中国五砿集団公司（ミンメタルズ）に資産の大部分を
13.9億米ドルで売却することに合意しています。3月には中国の鉄鋼大手、湖
南華菱鋼鉄集団がオーストラリアの鉄鉱石メーカー、フォーテスキュー・メタル
ズ株式の17％を771百万米ドルで獲得しました。

シンガポールでは、中国石油天然気（ペトロチャイナ）が石油精製会社であるシ
ンガポール石油の45％を約10億米ドル相当で取得、2009年8月には全株式の
取得に動くと見られています。インドネシアのPukuafu Indah PTが金及び銅の
採掘会社Newmont Nusa Tenggara PT（NN）の7％を427百万米ドルで追加
取得し、同社への出資比率を27％に引き上げました。

2009年最大のディールは、鉱業大手のリオ・ティントと同業のBHPビリトンによ
る合弁会社の設立でした。リオ・ティントは、中国アルミ業公司（チャイナルコ）か
らの195億米ドルの買収提案を拒絶し、BHPビリトンとの合弁を進めました。折
半出資によるこの生産合弁会社は、両社が保有する西オーストラリア州の鉄鉱
石事業に関する全資産を対象としています。BHPビリトンはリオ・ティントに58
億米ドルを支払い合弁会社の株式を取得します。不況の最悪期を脱したと見ら
れる現在、両社の合弁は、鉱業大手が残された高品質資産を巡って競争し、競
合他社との統合によりコスト削減を実現しようという、今後の業界統合のトレン
ドを反映したものと言えるかもしれません。スイスのエクストラータも、先頃、ロ
ンドン上場のライバル会社、アングロ・アメリカンに対等合併を打診しました。互
いに統合することで欧米諸国の老舗巨大企業は、急速に成長する新興国の鉱
業各社の追随に水をあけようとしています。

信用緩和と貸出条件の緩和に続き、ディールの活発化、および資源価格の持
続的な上昇の兆候が現れており、2009年後半は期待できそうです。新規株式
公開（IPO）市場に明るさが見え始めていることも、今年下半期のM&Aが増加
する兆候といえるでしょう。

Jock O’ Callaghan
Asia Pacific Mining &
Resources Deals
Leader
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石油 & ガス

2009年、石油＆天然ガスセクターのM&Aは堅調で、非常に大型のディールも
数件ありました。

中国の国営石油・ガス企業による、川上、川中事業に係る大型ディールが発表
され、中国に再びスポットライトが当たりました。中国石油化工集団（シノペック）
による、72億米ドルでのアダックス石油（カナダ及びイギリスで上場、本社はス
イスで、西アフリカとイラクに資産保有）の買収提案、中国石油天然気（ペトロ
チャイナ）によるシンガポール石油の23億米ドルでの買収、などを例に挙げるこ
とができます。また中国石油天然気集団（CNPC）によるVerenex Energyの資
産買収は、後者のリビアに保有する石油権益の先買権行使についての最終決
定待ちとなっています。

インドネシアは国内取引が活発で、プルタミナによるBP North West Java の買
収をはじめ、中国の安中資源によるPT Surya Energi Rayaへの投資、United
Energy によるPC （NAD） International の買収提案（進行中）など、多くの
OUT-IN 案件がありました。

日本と韓国でも大型ディールが実施されています。日本では住友商事が北海
油田権益拡大のためオレンジナッソーエナジーを8.86億米ドルで買収し、韓国
では韓国石油公社がコロンビアのEcopetrolとともに、米国に本拠を置く
Offshore International Group を9億米ドルで買収、また、韓国のDSME E&R
ならびにPENCO EnergyがPT Syabas Usaha Migasへの投資を行いました。

2009年8月のベンチマーク原油価格は、2008年末から約50％上昇していま
す。アジア企業は、今後も世界を視野に入れ、アジアに投資しようとする国際企
業や、国内またはアジア域内での統合を目指す企業などによって、アジアの
M&Aは今年後半も引き続き堅調に推移するでしょう。

Ken Su
Asia Pacific Oil & Gas
Deals Partner
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製薬 & ヘルスケア

アジア太平洋地域における製薬及びヘルスケア・サービスセクターのM&Aは概
ね引き続き活況1ではあるものの、2009年上半期は世界金融危機の影響を受
け、ディール総数、ディール総額共に若干の減少を見ました。2008年上半期の
ディール総数が339件であったのに対し、2009年上半期には282件に留まりま
した2。

しかしながら、このセクターの市場ダイナミクスに大きな変化はありません。医
薬品の製造部門と販売部門の市場統合、安価な後発医薬品をめぐる競争、製
品パイプラインの強化などが、今後もディール増加の原動力となるでしょう。

中国とインドでは、多くの国内ディールを通じて、現在の細分化した製薬市場が
統合されつつあります。2009年上半期には、両国のディールの3分の2以上を
IN-IN案件が占めました。激化する競争や規制強化、薬価引き下げを要求する
社会的圧力などにより、これら新興市場では非常に多くの中小製薬企業が苦
境に立たされている現況が見てとれます。一方、2008年以降、医薬品販売部
門の合併も、数件実施されています。この傾向は、スケールメリットが存続のカ
ギとなる製造部門や販売部門で今後も続く可能性があります。

後発医薬品部門では、日本の第一三共株式会社による、インドの後発医薬品
メーカー、ランバクシーの50億米ドルでの買収が2008年最大の案件でした。
2009年に入っても後発医薬品セクターには活発な動きが継続し、巨大製薬企
業がインドや中国など新興市場の高い成長率と低い生産コストに強い関心を
示していることがわかります。景気低迷のため、新興市場の企業価値評価はま
すます魅力的になっています。

アジア地域最大の製薬国である日本では、2009年上半期に数件のIN-OUT案
件がありました。Jade Subsidiary Corporation（武田薬品米国法人の子会社）
によるIDM Pharma Inc. の70億円での買収、Sciele Pharma, Inc.（塩野義製
薬子会社）によるVictory Pharma の143億円での買収などです。また、中国企
業も海外に新製品や技術、新市場を求めており、今年上半期には、Wuxi
Pharma Tech による米国App Tec Laboratory Services の163百万米ドルで
の買収が成立しています。不況によりこれらの国々からの投資がスローダウン
したとはいえ、主力企業が新製品やR&D強化を求める傾向には変わりありま
せん。

台湾のバイオテクノロジー市場は、アジア太平洋のほかの地域に比べ規模こ
そ小さいものの、非常に高度に発展しています。台湾政府が2009年に発表し
た促進プログラム等を盛り込んだ新政策の施行や、中国との協力関係が強化
されつつあることも、このセクターでM&Aを活性化する要因となるでしょう。ま
た、台湾では以前よりIT産業が発達しており、IT技術に医療機能を組み合わせ
れば、需要が増加している遠隔医療ソリューションの開発が可能です。この分
野も新たなM&Aを生む可能性を持っています。
Notes

1. 親会社が他地域で世界規模のM&Aを実施したために生じる、アジア太平洋地域の子会社のM&Aは、このレポートでは除外し
ています。

2. 出所: Thomson Onebank

Ruth Dobson
Asia Pacific Pharma
& Healthcare Deals
Leader
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プライベート・エクイティ

2009年は、市況の低迷および貸付制限が続いたため、上半期のプライベート・
エクイティ（PE）のM&A（全地域の公表額総計329億米ドル）は、前年同期比で
78．8％も減少しました。2009年上半期のフィナンシャルスポンサーによる投資
は、公表済みディールのうちわずか3.5％に留まりました。PEのリターンは他の
資産クラス同様ふるわず、PE全体の内部投資収益率（IRR）（全世界）はマイナ
ス27％でした。投資家が引き続きPEへ強い関心を寄せているとしても、現在の
主な関心事が銀行借入のリファイナンスやポートフォリオ企業の銀行借入の見
直し、そしてこれら既存の投資の建て直しである以上、ファンドの新規調達には
相当の時間がかかる見込みです。この先数年の間にPE投資を、特に業務改
善を提案する投資を行えば、将来、素晴らしいリターンを得られると思われま
す。

アジア太平洋地域では、15カ月ほど前、まずオーストラリアとニュージーランド
でPE案件が減少に転じ始めました。中国では2008年第4四半期にマーケット
が減速したものの、既に回復の兆しを見せています。他地域では、日本がPE
以外の金融サービスセクターのM&Aで若干の増加傾向を見せた一方で、タイ
では政情不安がM&Aに影を落としています。マレーシアでは規制分野の自由
化により、新タイプのシングル／フォーカスファンド（不良債権買い取りファンド、
イスラムのインフラファンドなど）の存在が、今後好材料となる可能性がありま
す。

経済状況や低いパフォーマンスにも関わらず、未だに非現実的な高値を期待し
ている売手と、資金不足が足かせとなりM&A動向は低調です。貸し手の融資
意欲は2,500万米ドル規模であるため、企業価値5億米ドルのディールにはとど
かず、社債市場やメザニン債が短期的に回復する見込みも薄いと言えます。ま
た、ベンダー・ファイナンスがより利用しやすくなるという話もありますが、まだ市
場でその事実は確認されていません。好材料としては、現在市場にファイナン
ス・パッケージつきのディールが多数出ていることや、PIPEディール（公開企業
による私募増資）への関心が再び高まっていることなどです。また、グローバル
なPEファンドと政府系ファンドが、支払能力の問題ではなく短期流動性の逼迫
に苦しむ一流企業数社に対し、経営基盤を固めるための投資を引き受けてい
ることも挙げられます。

PEファンドの関心は引き続き、現状維持と既存ポートフォリオの強化に集中し
ているため、LBOセクターでの動きが再び活発になるにはまだ時間がかかると
思われます。短期間で自社のパフォーマンスを安定させ、ステークホルダーの
信頼を回復したいポートフォリオ企業には、短期戦略に基づいた事業の見直
し、キャッシュフローの最適化、戦略オプションのシナリオ分析などが必須で
す。ポートフォリオ企業の経営安定化を支援するため、こういった戦略見直し策
を積極的に投資家と共有するPEファンドが増えています。世界金融危機が実
体経済に影響を及ぼし続ける中、消費手控えを反映してEBITDA倍率が低下
し、時価総額が下降圧力にさらされているため、2010暦年あるいは2011暦年
までは既存ポートフォリオの投資を保有せざるを得ません。先頃も破たんした
例がありましたが、PEファンドの中には、これらの行き詰った投資先を支援して
いる現状に関して困難な決断を迫られるケースも出てくるでしょう。

明るい材料としては、特に健康関連セクターで、2006年や2007年の投資案件
に対する同業の買手による関心が再び高まっていること、株式市場の回復を
待っている新規株式公開（IPO）案件に並行してM&A案件が多数あることなど
です。

Charles Humphrey
Asia Pacific Private
Equity Leader
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ディールの件数では、PEファンドは多額のディール資金を株式で支払う傾向に
あり、また、比較的現実的な値がついていると思われる中小の上場企業を対象
にしたマイノリティ投資案件への関心が高まっています。今後マイノリティ投資
は加速的に増えていくと思われますが、債券市場が回復すればPEファンドは
支配権を確保するでしょう。また、2010年まではボルト・オンやセカンダリー案
件が増えるでしょう。加えて、比較的規模の大きいPEファンドが運用手数料を
引き下げていくことも予想されます。

2008年のアジア地域のPEファンドは、消費財、サービス、製造業セクターで活
発に動きました。現在は、キャッシュフローが安定し抵抗力も高い、ヘルスケ
ア、製薬、インフラなどの分野への関心が高まっています。
今後9カ月から1年間は、2007年の最盛期に比べ、ディール総数もエグジット数
も少数で、保有期間が長引き、ディールが小型化した状態が継続すると予想さ
れますが、非常に優れたリターンを得られる案件もいくつか出てくると思われま
す。適切かつ機敏に対応するPEファンドであれば、こういった案件に乗ることが
できるでしょう。また、投資状況のあまり良くないファンドであっても、ポートフォ
リオ企業から持続的価値を創出することは可能だと思われます。

2009年の後半には、PEファンドは現在のポートフォリオ投資を安定させ、市場
が通常の投資パターンに戻った時に良好なポジションを取るための足場を固め
ることに注力するでしょう。2009年上半期は減速しましたが、2010年中盤に
は、ディール総数も回復し始めるものと思われます。ただし、出てくるディール
はこれまでとは全く異なり、マイノリティ投資、現オーナーとのパートナーシッ
プ、政府系ファンド、および大手のリミテッド（有限責任）パートナーや企業との
共同投資が増えるでしょう。このような新しい投資のパラダイムに適応するファ
ンドが、新たな経済で繁栄していくことでしょう。
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小売 & 消費財

小売・消費材セクターは、全体として、その他の多くのセクターに比べて良好に
推移していると言えます。このセクターの今後半年間のパフォーマンスは、失業
率、消費者信頼感および企業の景況感、そして企業の資金調達能力がカギと
なるでしょう。

2009年度のオーストラリアの小売・消費財セクターのM&Aは、好況時に比べ、
少数に留まりました。プライベート・エクイティ（PE）による活動も大幅に減少しま
したが、これは主に銀行が設けたPEへの貸し出し枠の影響です。PEによる投
資が減少したことにより、事業会社、特に強固な財務基盤を有する企業にとっ
て、資産購入に比較的有利な状況となりました。バリュエーションが全面的に低
下したことにより、売却せざるを得ない状況にならない限り、市場では売り控え
るオーナーが多くなっています。資産売却は皆無ではありませんでしたが、比
較的小型の案件がほとんどでした。しかしここへ来て、過去半年の間に飲料分
野で日本企業による大型買収が2件ありました。2009年4月、アサヒビールが
キャドバリー・グループよりシュウェップスを買収し、また同月、キリンホールディ
ングスがオーストラリアのビール会社ライオン・ネイサンを買収しました。

最近では、5月にウールワースがMacro Life （オーガニック食品の小売店）から
最大9店舗を買収する計画が発表され、6月にはAustralian United Retailers
Limited （FoodWorks）がColes Supermarkets（Wesfarmers所有の小売業）
からスーパーマーケット45店舗と関連会社Liquor Landの8店舗を買収すると発
表しました。後者の買収額は3,500万豪ドルで、同社にとっては2007年の株主
割当増資以来最大の成長となります。また、Colesはこれに先立つ4月中旬に、
オンライン薬局Pharmacy DirectのRX Direct Pty Ltd.への売却に合意してい
ます。

世界金融危機が続く中、中国経済は主に輸出減少により減速しました。しか
し、金融危機で中国が受けた影響は、他の多くの国ほど深刻ではありません。
5月の中国の消費者物価指数は前年同月比1.4％減と4カ月連続で低下し、こ
の影響で、過去6カ月間に成立したディールも減少しましたが、事業会社やPE
はともに引き続き熱心に中国での投資機会を窺っています。今年の特筆すべき
現象として、中国企業による海外の安価な資産購入への動きが挙げられます。
例えば、蘇寧電器が、日本の家電販売チェーンのマイノリティ株式を取得した
事例などです。これは小型ディールでしたが、多くの中国企業による同様の戦
略はトレンドになりつつあり注目に値するでしょう。

インドの小売・消費財セクターも、世界的不況の影響を免れませんでした。
2009年上半期におけるインドでのM&AやPEによる投資は件数、金額ともに前
年同期比ベースで減少しています。現況は、大半の小売・消費財企業は、当面
の課題を乗り越えることに集中しているということでしょう。公表データによれ
ば、今年1月以降のインドのM&AおよびPEのディールのうち、小売・消費財関
連は約6％にとどまりました。特に、慎重になっているPEのディールが減少して
います。

Carrie Yu
Global Retail &
Consumer Leader
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今後の見通しとしては、現在資金難に陥っているインドの小売業者の多くが、
新たな資金流入のチャンスを模索するものと思われます。健康、ヘルスケア、
ジュエリーなどが、PEファンドやストラテジックバイヤーが関心を寄せる分野で
す。これからのインドの消費者の生活や習慣、行動や嗜好にたいして、ライフス
タイルや健康志向が果たす役割の拡大にともない、これらの分野の成長が期
待されます。

計140件のM&Aが日本の小売り・消費財セクターで公表され、うち88件が今年
上半期に完了しています。日本の小売・消費財セクターでは、引き続き水平統
合や垂直統合が行われるでしょう。また、大企業数社は海外での企業買収に
積極的な姿勢を維持しています。以前から多数公表されてきた百貨店の大型
合併が今年上半期に発効し、さらに髙島屋とエイチ・ツー・オー・リテイリング（こ
れ自体も阪急百貨店と阪神百貨店の合併により設立された新会社です）が提
携を協議中との噂も聞かれます。こうした統合により、歴史を持つ百貨店の老
舗が、4つの大規模グループへと姿を変えつつあります。三越伊勢丹ホール
ディングス、ミレニアムリテイリング、J. フロントリテイリング、エイチ・ツー・オー・
リテイリングの4社です。

専門店分野では、ファーストリテイリングが株式公開買付によりリンク・セオ
リー・ホールディングスの株式100%を約3億米ドルで取得しています。同社は
国内外での更なる買収に意欲的な姿勢を見せています。また、印刷及び半導
体製品の大手である大日本印刷株式会社が、書店チェーン2社（ジュンク堂書
店とブックオフ）の過半数の株式を有する大株主となりました。以前より出版会
社による書店経営は珍しくありませんでしたが、大日本印刷によるこの買収
は、書籍ビジネスにおける、印刷会社（物理的な本の製造）、出版社（コンテン
ツ制作）、そして書店（販売）の垂直統合へのシフトを予感させるものとして注目
に値します。

食品・飲料セクターでは、昨年オセアニアやアジア地域で大型買収を実施した
大手飲料企業が、今年も活発にディールを行っています。キリンホールディング
スは1,316億円を投じてフィリピンのサンミゲルビール株式の持株比率を48％
に引き上げる計画を発表し、一方でアサヒビールは中国の青島ビールのマイノ
リティ株式をベルギーのアンハイザー・ブッシュ・インベブから593億円で獲得し
ました。他のIN-OUT案件は比較的小型で、例えば、井村屋製菓がロサンゼル
スに本拠を置くアイスクリームメーカーLA/I.C. Inc.株式の83％を4億円で取得
している等です。国内では、乳業セクターで統合が続いており、昨年の明治乳
業と明治製菓の合併に続き、雪印乳業と日本ミルクコミュニティが新持株会社
を設立して130億円規模の合併を行うと発表しています。

WTO協定遵守のため、ベトナム政府は2009年1月より、外資小売業に門戸を
開き、100％外資による小売・流通業への参入が可能となりました。ユニリーバ
は6月、ユニリーバ・ベトナム株式の33.33％を現地のパートナー会社ベトナム
化学公団（ビナケム）から買い取ることを発表し、3月にはSABミラーがビール製
造卸のSABMiller Vietnam JV Co Ltd 株式の50％を、合弁パートナーの乳製
品製造販売会社、ベトナム乳業株式会社（ビナミルク）から取得しています。
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また、ベトナムでは国内企業2社で注目すべきディールがありました。ベトナム
の日用品メーカーの中では屈指の急成長を続けている非上場会社
International Consumer Products Corp （ICP）が、Thuan Phat Foodstuff
Joint Stock Company 株式の51％を取得したディールです。ユニリーバとSAB
ミラーによるディールは、外資大手多国籍企業のベトナムへのコミットメントの
高さを示すものですが、ICPのディールは、金融危機を契機にビジネス拡大を
目指す企業がある一方で、ノン・コアビジネス資産の売却を進める企業が増え
ているという二重のトレンドを示しています。既にベトナムに定着している、ドイ
ツのメトロ、フランスのBig C、韓国のロッテマートなどの外資企業も拡大を続
けています。今後さらに合併と大手参入は続くと見られています。

タイでは過去半年間に目立った買収の動きはなく、企業グループ再編による
M&Aが数件あったのみでした。うち最大規模のディールは、Minor
International PCL によるMinor Corporation PCLの買収でした。このほかに
も、S&P Syndicate PCL によるPatra International Restaurant 株式の90％買
収、タイ・ビバレッジによるChang Beer International とMae Khong Distillery
Co., Ltdの買収などがありました。買収やパートナーシップによる市場参入に関
心を寄せる投資家もあることから、市場の成長性と政情の安定性に投資家が
確信をもてるようになれば、そういったM&A案件が発生しはじめることに期待で
きます。

フルーツジュースや缶詰、穀物飲料でタイ市場をリードしているMalee
Sampranに対する、海外投資家による戦略的な動きもありました。これに加
え、ネスレなどの大手も引き続きタイ市場での事業拡大に期待を寄せていま
す。政情不安や世界的な金融危機などの要因が、消費者信頼感（コンシュー
マー・コンフィデンス）にネガティブな影響を与えましたが、CPグループ、SCG、
Minorグループなどの大手は、引き続き地域内での買収に意欲的です。
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Regional Economic Indicators
Asia Pacific Macroeconomic Indicators – Mid-Year 2009
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買収後経営統合に向けたPwC独自のアプローチ
ポスト・ディール・インテグレーション

コアビジネスの成長機会への注力を怠らず、通常業務の遂行、他の変革プロジェクトとの
バランスを保ちつつ、効果を生む

買収後経営統合とは?
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組織変革
ポストディール

における
統合作業

買収、鑑定、査定

• 業界、市場分析、ターゲッ
トの識別

• 価値評価と財務デューデリ
ジェンス

• 戦略的マーケットレビューと
評価

• 事業運営面のデューデリ
ジェンス

• シナジー効果分析

• ファンダメンタルズの統合

• プログラムの統合
• Day1準備

• シナジー効果創出計画

• 本社オフィスの統合

• マネジメントの入替

• コミュニケーション

• 企業文化の融合

• 事業運営の以降と撤退モ
デル

• 全面的な事業運営上の統
合（財務、人事、システム）

• 製品/サービス

• システム

• 人材

• 市場

• オペレーション

コアビジネスの業績と経営統合をバランスよく両立させる

不確実な時代における

効果的な人財管理

客観的な挑戦と
堅実なプロセスによる

リスク最小化

収益性の高い領域へ
注力することによる

企業価値の最大化

変革を通じての従業員、取
引先、監督官庁等主要利
害関係者のマネジメント

コスト、サービス提供、
品質、プログラムの範囲

に対する堅実な
コントロールの維持

収益獲得における課題の
明確化と集中的に行うべき
活動や重要なリソースの

把握
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中華人民共和国
中国の経済およびM&Aは、景気刺激策が奏功し、第1四半期の低迷から回復し始めて
います。

Matthew Phillips
Transactions Leader
China

経済環境の動向
2008年第4四半期から始まった輸出の減少は、2009年上
半期も継続し、6月で8カ月連続の前年同期比マイナスとな
りました。2009年上半期の輸出は21.8％減少し、ここ10年
間で最大の落ち込みとなりました。この貿易額の減少は、
同時期の輸入についても同様です。その結果、中国の外
貨準備高は増え続け、2009年6月末時点で前年同月比
17.8％増加し、2.13兆米ドルに達しました。この外貨準備
高のうち8,000億米ドル超が米国国債で保有されており、
過去最高の水準です。

米国政府は、経済危機に陥った当初より、景気刺激策の
資金源として、国債を発行しました。この国債の主要購入
国が中国政府でした。米国国債に対する高い需要は、米ド
ルの価値の維持に非常に大きく貢献しました。人民元の米
ドル連動制は2005年に廃止されましたが、ここ12カ月間
は、1ドル＝6.83人民元近辺で比較的安定しています。
2009年3月末に開催されたG20財務相・中央銀行総裁会
議で、ロシアと中国は、将来、外貨準備および貿易決済の
通貨として米ドル依存からの脱却をめざす意向を表明しま
した。人民元による貿易決済について香港と協力覚書を締
結するなど、比較的小規模な措置はいくつか実行されてい
るものの、中国の外貨管理制度の自由化は長期的なプロ
セスとして位置付けられているようです。

世界中で多くの国が景気後退の痛手を被っている一方
で、中国経済は2009年上半期、GDP成長率が7.1％とい
う著しい成長を見せて市場を驚かせました。2009年第1四
半期のGDP成長率は6.1％で、続く第2四半期は7.9％でし
た。

かつて、中国経済が二桁成長を経験した時期に、インフレ
率は急上昇し8％を超えました。ところが、2009年上半期
の消費者物価指数は昨年同期比1.1％低下しました。景気
刺激策が大幅なインフレ圧力を招いたかどうかが判明す
るには、もう少し時間がかかるでしょう。

中国経済成長の主な牽引力となったのは、政府支出や金
融緩和など、最近実施された景気刺激策です。金融緩和
政策のもとで、2009年上半期の銀行の新規貸出額は7.37
兆人民元に上り、昨年同期比約50％増加しました。

固定資産投資や国内消費も、輸出を除く中国経済の主な
ドライバーでしたが、景気刺激策のための資金はこれらだ
けに費やされているわけではないようです。景気刺激策の
資金の一部が、間接的に株式市場に投入されている可能
性があるという気がかりな報告があります。年初には
1,821ポイントだった上海総合指数は、2009年6月末に
2,959ポイントに上昇しています。

ディールの動向

中国の2009年第2四半期のM&Aは、第1四半期の低迷か
ら緩やかな回復を見せています。海外資本によるディール
は依然として低迷していますが、公表された国内のディー
ル総数は本年第1四半期の473件から第2四半期は618件
に増加しました。国内ディールの増加は、景気刺激策に対
する信頼感が高いこと、およびセメント、鉄鋼、金融サービ
スなどの業種で統合を推進する政策が引き続き実施され
ていることが主な要因です。

2009年上半期の全体的なM&Aは、世界的な経済危機が
続いていることから、昨年同期よりも低調でした。中国にお
ける公表済みのディール総数は、昨年の上半期1,399件、
下半期1,632件から、2009年上半期は22％減少し1,091
件となりました。国内案件、海外資本による案件ともに低
迷しました。

海外のストラテジックバイヤーやフィナンシャルバイヤーに
よるディールは激減しました。多数の海外企業で、年初時
点で世界的に収益の見通しが立たなかったために、案件
が保留されました。その結果、海外バイヤーが関わった公
表ディール総数は2008年下半期の344件から35％減少
し、2009年上半期は225件となりました。

減少幅は比較的小さいのですが、国内投資もやはり減少
しました。国内企業同士のディール総数は2008年第4四半
期の703件から2009年第1四半期は368件に減少しました
が、第2四半期には498件に持ち直しています。
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公表されている最大の国内案件は、中国平安保険が深セ
ン発展銀行株式の30％を32億米ドルで取得した案件で、
最大のOUT-IN買収は、香港上場のGCLポリー・エナ
ジー・ホールディングスによるJiangsu Zhongheng
Polysilicon Technology Development Holding Co. Ltd
の34億米ドルでの買収でした。中国政府は、二酸化炭素
排出削減に向けた投資を奨励する戦略を景気刺激策の中
で打ち出しており、この太陽光発電業界のディールもこれ
に沿った形となっています。

香港以外の買収企業によるOUT-IN案件では、日本のア
サヒビール株式会社が、アンハイザー・ブッシュ・インベブ
より青島ビール株式の19.98％を約6億7,000万米ドルで
取得した案件が最大です。

フィナンシャルバイヤー

海外のフィナンシャルバイヤーは、信用危機による利用可
能資金の減少（多数のファンドが、投資を拡張しすぎた投
資家に対し元本を償還したため）、企業価値評価の不透明
な見通し、既存ポートフォリオの企業の問題を理由に、新
規投資を控えています。

国内のフィナンシャルバイヤーによるディールは比較的よ
く持ちこたえています。人民元建てファンドが多数設定さ
れ、新規の投資を急いだため、現在では海外フィナンシャ
ルバイヤーによるディールを上回りました。

国内フィナンシャルバイヤーによるディールに対する関心
と投資意欲の高まりは、2009年上半期に国内で16の中国
の産業ファンドが新たに設定されたことからも、明らかで
す。これで国内の産業ファンド総数は41となりました。これ
らのファンドは、主に地方政府や省が設定しており、目標
ファンドプール額は総額約4,000億人民元です。ただし、こ
れまでに判明している設定額は、1,370億人民元にすぎま
せん。

2009年上半期、中国の国内フィナンシャルバイヤーにつ
いては、Bohai FundとCDH Managementによる奇瑞汽車
の20％の株式取得と、Zhonghai TrustのPanzhihua
Steelへの5％の資本参加という、2億5,000万米ドルを超
える2件のディールが発表されました。このことからは、
Bohai Fundのような、最初にプライベート・エクイティ市場
に参入した国内ファンドが、大型ディールで海外ファンドと
競合できるほど急速な成長を遂げていることがよくわかり
ます。

これまでと同様、フィナンシャルバイヤーによるディール
は、レバレッジド・バイアウトよりも少数持分出資のグロー
ス・キャピタルのディールが主流となっています。

IN-OUT案件

公表されているIN-OUT買収（中国本土企業による香港企
業またはマカオ企業の買収を除く）件数は、2008年上半期
の59件から2009年上半期には65件に増加しました。
ディール総額は2008年上半期の3倍を超える147億米ドル
でしたが、この大半が中国石油化工集団（シノペック）によ
る89億米ドルに上るアダックス石油の買収で占められてい
ます。

中国本土からのIN-OUTディール総額は、（2009年第1四
半期は39億米ドルでしたが）2009年第2四半期、約108億
米ドルでした。第2四半期のディール総数は、第1四半期
から17％増加しました。公表されているディールのうち
40％は、中国金属企業が鉄鉱石価格のさらなる高騰を防
ぐ自衛のために実施した、オーストラリアでの買収に関連
するものです。

IN-OUTディールのほとんどは、石油、ガス、鉱業、金属工
業などの伝統的セクターにおける買収に関連するものでし
た。これらの伝統的産業以外で発表されているディールと
して、製造業において中国企業がスケールメリットの獲
得、海外市場へのアクセス、技術や専門知識の獲得、海
外ブランドの所有権の獲得、サプライーチェーンの経営権
獲得、あるいはマーケットシェアの拡大を実現するために
実施したものがあります。たとえば、上海電気の印刷・
パッケージ部門は米国および日本で買収を実施したことを
発表し、ハイアール・グループはニュージーランドのFisher
& Paykel Appliances Holdings Ltdに戦略的投資を行っ
たと発表しました。

今後の見通し
2009年3月、世界銀行は2009年の中国のGDP成長率予
想を7.5％から6.5％へ下方修正しましたが、6月には
7.2％に上方修正を行いました。世界経済と金融市場に安
定化の兆候が見え、政府が深く投資に関与していること、
および国内消費の回復力が強いことが、この上方修正の
主な理由です。

2009年末までの期間を予測すると、M&A全体では第2四
半期の水準を保つか、少し上回る程度で推移すると思わ
れます。海外のストラテジーバイヤーやフィナンシャルバイ
ヤーは依然として警戒感が強いため、国内企業が主導す
ることになるでしょう。

予想を上回るGDP数値の公表、株式市場の上昇、中国
市場でのIPO再開を受けて、国内経済には次第に信頼感
が戻りつつあり、国内バイヤーも徐々に自信を回復すると
思われます。しかし、当面のディール水準は2008年を下
回り、2008年の水準まで戻すのに2010年までかかるで
しょう。

すでにディール動向には回復の兆しが見え、焦点は生き
残りから成長にシフトしつつありますが、海外バイヤーは
慎重な姿勢を続けると思われます。また、現在予定されて
いるディールは非常に少なく、市場が回復してもディール
が成立するには時間がかかるでしょう。以上の理由から、
海外バイヤーの活動が2008年の水準まで回復するの
は、2011年以降になると思われます。

IN-OUT案件は好調に推移すると予想されますが、世界
経済が安定するにつれ、ディストレス資産の取得可能性
がますます減少すると思われます。中国企業のIN-OUT
ディールには、リオ・ティントと中国アルミ業公司（チャイナ
ルコ）の提携中止の例からもわかるように、いまだ受入れ
側の抵抗がありますが、いまのところ中国政府の首脳陣
は、「世界進出」戦略を決然と推進し、予測可能な将来に
向けてIN-OUTディールを支援してゆくと思われます。
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中国：企業再編成に関する
新税務規則を公布

中華人民共和国財政部（MoF）と国家税務総局（SAT）は2009年4月30日、「企
業再編成における企業所得税（CIT）処理の若干の問題」に関する通知として、
企業再編成に関する規定（「企業再編成規定」）を共同で公布しました。

この企業再編成規定により、中国で合併、買収、企業再編成を実施する海外
投資家は影響を受けることになります。

企業再編成規定について重要ポイントをまとめ、主な特徴について解説しま
す。

企業再編成規定の重要ポイント

- 対象となる企業再編成の形態

企業再編成規定がその対象として定義する再編の形態は、以下のとおりです。
各々については、規定に定める税務上の取扱いに従うものとします。

• 法的形態の変更

• 債務再構築

• 資本買収

• 資産買収

• 合併

• 分割

- 一般税務処理

一般原則として、企業再編成を実施する企業は、譲渡資産または持ち分の取
引時点での公正価値に基づき、譲渡益または損失を認識するものとし、譲受者
が取得した当該資産の課税基準は、取引価格に応じ修正されるものとします。
企業再編成規定では、この一般原則に基づき、上記の企業再編成の形態ごと
に詳細な税務上の取扱いを定めています。

すなわち、企業再編成にかかわる当事者企業の税額は、直ちに認識されるわ
けです。

- 特例税務処理

しかしながら、企業再編成規定では、いくつかの一定条件を満たせば、企業再
編成にかかわる企業が特例的な税務上の取扱いを選択することを認めていま
す。

• 適格要件

以下の5つの要件をすべて満たした企業再編成には特別な税務上の取
扱いが認められます。

1. 企業再編成が、合理的な商業上の理由を有しており、かつ減税、節
税または納税の猶予を主な目的としていないこと。

2. 買収、合併または分割の対象となる株式または資産が、企業再編成
の重要性を示す一定の比率に達していること。すなわち、持ち分買
収の場合、買収される持ち分は、被買収企業の株式資本全体の
75％以上であること。資産取得の場合は、取得される資産が、資産
譲渡する企業の総資産の75％以上であること。

Danny Po
M&A Tax Leader
China
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3. 再編後、連続12カ月以内に、従来からの実質的な事業内容を変更し
ないこと。（「事業継続義務期間」）acquired should not be less than
75% of the total equity of the enterprise being acquired; whereas
in an asset acquisition deal, the assets acquired should not be
less than 75% of the total assets of the enterprise that disposes
of the assets;

4. 再編取引の対価は、主として持ち分（すなわち株式）とし、持ち分の
支払比率が対価総額の85％を上回ること。つまり、持ち分以外の支
払（一般的に「ブート」と呼ばれる、現金、銀行預金、受取勘定、売買
可能有価証券、棚卸資産、固定資産、その他の資産および債務引
受等を含む）の比率が、対価総額の15％を超えないこと。

5. 企業再編成において新たに持ち分を取得した株主は、企業再編成
後連続12カ月以内に取得した持ち分を譲渡しないことを約束しなけ
ればならない（「保有義務期間」）。

• 特例税務処理―課税の繰延べ

上記の条件をすべて満たす企業再編成の場合、当事者企業は、実質的
に課税の繰延べとなる特例税務処理を選択することができます。ただ
し、この特例の適用は強制ではなく、企業の選択による点に留意すべき
です。

一般原則として、譲渡側企業は株式により対価が支払われた部分につ
いて、資産または持ち分（株式）の譲渡による利益または損失の認識を
繰延べることができ、また譲受側企業は取得した資産または持ち分（株
式）について、譲渡側企業の課税基準額を引き継ぐことができます。

ただし、持ち分以外の支払いに関し利益または損失がある場合は、譲
渡側企業は課税所得または損失を認識しなければなりません。その金
額は次のように計算されます（当該資産の課税基準額はこれに応じて
調整されます）。

• クロスボーダーの企業再編成

企業再編成規定では、クロスボーダーの企業再編成についても特例処
理が規定されていることは納税者にとって良いニュースですが、その適
用は次のタイプに該当するクロスボーダーの企業再編成に限定されて
います。

タイプ1:居住者企業（譲渡企業）が、100％直接支配する別の非居住者
企業（譲受企業）に対し、居住者企業の持ち分を譲渡する場
合。譲渡企業は、当該譲渡によって譲受企業が保有することと
なる居住者企業の持ち分が、将来において譲渡される場合の
譲渡益に対する源泉所得課税負担を変更してはならず、かつ、
居住者企業の持ち分譲渡後3年以内に、譲受企業に対する持
ち分を譲渡しないことに同意するものとします。

（ – ） X
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タイプ2: 非居住者企業が、100％直接支配する別の居住者企業に対し、
居住者企業の持ち分を譲渡する場合。

タイプ3: 居住者企業が保有する資産または株式投資を使い、100％直
接支配する非居住者企業に投資する場合。このタイプに適用可
能な特例処理では、資産の譲渡または株式投資による所得を、
納税年度10期で均等に配分して各年度の課税所得額に計上
し、課税を繰延べることができます。ただし、このタイプの取引に
ついては、取引実行時に利益を認識することが求められます
が、その課税については上記に定める繰延べが認められます。

タイプ4: 財政部および国家税務総局が承認するその他の場合。

タイプ1およびタイプ2はOUT-IN投資に該当し、タイプ3がIN-OUT投資
に該当することは明らかです。タイプ4は、現在の規定においては想定さ
れていない特殊な状況に当局が柔軟に対応するためのいわゆる「抜け
道」です。ただし、クロスボーダーの企業再編成が上記のタイプに該当し
ていても、企業再編成にかかわる企業が特例処理を選択するには、ま
ず前記5つの一般条件（特例税務処理が認められるための適格要件）を
満たさなければならないことに留意する必要があります。

• 企業再編成規定の施行日

企業所得税法およびその実施条例（DIR）の施行日に合わせ、企業再編
成規定は2008年1月1日に遡って施行されています。これは、もし企業
再編成規定が公布日から施行されると、「立法上の空白期間」が生じ、
当該空白期間中に実施されたすべての企業再編成について、企業再編
成規定による特例税務処理の適用の可否にかかわらず、一般原則
（DIR第75条）により課税されることになってしまうことに配慮したもので
す。

結論

この新たな企業再編成規定は、中国税制の発展上、画期的なものです。2008
年1月1日以降かつ公布日前に既に企業再編成を実施した企業、あるいは企業
再編成実施を計画中である企業はいずれも、この新しい企業再編成規定に則
り、税務コンプライアンスおよび適切なタックスプランニングを講じる必要があり
ます。

海外株主の課税が繰延べされる企業再編成の適格性についての規定は、企
業再編成を図る海外株主や非居住株主にとって不明確な点はないと思われま
す。しかし、これに該当しない持株会社レベルでの中国国外での将来のエグ
ジットについて、効果的なタックスプランニングを行う余地があるかどうかについ
ては、まだ不明です。

たとえば、非居住者株主に該当しない二重あるいはそれ以上の構造を持つ持
株会社の3年間の譲渡禁止期間内に売却が行われる場合は、規定に抵触する
でしょうか？ あるいは、中国の租税裁判で最近明らかにされたように、国外の
所得を中国の課税所得に含めるよう求められるような、新たなエグジットリスク
が発生するのでしょうか？ 現税制の範囲を超えた事業については、中国もい
ずれ新しい税制を導入して対応することになるでしょう。
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香港
経済の大幅な回復は、2009年末まで見込めません。しかし、国際金融センターとしての
地位、および中国本土との密接な関係をもつ香港には、本格的な回復の条件が十分
揃っており、今後、中国経済の継続的な成長と発展のメリットを享受できる見通しです。

David Brown
Transactions Leader
Hong Kong

経済環境の動向
2008年の世界的な金融危機は2009年に持ち越し、引き続
き香港経済に重くのしかかりました。2009年第1四半期の
実質GDP成長率は、前年同期比マイナス7.8%でしたが、
2008年第4四半期の同マイナス2.8%とは対照的な結果と
なりました。これは香港経済がアジア金融危機で打撃を受
けた1998年第3四半期以来、最大の減少幅です。

財輸出の総額は、世界需要の急激な冷え込みを反映し、
（2008年第4四半期はマイナス4.9％であったのに対し）実
質ベースでマイナス22.7％と大幅に減少しました。これは
1954年第2四半期以来、最大の減少幅です。サービスの
輸出額も、同様に世界と域内の需要の落ち込みによる打
撃を受け、2009年第1四半期は、前年同期比実質ベース
で8.2％減少しました。このような状況にもかかわらず、国
外からの観光客数は、中国本土から旅行者が引き続き押
し寄せたため、堅調な伸びを見せました。中国政府の個人
旅行規制のさらなる緩和が要因の一つでした。

労働市場では、事業の縮小や賃金カットにより、経済不況
に対応するための調整が引き続き行われています。2009
年第1四半期の失業率は、5.2％まで上昇しました。

個人消費支出は、失業率の高まりや所得の低下を受け
て、2008年第4四半期の4.1％減少に続き、2009年第1四
半期は前年同期比実質ベースで5.5％の縮小となりまし
た。香港政府が様々な景気刺激策を発表していなけれ
ば、この減少はおそらくもっと大幅なものになっていたと思
われます。

世界的な景気後退と2009年第1四半期GDPデータの予想
を上回る悪化をうけ、香港政府は2009年実質GDP予測を
当初のマイナス2-3％からマイナス5.5－6.5％に下方修正
しました。

しかし、企業価値評価の魅力向上により、海外資本は香
港株式市場に流入しています。ハンセン指数は2009年3
月の安値11,849ポイントから2009年6月には19,162ポイ
ントの高値まで回復し、この間の上昇率は62％に達しまし
た。ただし、2009年上半期の日次平均売買代金は583億
香港ドルで、前年同期比33％の減少でした。

新規株式公開（IPO）は、2008年上半期の21件から2009
年上半期は18件に減少しました。重要な点は、これらIPO
を通じて調達された資金が、2008年上半期の500億香港
ドルから2009年上半期に170億香港ドルまで減少したこと
です。

不動産市場については、金利の低下、市場の流動性、中
国政府の景気刺激策により、2009年第2四半期には価格
が回復し、売買高も2009年3月から次第に増加していま
す。

ディールの動向

ディールは、金額ベースで、2009年上半期は200億米ドル
で、2008年下半期の170億米ドルから17.6％増加しまし
た。しかしながら、2008年上半期に比べると、ディール総
数（2008年上半期の602件から、2009年上半期は422件
に減少）、取引総額（448億米ドル）ともに、依然大きく下
回っています。2009年上半期中の各産業セクター別の主
なディールは以下のとおりです。

情報通信

ハチソン・テレコミュニケーションズ・インターナショナル
（HTIL）は、完全子会社であるハチソン・テレコミュニケー
ションズ・ホンコン・ホールディングス・リミテッド（HTHKH）
を切り離し、2009年5月、香港株式市場に上場させました。
分割後は、HTILの持株会社であるハチソンワンポアが、
HTHKH株式の60.4％を保有しています。ディール総額は
130億米ドルでした。

香港上場企業である中国移動（チャイナモバイル）は、現
金5億2,600万米ドルを投じ、台湾の上場通信企業で携帯
電話サービスとインターネットサービスを提供している遠伝
電信株式の12％を取得しました。買収のオファー価格は
買収公表日の遠伝電信の終値に15.3％のプレミアムを上
乗せしたものでした。この買収と同時に、チャイナモバイル
は、共同購入、ローミング、データおよび付加価値ビジネ
ス、ネットワークとテクノロジーの向上等の事業分野での長
期的な相互戦略開発のため、遠伝電信と戦略的協力契約
も締結しました。
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エネルギー

太陽光エネルギー業界向けにポリシリコンやウェハーを供
給する香港企業、GCLポリー・エナジー・ホールディングス
（GCLポリー）は、2009年上半期に2件の買収契約に調印
しました。

第1のディールは、2009年6月、中国の投資持株会社4社
（Happy Genius Holdings Limited、Mandra Silicon
Limited、Mandra Materials Limited、Mandra Esop）か
ら、GCL Solar Energy Technology Holdings Inc.を26億
米ドルで買収した案件です。この買収によりGCLポリー
は、上流事業の拡充と同時に、現在のユーティリティビジ
ネスのポートフォリオ多様化、専門的知識の導入、生産コ
ストの削減が可能となる見込みです。

2番目のディールとして、GCLポリーは、Happy Genius
Holdings Limited から8億3,100万米ドルで、Greatest Joy
International LimitedとSun Wave Group Limitedを買収
する契約も締結しました。このディールも2009年6月に発
表され、本年10月までに完了する見込みです。

鉱業

2009年5月、香港上場の投資持株会社で、健康・美容製
品および医療機器事業を行っているNubrands Group
Holdings Limited（旧社名はWanji Pharmaceutical
Holdings Ltd）は、Wonder Champion Investment
LimitedからSeawise Group Limitedを1億9,700万米ドル
で買収する予定であると発表しました。この買収により、
Nubrandsは石炭・エネルギー部門の長期的な事業見通し
を立てることができ、直近の石炭採掘セクターの企業買収
を補い、営業地域を中国まで拡大できることになります。こ
のディールの成立には、株主と規制当局の承認を得ること
が条件となっています。

2009年4月に公表された通り、不動産投資と証券のトレー
ディング業務を行う香港の上場企業North Mining Shares
Company Ltd（旧社名、Sun Man Tai Holdings Co. Ltd）
は、4人の個人投資家から総額1億9,300万米ドルで
Qinghai Province Qilianshan Copper Co Ltd、Qinghai
Zhenguan Mining Co. Ltd およびBoertala Mongolian
Autonomous Perfecture Lamasu Copper Mineを取得す
ることで合意しました。このディールの対価は現金および
株式で支払われることになっています。

工業

スポーツ用品、写真機材、ブランドのAV製品などの消費
財を扱う香港の上場企業Kai Yuan Holdings Limitedは、
中国で3社の鉄鋼メーカーを所有するFame Risen
Development Ltdを671百万米ドルで買収すると発表しま
した。このディールは2009年5月に完了しました。

エンタテイメント

レジャー・セクターの事業を営むマカオの持株会社
Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau S.A.は、
現金2億600万米ドルでマンダリン・オリエンタル・マカオ
を、同社の株式をそれぞれ50％ずつ保有していた、
Mandarin Oriental Holding Company Ltdと香港上場の
Shun Tak Holdingsから、買収しました。このディールは
2009年5月に完了しました。

金融サービス

バンクオブアメリカ（BOA）は、中国建設銀行（CCB）株式
の5.78％をBOCI Asia Limited、Temasek Holdings Pte
Ltd、中国人寿保険およびその子会社である保険会社2
社、ならびにHopu Investment Management Co. Ltd
（Fang Fengleiが経営する中国のプライベート・エクイティ
会社）を含む投資家グループに、総額73億米ドルで売却
しました。このディールは2009年5月に完了しました。BOA
は、2009年5月7日のロックアップ期間終了後、CCBの株
式売却を決定しました。BOAはCCB株式をまだ11％保有
しており、これについては2011年8月29日までに売却する
可能性があります。

CITICグループが62.3％を所有する商業銀行の子会社
China CITIC Bank Corporation（CITIC銀行）は、17.5億
米ドルの現金を投じ、CITIC International Financial
Holdings Limited（CIFH）株式の70.32％をGloryshare
Investments Limitedから買付けることに合意しました。こ
のディールはCITICグループがすでに公表したCIFHと
CITIC銀行の合併計画の流れに沿ったものです。買収
後、CITIC銀行は香港を拠点としているCIFHを足掛かり
に、国際金融センターへの業務拡大と香港での地位確立
を図ることが可能になります。このディールは2009年10月
に完了予定です。
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不動産

China Central Properties Limited（CCP）は、Shui On
Construction and Materials Ltdから、CCPの残余株式の
取得オファーを受けました。2009年5月の発表によれば、
金額は約4,000万米ドルということです。このディールの成
立は、香港証券取引所と株主の承認が条件となっていま
す。

プライベート・エクイティ

消費者向け石油化学製品の販売と電力供給事業を営む
韓国の上場企業GS ホールディングス.は、香港のプライ
ベート・エクイティ会社モルガン・スタンレー・プライベート・
エクイティ・アジアから、鉄鋼・金属製品の輸出入を行う同
じ韓国の上場企業双竜（サンヨン）株式の69.53%を購入
することに合意しました。購入金額は9,600万米ドルで、
2009年5月に発表されました。 このディールは、2009年7
月時点でまだ完了していません。

Bain Capital Glory Ltdは、家電および電子機器の小売業
を営む香港上場の中国企業国美電器の転換社債の5％を
総額2億3,300万米ドルで、引き受けることで合意しまし
た。この転換社債は、発行済株式総数の11.32％に相当
する16億2,800万株の普通新株式に転換することができま
す。このディールは、2009年6月22日に発表されました。

今後の見通し
香港経済は、世界的な景気低迷の影響を大きく受けたた
め、2009年末までに大幅な回復は見込めません。しかし
ながら、香港は国際金融センターとしての地位、および中
国本土との密接な関係を有し、特に米国と欧州に景気回
復の兆しが見え始めると、中国経済の継続的な成長と発
展をバネに力強い回復が期待できます。

国内では、消費者支出については今後も大きな回復はな
いと思われますが、香港の株式市場および住宅市場が最
近回復していること、および低金利が、比較的安定した香
港の経済環境を下支えするものと思われます。

成熟した市場とは異なり、中国のような新興市場の方が、
財務上柔軟な景気刺激策を実行しやすいため、現在の景
気停滞からの回復可能性はより高くなります。中国経済が
最近回復の兆しを見せていることから、香港の貿易も今年
後半には相対的な改善が見られるでしょう。

香港のM&A市場に関しては、2009年初頭には、バイヤー
の多くが世界経済に不安を感じて投資には「様子見」の姿
勢を崩さずにいたため、動きはほとんどありませんでし
た。しかしここ数カ月間で、特にストラテジックバイヤーに、
魅力的な価格の資産を買い増し、あるいは新たに投資す
る機会をうかがう動きが増えてきました。この傾向は2009
年下半期も継続し、買い手と売り手の企業価値評価の
ギャップが縮小するにつれ、高まるものと思われます。こ
れまでに資金を調達したプライベート・エクイティ会社の多
くは、2009年下半期のM&Aに加わる新たな投資機会につ
いて、引き続き情報を探るに違いありません。デットファイ
ナンスのリストラを望む業績不振企業が増加すれば、香
港でのM&Aはさらに低迷することになるでしょう。
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台湾
世界金融危機が新たな展開を迎え、世界的な事業戦略の見直しにより、本年下半期の
ディールは活発化すると思われます。

Peter Yu
Corporate Finance Leader
Taiwan

経済環境の動向
世界的な金融危機は輸出依存型の台湾経済に大きな打
撃を与えました。中華民国統計資訊網によれば、2009年
第1四半期の台湾のGDP成長率は、輸出が前年同期比
32.3％減少したことにより、空前のマイナス10.24％となり
ました。消費者支出を後押しし、台湾経済を景気後退から
立ち直らせるため、台湾政府は25億米ドル相当の消費券
を国民に配布しました。このプログラムは、2009年のGDP
成長率を0.64%押し上げると期待されます。その一方で、
中国政府の奨励のもと、中国企業は台湾企業からの製品
購入を継続しています。購入総額は6月に22億米ドルを超
え、輸出減少による貿易赤字の縮小に貢献しました。

労工委員会によれば、今年上半期に90,000人のフルタイ
ムの職が失われ、2009年5月の失業率は史上最高の
5.82%に達しました。新卒学生の流入により、失業率は今
後数カ月間に6%を超えるものと予想されます。

消費者物価指数は、2009年5月まで4カ月連続で低下しま
したが、その低下速度は鈍化しつつあります。

台湾政府は、相続税および贈与税の税率を50%から10%
に引き下げました。この措置は、中国との経済関係の活性
化および中国に本社を置く企業に対する投資規制の緩和
への期待と相俟って、台湾の株式市場への資本流入をも
たらし、台湾証券取引所の株価指数（TAIEX）は2009年1
月以降30%以上上昇しました。

ディールの動向

2008年上半期と比較して、2009年上半期に公表された
M&Aの総数は84件から75件へ減少し、ディール総額も33
億米ドルから28億米ドルへ減少しました。M&A市場は総じ
て慎重な姿勢を見せていますが、IN-OUT案件は2009年
上半期に増加傾向を示しました。キャッシュフローが比較
的安定している国内の製造企業は、最先端の技術や流通
チャネルを持つ、相対的に割安な企業を買収し、経済回復
を先取りしようと一段と積極的に活動しています。

2009年上半期の代表的なM&A案件は、以下の通りです。

金融サービス

凱基証券は、現金280億新台湾ドルと株式10億新台湾ド
ルを投じて、台新証券を買収しました。このディールによ
り、凱基の市場シェアは3.7％から8.3％に拡大し、シェア
第2位の証券会社となります。また、台新証券の自己資本
比率も113％から150％に改善します。

現金調達のため、日盛金控は、Best Fortune
Investments Ltdの子会社Capital Target Ltdに対し、普通
株式の新株1,387百万株を一株当たり4新台湾ドルで発行
しました。このディールによって、Capital Targetは日盛金
控の28%を保有することになり、38%の経営権を有する新
生銀行に次ぐ第2位の外国人投資家となりました。

オランダの保険会社エイゴンは、資本の最適配分という同
社の戦略目標に沿って、台湾の生命保険事業を現地のコ
ンソーシアムに売却しました。
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情報通信

遠伝電信と中国移動（チャイナモバイル）は、2009年4月、
株式買取契約を締結しました。この契約により、中国移動
は、総額5億米ドルを超える金額を投じ、遠伝電信の株式
444百万株以上を取得します。この株式買取が完了すれ
ば、チャイナモバイルは遠伝電信の発行済み株式の12%
を保有することとなります。同日、両社は、携帯電話事業
において長期的かつ広範囲の協力を行うための戦略的提
携契約も締結しました。

台湾に本社を置く情報通信機器メーカー台揚科技は、自
社の研究開発能力を高め、第4世代移動通信に迅速に参
入するため、米国カリフォルニア州のTelASICから資産、
研究開発チームおよびリモート・レディオ・ヘッド製品の特
許を買収しました。

テクノロジー

台湾に本社を置く回路基板メーカー、欣興電子は、大手競
合企業である台湾のチップパッケージング・サブストレート
のメーカー、全懋精密科技を株式交換方式により買収する
計画を発表しました。

今後の見通し
世界的な景気後退により、コア・コンピタンスとなる優れた
製造能力をもつ企業にとって、流通チャネル拡大への投
資、あるいはテクノロジーおよび特許の取得機会が生まれ
ています。他方、フィナンシャルバイヤーは、市場の不確
実性に直面し、資金不足とバリュエーションの倍数が回復
しつつあるため投資を先送りしています。

台湾政府は、台湾市場への進出に関心を示す中国企業に
対し厳密な投資条件の適用範囲を広げる方針です。さま
ざまな経済計画と中国企業に認可される192タイプの投資
を定めた法律が7月に施行されました。さらに、金融監督
協力体制に関する覚書と両岸経済協力枠組協議の調印
が2010年上半期に予定されており、相互の投資促進が期
待されています。

金融サービス

リスクベースの自己資本比率に関する台湾政府による厳
格な規制への取り組みは、脆弱な財務構造の台湾の生
命保険会社の経営を圧迫するおそれがあります。また、
国際財務報告基準書（IFRS）第4号の導入に伴い、欧州
の生命保険会社は資本増強が必要となり、世界的な事業
戦略の見直しを迫られると思われます。これら2つの規則
の展開とともに、市場でM&Aの可能性が高まるでしょう。

4月に中国と金融協力協議を調印したのに続き、台湾当
局は、銀行、証券、先物および保険部門の多国間監督お
よび規制の相互協力についての覚書の締結に集中的に
取り組みました。6月には、日本が、日本国内の銀行の協
力により日本の金融市場を開放する金融監督管理相互
協力覚書の調印への意欲を表明しました。

非金融サービス

IN-OUT M&Aの動きは、世界的な景気後退の間も継続す
るものと期待されます。ハイテク産業および伝統的産業の
企業は、先進国から先端技術を、また市場シェア拡大の
ため世界の流通チャネルを獲得しようと活動すると思われ
ます。

台湾政府は、過去数カ月間、主に観光および運輸業の開
放を目的として中国と一連の事業協定に調印し、これによ
り航空機の直行便数が増加し、中国人観光客の1日当た
りの入国人数制限が緩和されました。これらの協定が、特
に娯楽、接客、食品および飲料、ヘルスケアなど消費者セ
クターにおいて、近い将来M&Aの起爆剤になると予想さ
れます。中国とのビジネス上の結びつきがさらに緊密にな
れば、台湾の経験豊富な食品メーカーや飲料メーカー
が、中国企業と提携し市場シェアを拡大することが考えら
れます。

さらに、政府の資金援助と世界的な環境保護の動きを受
けて、太陽光発電、LEDなどの産業を含むグリーンエネル
ギー・セクターへの資本投入または垂直統合の需要が増
加すると考えられます。2008年の全製造業の総生産高の
うち、グリーンエネルギー産業が占める割合は1.2％でし
たが、台湾政府は総額14億米ドルを超える資金を投入し
2015年までにこれを6.6％に押し上げるという、グリーンエ
ネルギー産業向上計画を4月に承認しました。
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日本国
経済は底を打ち、堅固なバランスシートをもつ日本企業は再び海外に向けて動き出しま
した。

Matthew Wyborn
Corporate Finance Leader
Japan

経済環境の動向
2009年第1四半期の実質GDPは、マイナス3.8％となりま
した。これは3四半期連続のマイナス成長であり、四半期
のGDP成長率としては過去最悪の数値でした。2009年通
年の実質GDPは約3.3％低下すると予想されています。こ
の間の企業の設備投資は収益性の悪化とともに激減し、
個人消費および住宅投資の双方も依然として弱含む状況
が続いています。

しかしながら、輸出および生産性に若干の回復が見られ、
公共投資も増加の徴候が表れており、経済状況の悪化は
第2四半期には減速しつつあるように見えます。

金融市場に注目すると、無担保コール翌日物金利は0.1％
周辺にとどまっており、他の金利水準も同様に安定してい
ます。対米ドルで為替レートは僅かに円安に振れ、長期国
債（JGB）の金利と株式市場がともに上昇しています。具体
的には、新年度の新発債を見越し、2009年6月末現在で
JGBは約1.5％水準で取引されており、為替は1米ドル96
円から98円のレンジで取引され、株価は日経平均で
10,000円をやや下回る水準で推移しています。

長期国債の表面利率が上昇するとの見通しから、比較的
高格付けの企業は資金確保のため、長めの社債を現在の
低金利で発行し始めています。2009年上半期で既に、普
通社債の発行により総計6兆円が新たに調達されていま
す。例を挙げれば、トヨタが2,000億円を5年物クーポン
1.34%で発行し、更に1,300億円を1.07％で起債していま
す。その他、デンソー（1,000億円）、パナソニック（4,000億
円）、日本たばこ産業（1,000億円）、ＮＴＴ（1,700億円）およ
びソニー（2,200億円）が、いずれもこの期間のJGBレート
よりも低いクーポンで起債しています。

2009年1月から4月における海外市場への直接投資
（FDI）額は3.9兆円でしたが、同期間に日本企業が海外か
ら引き揚げた投資は6.4兆円にのぼりました。海外投資の
純減で、この期間最大規模となったのは対中国投資
（1,590億円減）で、次いで対英国投資（1,290億円減）、そ
して対オランダ投資（980億円減）、対オーストラリア投資
（950億円減）と続きます。日本企業の継続的な海外投資
先として最も大きな市場である米国に対しても、投資額は
700億円の純減となりました。

海外企業による対日直接投資については、2009年1月か
ら4月の4カ月間で、1.2兆円あまりとなりましたが、同期間
中に海外投資家が引き揚げた資本も8,910億円ありまし
た。この期間、日本市場への直接投資の純増額で最大と
なったのは、ドイツ（180億円純増）で、次いで米国および
オランダ（ともに179億円の純増）、そしてフランス（160億
円純増）と続きます。

ディールの動向

M&A専門誌マール（株式会社レコフデータ発行）のデータ
によると、2009年1月から6月までの日本国内における
ディール総数は1,512件でした（うち、972件がM&Aで、
540件はグループ内組織再編成）。うち564件（全体の3割
強）については買収金額が公表されており、その総計は2
兆2,200億円でした。

公表情報のうち、ディール総数の約86％および推定総額
の32.4％は国内案件でした。IN-OUT案件はディール総数
の8.9％したが推定総額の55％を占め、一方OUT-IN案件
はディール総数の5.0％で推定総額の12.6％となっていま
す。
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IN-OUT案件では、金融サービス、鉱業およびエネル
ギー、食品および飲料セクターのディールがその大部分を
占めました。金融セクターでの取引は主に、金融市場の現
況に起因する経営財務基盤に対する危機感が引き金と
なっていると思われますが、エネルギーおよび鉱業セク
ターのディールは、エネルギー問題を抱える日本が、乏し
い天然資源を確保しようとする積極的な取り組みを反映し
ています。食品および飲料セクターのディールは、成熟し
飽和状態の国内市場から海外へ飛躍しようとする企業に
よって牽引されています。本稿執筆時点でまさに、キリンと
サントリーが、食品および飲料業界における巨大なグロー
バル企業となるべく、統合に向けて協議中との発表があっ
たところです。

金融サービス

• 2009年上半期に発表された最大規模のディールは、
三井住友銀行による5,735億円での日興シティ（日興
コーディアル証券および日興シティグループ証券を含
む）の証券部門の獲得でした。日興證券はかつての
日本の四大証券会社の一つで、2008年に米国シティ
グループの完全子会社となっていました。

• 三菱UFJ証券（MUFGグループ会社）は、モルガン・
スタンレー証券の日本での事業部門と合併すると発
表し、また、シンガポールのKim Eng Holdingsへの
出資比率も20％以上に引き上げています。

エネルギーおよび鉱業

• 住友商事はオランダの原油開発会社オレンジナッ
ソーエナジー株式の100％を総額800億円で取得しま
した。

• 東芝、東京電力および国際協力銀行は共同して、カ
ナダのウラニウム・ワン株式の19.9％を200億円で取
得しました。

食品及び飲料

• 7月上旬に発表されたキリンとサントリーの統合交渉
は、今年最大のM&A案件となるでしょう。アサヒビー
ルについても言えることですが、国際市場にM&Aの
機会を積極的に求め続ける両社の姿勢は、今後も継
続されるでしょう。加え、両社の統合が、国際市場に
より大規模なM&Aを起こすきっかけとなるかもしれま
せん。

• キリンホールディングスは、1,316億円でフィリピンの
サンミゲルビール株式の過半数を取得し大株主とな
りました。

• アサヒビールは、ベルギーのアンハイザー・ブッシュ・
インベブから、593億円で中国の青島ビールの株式を
取得し少数株主となりました。

その他の分野では、当社PwCアドバイザリー株式会社が
ベリングポイントの日本法人と経営統合したことも付け加
えたいと思います。この統合により、日本市場における当
社のコンサルティング能力をさらに強化してゆく所存です。

国内M&Aにおいては、サービス、ITおよびソフトウェア、娯
楽、不動産およびホテルなどの非製造業で多数のディー
ルが顕在化しました。比較的大きなディールが2件あり、
ひとつはヤフージャパンが450億円でソフトバンクIDCソ
リューションズ株式の100％を取得したディール、もうひと
つは、カルチュア・コンビニエンス・クラブが180億円で価
格.Com株式の20％を取得したディールです。

2009年上半期に国内で起こったその他の特筆すべき出
来事としては、東京証券取引所の上場廃止となった企業
が、1961年に記録を取り始めて以来の最高水準である38
社となったことでしょう。このうちの12社は財政難（2008年
通年で16社）が原因となり、14社は親会社による子会社
の上場取止めが理由でした。日本国内では、近年、親会
社を有する子会社の上場の是非について議論が行われ
ています。なお、現在、東京証券取引所に上場している企
業総数は2,364社です。

プライベート・エクイティ（PE）の分野では、資金調達が困
難な市場環境により日本株の保有割合を減らす市場参加
者が増えたようです。例えば、かつて30銘柄以上の日本
株を保有し、日本市場で最も際立つ物言う株主であったス
ティール・パートナーズは、現在わずか14社の株式しか保
有していません。加え、一部の外資PEファンドが、2009年
初、日本市場からの撤退を決定しています。

ここ最近、アクティビストと見られている外資PEファンド
の、日本の定時株主総会における立場に変化が見られま
した。数字に直接的な焦点を当てた発言は、伝統的にあ
まり快く受け取られることはありませんでしたが、大手かつ
らメーカーのアデランスの総会で、その傾向に若干の変化
が見られました。アデランス株式の28％を保有するス
ティール・パートナーズは、当時の取締役の交代を要求
し、7人の候補者リストを取締役選任議案として株主総会
に提出しました。その議案は、当時の取締役会と協働した
ユニゾン・キャピタルによる反対議案とともに、極めて異例
ではありますが、候補者一人ひとりについて採決され、ス
ティール・パートナーズ提案の候補者は7人全て株主承認
を獲得し、当時の取締役会/ユニゾン・キャピタルによって
推挙された3人の候補者は、全て否決されるという結果と
なりました。
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今後の見通し
2009年6月16日に3種の報告書が所轄団体より公表され
ました。

• 金融庁の金融審議会金融分科会による「わが国金
融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報
告～上場会社等のコーポレートガバナンスの強化に
むけて」

• 経済産業省の企業統治研究会による 「企業統治研
究会報告書」

• 日本証券業協会による「『金融・資本市場に関する政
策懇談会』報告書～活力ある市民投資家社会の形
成に向けて～」

それぞれの報告書の論点や提案内容は異なりますが、日
本のコーポレートガバナンス上の課題に対し、より適切に
対応する方法（ベター・レギュレーション）について言及して
いる以下の点では一致しています

• 子会社上場

• 株主総会における議決権行使結果の開示

• 支配権の移動をともなう第三者割当増資

これら報告書による提言に関しては、今後も引き続き議論
が行われることが予想されますが、いくつかの点において
今年度中に追加的な法令または規則として公布または施
行される見通しは難くなく、企業による、改正を見越した活
動が活発化すると予想されます。例えば、子会社上場の
廃止や株主総会での議決権行使結果の開示（これは既に
英国では必須であり、EUも後に続くとみられています）な
どが想定されます。今後、アデランスのような状況が増加
する可能性もあり、議決権行使結果の開示は義務となるこ
とでしょう。しかし、現在では、ソニーなどのごく少数の企業
のみが株主総会における詳細な議決権行使結果を開示し
ていているに留まります。

また、苦境にあえぐ企業を支援しようと、日本政府は2008
年10月に民営化された日本政策投資銀行（DBJ）の投資
銀行部門の監督機関を設立するために新法（産業再生
法）を制定しました。監督機関（産業革新機構）は、対象と
なる企業の財務状態を精細に調べ、再建計画を承認した
後に資本を注入します。現時点で、半導体メーカーのエル
ピーダメモリと、日本航空（ＪＡＬ）がDBJからそれぞれ
1,400億円、1,000億円の公的資金援助を受けています。
JALは10年以上にわたり財政難に苦しみ続けており、す
でに数回にわたって優先株を発行する等救済策がうたれ
てきました。これとは対照的に、やはり10年以上前の同時
期に苦境に陥った全日本空輸（ANA）は、経済的付加価
値（EVA）を中心に据えた革新的な事業管理手法の導入
等により、比較的迅速に立ち直っています。政府がDBJに
よるJALへの融資の80％に政府保証を付けると発表した6
月16日、ANAは自力による1,500億円の増資計画を発表
しています。

経営困難に陥った企業への公的資金投入は、対象企業
の延命にはなるものの、市場機能の非効率性をもたらし
かねず、その適切性についての議論は残ります。今後も、
こういった再生分野の進捗に期待するとともに、国際経済
の見通しが改善するであろう今後数カ月において、国内で
は企業統合が進み、財務基盤の強固な企業による海外
への事業拡大などの動きに期待できると考えています。
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大韓民国
韓国経済は、景気低迷からは段階的に回復しているものの、依然として多くの課題を抱
えているものの、下半期には政府による政策や、企業の再編が活発化することにより、
M&Aもより活発に行われることが予想されます。

Sang-Tai Choi
Transactions Managing Partner
Korea

経済環境の動向
韓国経済は、2008年第4四半期に直前四半期比で5.1％
のマイナス成長となった後、2009年上半期にはテクニカ
ル・リセッション（2四半期連続のマイナス成長）を辛うじて
回避し、2009年第1および第2四半期は前四半期比それ
ぞれ0.1％および2.3％のプラス成長を記録しました。経済
成長の要因は、政府による積極的な財政・金融政策、韓
国ウォンの相対的な下落、および石油価格の下落による
ものであります。四半期ベースでは連続のプラス成長と
なったものの、前年同期比ベースでは4.3％のマイナス成
長となりました。

輸出は伝統的に韓国経済の主要な牽引力となっているも
のの、世界的な需要の減退により、輸出量は著しく減少す
るなど深刻な打撃を受けました。輸出の落ち込みを回復さ
せ、経済成長を促進する上で韓国政府は以前にも増して
重大な役割を果たさなければならなくなりました（そして引
き続きこれからも）。具体的には、2009年6月時点で、政府
は財政刺激策として、67兆ウォン（GDPの5％、526億米ド
ル）を注入した、またはそうすると確約したと報じられまし
た。

• 2008年11月3日、韓国政府は追加的な財政支出およ
び減税を含む14兆ウォン（GDPのほぼ1％、110億米
ドル）の財政刺激策を発表しました。

• 2008年12月13日、国会は33兆ウォン（GDPのほぼ
3％、259億米ドル）に上る財政刺激策および減税を
中心とする2009年度予算を可決しました。これは上
記のとおり、2008年11月の政府による当初の2009
年度予算案を修正したものであり、財政支出を10兆
ウォン増額した内容であります。

• 2009年3月24日、追加歳出（社会基盤整備、中小企
業および企業家への支援、雇用創出、低収入世帯へ
の福祉対策）と減税分の相殺を目的として、約28.9兆
ウォン（GDPのほぼ2％、227億米ドル）の補正予算
が発表されました。

また、韓国政府は、社債およびディストレスト資産の取得
および不良債権（NPL）取得のためのファンド設立のため、
40兆ウォンを含む多額の資金を積極的に市場に注入しま
した。

2009年1月、政府は50兆ウォン（GDPのおよそ4％、380
億米ドル）の「グリーンニューディール」政策を発表しまし
た。この政策により、今後4年間（2009年から2012年まで）
に環境再生プロジェクトや国内のクリーン技術企業に投資
することを計画しております。

中央銀行である韓国銀行（BOK Bank of Korea）は、2009
年上半期の大部分にわたって基準金利を最近数カ月間で
2％という低水準に据え置き、国内での貸出しや消費支出
を促進することで景気刺激策をサポートしております。

輸出は、世界的な需要激減により、2009年上半期は前年
同期比22.3％減少しました。減少幅は相当な水準であるも
のの、製造業を主とする隣国の台湾や日本よりは小幅で
ありました。韓国の輸出業績については、主に多様な輸出
製品や顧客基盤、相対的なウォン安に支えられ、韓国企
業は海外シェアを獲得してきました。加えて、（2008年末の
大幅な在庫削減の反動で促進された）2009年の在庫補充
により、輸出の鍵となるＩＴ製品価格の下値圧力が緩和さ
れました。輸出の成長率は著しく低下しましたが、輸入はさ
らに大幅なペースで減速し、2009年6月迄の上半期は、前
年同期比34.6％減少しました。その結果、2008年には赤
字となった貿易・経済収支の黒字化に寄与することになり
ました。輸入額の減少は、エネルギーおよび天然資源の
価格の急落が背景にありますが、韓国ウォン安による輸
入価格の上昇により一部は相殺されました。米ドル資金の
逼迫により、2008年後半には大幅なウォン安となり、2009
年に入ってさらに下落しました（2009年3月上旬の韓国
ウォンの為替レートは、対米ドルで1,597ウォンでありまし
た）。2009年第1四半期につけた安値からは戻しているも
のの、2009年第2四半期末時点で、依然として2008年末
の終値より若干弱い水準で推移しています。

内需は、消費者および企業が先行き不透明な経済情勢に
直面して支出を控えたことから、2009年上半期を通し低調
でありました。個人消費は、2009年第1四半期に前年同期
比で4.4％減少したことから、2009年上半期は前年同期比
で2％から3％減少することを見込んでいます。消費低迷の
大きな理由は、脆弱な労働市場にあります。韓国の失業
率は、2009年5月には3.9％（季節性調整済み）で、約
219,000人が失業するなど、過去10年間で最悪の結果と
なりました。新卒の初任給の引き下げや、インターンによる
大量雇用など韓国の大企業や政府による対策にも係わら
ず失業率は増加しております。政府の景気刺激策が支出
の押し上げに奏功し、設備投資はわずかに上向きました。
固定資産投資は政府の刺激策が支出を底上げしたことも
ありわずかに回復したが、それでも、主に建設支出（2009
年第1四半期には＋1.7％増加）により前年比横ばいかわ
ずかな上昇にとどまりました。
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韓国の株式市場は、2009年上半期において海外および国
内の投資家の地合いが追い風となり回復の兆しが見え
た。2009年上半期のKOSPI指数（韓国総合株価指数）は
23％上昇した一方でKOSDAQは46％の伸びを記録した。
これら2つの市場の上昇率は、アジア太平洋地域で最高と
なりました。加えて、韓国政府は資本市場改革への信頼感
を高めるため、2つの構想を発表しました。

1） 外国人による債券投資にかかる税金を撤廃しました。
これによりソブリン債の販売増加の可能性があります

2） 過剰なボラティリティを防止するためにかつて導入され
た株式の空売り規制の撤廃しました。これにより市場
の活性化が望むことができます。

2009年上半期は、他にも注目すべき展開が数多く見られ
ました。第一に、韓国政府は、引き続き欧州連合（EU）お
よび米国との取引協定を含む積極的な貿易自由化協議を
推進し、輸出促進に向けて新興国との貿易協定締結にも
焦点をあてています。韓国政府が貿易問題に取り組んで
いる大きな目的は、将来の経済成長の機会を確保するた
めですが、2010年に開かれるG20の一国として韓国が推
進する課題のより大きな政治要綱のためでもあります。

最後に、韓国と北朝鮮の関係が戦後最悪の水準に悪化す
るに従って、北朝鮮の挑発行為が著しく増加しておりま
す。北朝鮮は4月の衛星の発射実験やそれに続く2009年5
月末の地下核実験やミサイルの発射実験を実施して以
来、国際社会から非難を浴びております。

ディールの動向

全体的には、前四半期比および前年同期比ベースで見る
と、2009年上半期の韓国におけるディールの動向はプラ
ス・マイナスが入り混じった結果となりました。2009年上半
期のディール総額およびディール総数は、2008下半期と
比較し、それぞれ1％、16％減少しました。翻って、前年同
期比では、2009年上半期のディール総額は60％減少し、
ディール総数は47.4％増加しました。ここで強調したい重
要な点は、2009年上半期のディール総額および総数は
2008年下半期と比較し連続で減少したものの、2009年の
第1四半期から2009年の第2四半期にかけては、ディール
総額および総数はそれぞれ122％、25％増加していると
いう点であります。
2009年上半期の、前年下半期からのディール金額の減
少は、OUT-IN案件及びIN-OUTディールの増加と、国内
ディールの減少がネットされた結果であります。ディール
件数の減少は、クロスボーダーやOUT-IN、IN-OUTの各
ディール領域に表れております。

OUT-IN案件

PEファンドのKKRは5月、18億ドルでオリエンタルビール
の買収に合意しました。KKRは他の4陣営との競争を勝ち
抜いて、オランダの巨大飲料メーカーであるアンハイ
ザー・ブッシュ・インベブにより売りに出されたオリエンタル
ビールを買収しました。KKRは買収価格の大部分をシニ
ア・シンジケートローン（760百万ドル）とベンダー・ローン
（300百万ドル）で調達したことから、このディールはLBO
の復活と話題になりました。

IN-OUT案件

韓国石油公社（KNOC）とコロンビアの石油企業Empresa
Columbia de Peteroleos SAを含む投資コンソーシアム
は2月、石油・ガスの資源開発企業であるPetro-Tech
Peruana SAを900百万ドルで買収しました。この買収によ
り、KNOCはその地域の埋蔵石油権益を獲得することが
期待されています。

5月には、韓国ガス公社（Kogas）はオーストラリアの石油
とガスの資源開発企業であるBlue Energy社の株式の
10%の取得に合意しました。加えて、韓国ガス公社
（Kogas）はオーストラリアの海岸沿いの既存の数多くの
LNGプロジェクトに係る、未公開の少数株式を購入する権
利を得ましたが、株数に関する情報は公表していません。

7月には、韓国電力公社（KEPCO）はカナダのウラン採掘
企業であるDenison社の株式の17%を68百万ドルで取得
しました。韓国電力公社（KEPCO）は、核エネルギーへの
需要増大に備えて、ウラン契約を締結するため過去6ヵ月
間、世界各地で積極的な交渉を行ってきた。この契約によ
り、韓国電力公社（KEPCO）は、2010年から2015年に渡
りDenison社のウランの年間産出量の20%の確保と、
Denison社の経営に加わる資格を獲得しました。
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今後の見通し
2009年第1四半期にはテクニカル・リセッションを辛うじて
免れ、2009年第2四半期の経済成長が予想を上回ったた
め、韓国政府は2009年の年間経済成長見通しを2.0％の
マイナス成長から1.5％のマイナス成長へと上方修正しま
した。韓国経済は、世界的な需要の回復を背景に、2009
年の年末あるいは2010年の年初まで緩やかな回復基調
が続くことを期待しています。

韓国は小規模な開放経済であり、2009年下半期に穏やか
な成長が予測されている輸出をテコに、景気が緩やかに
回復することを見込んでおります。ＩＴを初めとする先行分
野の輸出は、世界的な需要が回復とともに増加することが
見込まれる工業製品および耐久消費財の輸出とともに増
加傾向にあります。韓国ウォンが（相対的に）継続すること
が予想されていることは、輸出にとって追い風となると予想
しています。

一方で内需は、消費者が比較的高い失業率と緩慢な賃金
増加に直面して支出を抑制し続けていることから、引き続
き低調であると予測され、個人消費は2009年下半期に
は、▲2～3%減少することが見込まれる一方、固定資産
投資は成長が建設業界に集中することから1～2%のプラ
ス成長を記録すると見込まれております。

M&Aについては、とりわけ政府による企業再編の促進政
策を背景に、2009年下半期には改善することが予想され
ております。経済が最悪な状態を脱し、企業価値評価が着
実に回復しているという観測のもと、韓国政府は企業再編
および民営化プログラムを再開することを検討しておりま
す。その結果、中小企業の活動は活発となり、財閥企業
（チェボル）は不採算部門の売却を行うことが予想されま
す。韓国の大手財閥である斗山（Doonsan）ならびに錦湖
（Kumho）は、流動性改善のため複数の事業部門の売却
を発表しました。将来的には、豊富な資金力を持つ財閥
が、以前のビジネス・サイクルにおいて作られ、大幅に過
小評価されている魅力的な資産の買収を模索することに
伴い、IN-OUTディールがやや上昇することが予想されま
す。

中小企業と財閥が共に流動性のタイト化や資金調達の困
難に直面する中で、市場のボラティリティの上昇や過小評
価、経済危機を受けて、政府は企業リストラプログラムを
推進してきました。経済改革の主要なメカニズムとしては、
韓国産業銀行（Korea Development Bank）が管理するプ
ライベート・エクィティ・ファンド・グループを設立し、既存の
債務を再編し、3年から5年の投資期間にわたって対象と
なる複数の企業に資本の注入を行います。現在のオー
ナーには、投資期間の終わりに対象資産を購入できる
コールオプションが与えられますが、その資産を売却する
ことも可能である。企業再編の取り組みに加えて、韓国政
府は、国有企業の民営化を再開し、ハイニックス半導体
（Hynix Semiconductor）、現代エンジニアリング（Hyundai
Engineering）および大宇造船海洋（Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering）などの企業の株式
を保有すると思われます。

エネルギーと金融は、最もチャンスのあるセクターである。
韓国のエネルギー、天然資源企業は、世界的な経済の縮
小の中でも、資金不足の政府や企業が資本投資を模索
するに伴ってアウトバウンドの動きを継続しております。こ
れらのディールの対象となったのは、主に国有企業であ
り、国家の資源安全保障の推進を掲げる韓国政府の大規
模な取り組みの一翼を担いました。韓国ガス公社
（Kogas）はLNGガスへの投資を増やすため、5月にオー
ストラリアのLNGガス生産会社Blue Energy株式の10％
を取得し、オーストラリア沖で開発が進んでいる既存の
LNGプロジェクト2件に参加できる鉱区権益のオプションも
取得しました。加えて、3月に韓国資源公社（Korean
Resources Corporation 、KOREC）は、ナイジェリア政府
と、年間400トンのウランを輸入する契約を、また現地のウ
ラン鉱山を経営する中国の生産会社Trendfield株式の
5％を取得する契約を締結しました。民間企業も、収益源
の多様化策として天然資源への事業拡大を検討し始めま
した。LGグループの貿易部門は、カナダのCompliance
EnergyおよびComox Joint Venturesとジョイントベン
チャー契約を締結し、Raven Coal Projectの20％を購入
しました。韓国ウォンが上昇し、資金調達を必要とする経
営難の企業や政府による事業の売却が継続すれば、韓
国企業（民間、国有企業とも）は好機を逃さず、天然資源
関連企業の買収を引き続き行うと予想されております。

金融セクターは、業界の統合が継続しているため、事業機
会を提供し続けることが予想されます。韓国政府は、2月
に資本市場統合法（CMCA）を施行したが、この法律によ
りすでに金融商品や市場に参入する企業に幅広い多様
性がもたらされました。CMCAの導入が規制に向かう潜在
的な傾向を示す一方、国有金融機関の統合による欧米ス
タイルの投資銀行を設立するという初期の計画は頓挫し
ました。韓国政府は勧告産業銀行（Korea Development
Bank）を2つの部門、つまり1）実質的に投資銀行として機
能する商業部門と、2）KDBが担っていた政府関連の機能
を引き継ぐ政府出資の政策銀行に分割し、2014年までに
民営化する計画を暫定的に発表した。保険およびブロー
カービジネスセクターでは、更なる企業合併に備えて引き
続き資本増強が行われております。最後に、韓国の銀行
は試験的な海外進出を継続しており、例えば、国民銀行
はカンボジアのKhmer Union Bank株式の過半数を取得
や、2月にはウリ投資証券（Woori Securities）がBiet Viet
Securities株式の12.7％を取得しました。

Asia Pacific M&A Bulletin
PricewaterhouseCoopers

Mid-year 2009
56









インド
楽観論が定着

Bharti Gupta Ramola
Transactions Leader
India

経済環境の動向
2009年3月期のインド経済は、およそ6.7％の成長を遂げ
ました。2007年度、2008年度の9％を大幅に下回るもの
の、ほぼインド準備銀行（RBI）の予測どおりの結果となり
ました。経済成長が減速した主な要因は、農業セクターと
工業セクターの成長率がそれぞれ2008年度の2.4％、
8.1％から、1.6％、3.9％にまで低下したことです。最悪の
下げ要因は製造業で2008年度の8.2%に対し、2009年度
の成長率はわずか2.4%でした。サービスセクターの成長
率は、約8.5％となり、世界的な景気低迷がホテル、輸送、
通信分野の成長に深刻な影響を及ぼした結果、これらの
分野の累積成長率は、2008年度に達成した12.4％に対し
9％にとどまりました。金融、保険、その他のサービス業も
2008年度の11.7％から2009年度は7.8％に低下しまし
た。

卸売物価指数は着実に低下し、2009年6月には30年ぶり
にマイナスに転じました。これは、主に原油価格と商品価
格の下落に起因します。しかしながら、家計消費をより的
確に反映する消費者物価指数（「CPI」）は、食品価格の堅
調さを背景に、9％から10％のレンジで推移しています。
CPIは今後6カ月間で徐々に低下すると予想されています
が、5％から6％以下にまで落ち込むとは考えにくいでしょ
う。

インド株式市場は、2008年のほとんどの時期、着実に下
落傾向にありましたが、2009年初頭以来回復基調です。
国民会議派の率いる統一進歩連合が政権を握ることと
なった総選挙の結果を好感したためです。センセックス指
数は2008年11月には8,500まで落ち込みましたが、2009
年6月には15,000台を回復しました。株式市場が持ち直
し、2008年に売り越しに転じていた海外機関投資家が信
頼感を回復し、まだ金額は少ないながら買い姿勢に入って
います。選挙結果と改革継続への期待により国内投資家
の信頼感も高まり、多くの企業が適格機関投資家向けの
私募形式で資金調達を実施してきました。海外投資家から
の継続的な資金流入を期待して、インド・ルピーは2009年
上半期、対米ドルで3％高となりました。全般的には、イン
ド経済はもっと回復するというのが投資家の見方のよう
で、実際、海外直接投資が2008年の245億米ドルから
2009年に273億米ドルへ増加したことがこの見解を裏付け
ているようです。

ディールの動向

世界的な景気減速はインドのM&Aに大きな影響をもたら
し、特にIN-OUT案件とプライベート・エクイティ取引の両方
の低迷が最も顕著でした。当期上半期のM&Aディールは
件数、金額共に2007年、2008年同期比で減少しました。
当期のM&A案件の総数は2008年上半期の677件から
565件まで減少しました。同期間中のディール総額は、325
億米ドルから65%減少し115億米ドルとなりました。

資金不足がM&A低迷の主な原因の1つでしたが、インド企
業が選んだ成長への保守的なアプローチもまた大きな要
因となりました。一般的に、企業は、自社がめざす成長の
ペースやその成長の達成方法について自らの思考回路に
認識可能な変更を加えてきたようです。大抵の場合、彼ら
は様子見の姿勢をとり、納得できる投資と条件決定の根
拠があるディールのみに集中してきました。焦点は、現金
およびマネジメント領域の両方のリソースを維持すること
と、既存の機能を統合することでした。この結果、既に非中
核事業が処分されましたが、今後さらに多くの事業が整理
されると予想されます。

2009年上半期のM&AのうちIN-OUT投資は47件、総額わ
ずか約4億米ドルで、金額ベースでは2008年上半期比
97％超の減少となりました。インド企業は、当期は主にディ
ストレスト資産取引に集中しましたが、これは需要低迷、顧
客の信頼低下、過剰設備そして不安定なコスト構造といっ
た現在の西側諸国の経済情勢を背景に生じた取引です。
この種の取引で際立つディールとして、以下の2件が挙げ
られます。

• Mothersonが、英国で法的管理下に置かれた
Visiocorpを3,160万米ドルで買収しました。 新会
社は世界最大級の自動車用バックミラーメーカーとな
ります。

• Apollo Tyresが、同じく法的管理下にあるオランダの
Vredestein Bandenを買収しました。
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その他、当期に公表された主要なIN-OUT案件は以下のと
おりです。

• Lupin Ltdが、Multicare Pharmaceuticals
Philippines Inc.株式の51％を取得しました。

• Aegis BPO Services Ltdが、情報技術サービス提供
会社で米国に本社を置くICT Group Inc.を1億2,700
万米ドルで買収したと発表しました。

GMR Energy Ltdが、石炭採掘会社Homeland Energy
Group Ltd株式の50％超を取得しました。同社はさらに、イ
ンドネシアの石炭採掘会社Barasentosa Lestari PTも
8,000万米ドルで買収しました。

OUT-IN案件は、件数、金額ともにそれぞれ35％、80％減
少しました。しかし、2009年下半期にはこれを大幅に上回
るOUT-IN案件が予想されています。全般的な景気低迷に
もかかわらず、引き続き海外投資家を惹きつけているセク
ターのひとつにインドの情報通信セクターがあります。
2008年にはノルウェーのテレノールがユニテックワイアレ
ス株式60％を取得した一方で、日本のNTTドコモは27億
米ドルを投じてタタ・テレサービシズ株式26％を取得しまし
た。2009年には、Bahrain Telecomが事業開始の準備段
階にある新会社でチェンナイに本社を置くS Telに2億
2,500万米ドル投資し、MTNとバーティ・エアテル間では、
相互持ち合いを伴うおよそ250億米ドルの取引について協
議が現在進行中です。

その他、当期に公表された主要なOUT-IN案件は、以下の
通りです。

• BICが、Cello Pens株式の40％を1億6,000万米ドル
で取得しました。

• Sodexo SAが、給食サービス供給会社
Radhakrishna Hospitality Services Pty Ltdを1億米
ドルで買収しました。

国内での取引が、2009年上半期のディールの55％を占
めました。これらの取引のほとんどが国内の主要な企業
集団による国内の合併と事業の再編によるものでした。例
えばGodrej Consumer Products LtdによるGodrej
Consumer Business Private Limitedの買収があります。
後者はGodrej & Boyce Manufacturing Co Ltdの100%
子会社ですが、今回の買収は、Godrej Consumer
Products Ltdの普通株式3,029万株（評価額約1億600万
米ドル）と交換する方法で実施されました。

その他当期の主要な国内のディールは以下の通りです。

• Quippo Telecom Infrastructure Ltdが情報通信サー
ビスプロバイダーでありタタグループの傘下にある
Wireless TT Info Services Ltd株式の49％を、約13
億米ドルで取得しました。

• Sesa Goa Ltdが鉄鉱石採掘企業VS Dempo & Co
Pvt Ltdを約3億7,000万米ドルで買収しました。

• Indian Hotel Company LimitedがClaridges Hotels
Private LtdからElel Hotels & Investments Ltdの未
公開少数株式を約1億4,300万米ドルで取得しまし
た。

2009年上半期は、プライベート・エクイティ（PE）取引も同
様に減少し、わずか96件、取引総額はおよそ19億米ドル
にとどまりました。引き続き取引条件の上昇が予想される
上に、総選挙の結果発表後の株式相場高騰により、PE投
資家は引き続き投資に慎重になっています。PE会社の中
には、時価評価損を抱え、現在保有するポートフォリオに
これ以上の減損が出ないことを確認することに懸命になっ
ている会社もあります。2009年上半期の注目すべきPEの
ディールは以下の通りです。

• FIM LtdとLNM India Internet Ventures Ltdが、電力
会社Sophia Power Co Ltd株式の37.5％を3億
2,500万米ドルで取得しました。

• Vernon & Park Capital LLPとDunbay Co Ltdが、
Delhi Stock Exchange株式の5％を取得すると発表
しました。

• 食用油メーカーKS Oilsが、New Silk Route
Partners、Citigroup Venture Capital International
Growth Partnership Mauritius Limited及びBaring
Private Equity Asia III Mauritiusで構成される投資
グループから9,000万米ドルを調達しました。
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今後の見通し
インドの新財務大臣は、政府の2009/2010年度のGDP成
長率について、9％を目指していると示唆しました。世界的
な経済の減速がインド経済に与えるマイナスの影響に対
処するため、政府は、需要喚起のための減税による3つの
集中的な景気刺激策を定め、公共事業への歳出を増やし
て雇用と公共財の創出に努めてきました。このために講じ
られた主要な措置は以下の通りです。

• 液晶テレビ、携帯電話及び商用車等の耐久消費財の
関税引き下げ。

• 農村雇用保障制度に基づく予算配分を2009-2010年
度に144％引き上げて約82億米ドルに。

• 織工、漁師、皮革・手工業製品の職人、プランテー
ション労働、建築業労働等、労働組合が組織されて
いないセクターの就労者向け社会保障制度の施行。

• 官民連携による職業安定所の近代化に向けた新規
プロジェクトの着手。

• 債務免除及び債務救済制度の期限を2009年6月30
日から2009年12月31日まで延長し、農家の債務免
除を行う。農業金融フローの目標を2009年から2010
年にかけて650億米ドルに設定。

• ジャワハルラル・ネール全国都市再生ミッションに基
づく都市インフラの予算配分を2010年には2009年比
87％増の30億米ドルへ引き上げ。高速道路と鉄道の
インフラ整備の予算配分をそれぞれ25％、45％引き
上げ。

上記に加え、インド準備銀行（RBI）は、インド企業の資金
調達を円滑化し規制緩和するために多くの流動性拡大措
置を講じてきました。その例として以下のような措置があり
ます。

• 外国機関投資家投資（FII）規制が改正され、政府系
ファンドがFIIとして登録が可能となりました。

• 石油、ガス、石炭及び鉱石等のエネルギー・天然資
源セクターのインド企業は、RBIの事前承認を得て純
資産の400％超の投資ができると認められました。

• 製造セクター又は教育セクターに従事する登録信託
及び団体、並びにインドに病院を設立した登録信託
及び団体は、RBIの事前承認を得て、一定の適格性
要件の充足を条件として、インド以外のジョイントベン
チャー又は100%子会社の形式で同セクターへの投
資が現在認められます。

• ECB（対外商業借入）ガイドラインが改訂され、インフ
ラセクターと産業セクターについては、自動認可ルー
トで既定の資金使途へのルピー支出及び／又は外
貨支出について、ECBの上限は、借入人1社につき1
会計年度当り5億米ドルとなりました。

景気刺激策とその政策における流動性強化により、2009
年下半期はより好ましい投資のペースが整うと予想されま
す。教育、ヘルスケア、農業、日用品及びインフラの各セ
クターが内需に牽引され活況を呈するとの楽観的な見方
が優勢です。PEファイナンスやデットファイナンス等の資
金調達方法が増え、IN-OUTのM&Aも同様に持ち直すと
予想されます。
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インドネシア共和国
インドネシア経済は、2009年上半期には堅調な国内消費に支えられ、4.1％の成長率を
遂げ、金融危機を乗り切り、力強い回復を見せました。

Mirza Diran
Transactions Leader
Indonesia

経済環境の動向
2009年第2四半期の世界経済は回復の兆しを示しました。
こうした改善傾向は、インドネシア経済にプラスの影響をも
たらしました。インドネシアは、輸出に依存しない体質のお
かげで景気後退を回避できたアジアで数少ない国のひと
つです。

インドネシアは、強い経済状況下で金融危機に突入し、経
済はすでに回復してきています。GDPの最大要素である
国内家計消費の堅調な伸びに牽引され、2009年上半期
の経済は4.1％成長しました。とはいえ、依然として外需は
低迷し、設備稼働率も低水準にとどまったため、投資活動
は限定的でした。

インドネシア・ルピアはアジア地域のベストパフォーマンス
通貨のひとつですが、2009年上半期は対米ドルで9％上
昇しました。中央銀行は、インフレ率が低下したため、ベン
チマーク金利を2008年12月以降275ベーシスポイント引下
げ、現在の6.75％としました。利下げの狙いは、信用拡大
を促し国内市場の回復を支援することです。

経済ファンダメンタルズの改善と世界経済の回復期待によ
り、2008年下半期に見られた資本流出が反転した結果、
ジャカルタ総合指数（JCI）は回復しました。JCIは、2008年
12月から50％上昇し、2009年6月にはほぼ2,000ポイント
をつけました。この資本流入により、外貨準備高は13％増
加し575.9億米ドルとなりました。

良好な経済情勢とインドネシア株式市場の活況は、現職
のスシロ・バンバン・ユドヨノ大統領が二期目の当選を確実
にした最近の大統領選挙期間中の平穏な政治情勢が好
感されたためです。

ディールの動向

2009年上半期中、ディールの推定総額32億米ドル、143
件のディールが公表されましたが、これは2008年下半期
の169件、総額41億米ドルに比べ、金額ベースで約20％
減となりました。

2009年上半期に完了した主要なディールの概要は以下の
通りです。

金融サービス

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limitedが、同社の100%子会社HSBC Asia Pacific
Holdings （UK） Limitedを通じて、PT Bank Ekonomi
Raharja Tbk株式の88.89％を607.5百万米ドルの現金で
取得しました。この買収により、インドネシアにおける
HSBCの営業拠点はほぼ倍増し、26都市207店となりまし
た。

シンガポール国営企業Temasek Holdings Pte Ltdの子会
社Asia Financial Holding （Indonesia） Pte Ltdの1部門で
あるPT Bank Danamon Tbkは、金融サービス提供会社
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbkの株式を、相対取
引により20％追加取得することにより、所有割合を95％に
まで引き上げることで合意しました。このディールの推定総
額は150百万米ドルでした。

Australia & New Zealand Banking Group Ltdは、PT
Pan Indonesia Bank Tbkの株式8.4％を、相対取引により
1.267兆ルピア（114百万米ドル）で追加取得することによ
り、所有割合を38.3％まで引き上げました。
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消費財及び工業製品

British American Tobacco PLC （「BAT」）は、国営たばこ
企業PT Bentoel Internasional Investama Tbk株式の
85.13％を5兆ルピア（494百万米ドル）で取得しました。
BATは、現在全株式の取得を申し入れています。

Tenaris Global Services Far East Pte Ltdは、鋼管メー
カーPT Seamless Pipe Indonesia Jaya株式の77.62%
を、Green Pipe International Ltd（50.05%）、PT Barkrie
& Brothers Tbk（24.54%）及びPT Cakrawala Baru
（3.03%）から取得しました。

PT Plaza Indonesia Realty Tbkは、ジャカルタに本社を
置く総合商社PT Sarana Mitra Investama株式の80.57%
を1,410億ルピア（13.1百万米ドル）で取得することに合意
しました。

PT Rekso Nasional Foodは、レストランのオーナー兼運
営会社であるPT Bina Nusa Ramaからマクドナルド社の
フランチャイズ97店舗を取得しました。取得額は、公表され
ていません。

情報通信

2008年のPT Indosat Tbk （「Indosat」）株式40.81％の取
得に次いで、アラブ首長国連邦の情報通信企業Qatar
Telecom Q.S.C.（Qtel）は2009年初頭、インドネシアとアメ
リカ合衆国において、Indosat株式の24.19％を追加取得
するため、1株当り7,388ルピア（0.715米ドル）で公開買付
を行いました。この公開買付の結果、QtelがIndosatの大
株主となり、インドネシア第2位（契約者数ベース）の情報
通信企業となりました。

PT Solusi Tunas Pratamaは、PT Bakrie & Brothers Tbk
が経営権の過半数を所有するPT Bakrie Telecom Tbkの
通信塔を4,500億ルピア（41.4百万米ドル）で取得しまし
た。この取引には543の無線基地局が含まれます。

エネルギー

インドネシアの炭鉱企業最大手のひとつ、PT Bumi
Resources Tbk （「Bumi」）は、2009年1月、採掘請負業者
であるPT Darma Henwa （「Dewa」）、PT Fajar Bumi
Sakti （「Fajar」）及びPT Pendopo Energi Batubara
（「Pendopo」）を、総額5.11兆ルピア（503.8百万米ドル）で
買収しました。この取引の結果、Bumiは、Dewaの44％、
Fajarの50％、Pendopoの84.5％の株式を所有していま
す。

シンガポールに本社を有する石油・ガス探査企業で、
China Sonangol International Holding Limitedの子会社
であるChina Sonangol International （S） Pte Ltdは、イン
ドネシアに本社を置く石油・ガス分野のPT Surya Energi
Rayaの未公開株式を200百万米ドルで取得しました。PT
Surya Energi Rayaは、チェプにあり、プルタミナ国営石油
会社と、原油、天然ガスの探査、生産、販売を行うアメリカ
合衆国の上場企業エクソンモービルにより共同操業されて
います。

三菱商事は、フランスの鉱業・冶金企業Eramet SAから、
採掘企業であるStrand Minerals （Indonesia） Pte Ltd株
式の33.4％を、総額145百万米ドルで取得することに合意
しました。 Strand Mineralsは、インドネシア・ハルマヘラ島
にあるWeba Bayニッケル・コバルト・プロジェクトを管理す
るPT Weba Bay Nickelの90％を所有しています。

GMR Infrastructure Ltdは、石炭採掘企業PT
Barasentosa Lestariを9,523.81億ルピア（80百万米ドル）
で買収しました。

今後の見通し
インドネシア政府は、2009年の経済成長率を中央銀行の
3.5％から4％という予測を上回る4.3％と予測しています。
但し、インドネシアは、他のアジア諸国、特にシンガポー
ル、マレーシア、タイをしのぐ成長を目指しているようです。
主に5％の上昇が見込まれる家計消費に支えられた国内
需要に牽引され、引き続き成長が期待されます。輸出入は
依然としてマイナス成長が続きますが、2009年上半期より
改善すると予想されます。

財政政策と金融政策は、2009年中から2010年にかけて
国内需要促進のため継続されると予想されます。ルピア
は、今年下半期さらに上昇する可能性があります。引き続
きインフレ圧力の緩和が期待され、インフレは年末までに
5％程度に落ち着くと予測されています。当局は、金融と貿
易面で保護主義に向かう動きが見られ、その傾向は更に
強まる可能性があります。

政府は、海外直接投資が2009年上半期の45億米ドルか
ら下半期には17億米ドルまで落ち込むと予測しています。
インドネシアの投資計画の多くが延期されていますが、こ
れは、かつて投資資金を提供していた西側諸国の投資家
が、今回の金融危機の対応に追われ、投資資金が不足し
ていることが原因です。

Asia Pacific M&A Bulletin
PricewaterhouseCoopers

Mid-year 2009
65



マレーシア
クロスボーダー・ディールの減少とともに、M&Aは全般的に激減していますが、国内
ディールは安定して推移しています。

Paran Puvanesan
Corporate Finance Leader
Malaysia

経済環境の動向
世界的な景気低迷が全世界の雇用、所得、消費面に深刻
な影響を与えるなか、2009年上半期のマレーシア経済は
低迷しました。

2009年第1四半期のGDP成長率は、2008年第4四半期の
0.1％から6.2%縮小しました。サービスセクターの成長率
は2009年第1四半期にはわずか0.1%の減少にとどまり、
ほぼ横ばいでした。製造セクターは、輸出志向型産業、特
に電機、エレクトロニクス産業の縮小により17.6%減と大
幅な縮小となりました。

世界経済の回復の兆しと外需不振が入り混じり、マレーシ
ア政府は今年の成長率見通しを4％から5%の縮小と下方
修正しました。

内需と個人消費の増加を狙い、政府は、昨年11月に打ち
出した20億米ドル規模の景気刺激策に加え、2009年3月
に164億米ドルもの第2弾の景気刺激策を発表しました。

マレーシア中央銀行は、内需と投資を下支えするため金
融緩和政策を維持し、オーバーナイト金利を2％に据え置
いています。消費者物価指数は8カ月連続下落し4月には
3%となり、インフレリスクは依然として低水準です。

上半期のマレーシア・リンギットのパフォーマンスは低迷し
ました。これは、米ドルの上昇、四半期の経済指標の不
振、政府の歳出増による財政赤字への懸念が引き金とな
りました。リンギットのレートは、年明けの対米ドル3.45リン
ギットから、3月には3.73リンギットにまで下落しましたが、
その後2009年6月には3.51リンギットまで回復しました。

マレーシア証券取引所のパフォーマンスは、アジア各国の
証券市場の動きとほぼ並んでいます。第1四半期には、代
表的なクアラルンプール総合指数（KLCI）は比較的低く、
年初の894ポイントから3月には838ポイントまで低下しまし
た。市場は2009年4月と5月の製造業と輸出の減少ペース
が落ちついたことを受けて、米国とアジア経済が底打ちし
たとの期待感を背景に、第2四半期には回復を見せ始め、
6月には1,091ポイントに達しました。

2009年第1四半期に認可された投資の総額はわずか75
億リンギット、これは2008年に認可された投資額（628億リ
ンギット）の8分の1でした。この75億リンギットの内訳は
56%が国内投資、残りの44%が海外投資によるものでし
た。

政治面では、2009年4月、ナジブ・ラザク氏がアブドゥラ・ア
フマッド・バダウィ氏を引継ぎ、マレーシア第6代首相として
宣誓、就任しました。

ディールの動向

2009年上半期のマレーシアのM&A市場は、2008年上半
期に比べ低迷しました。

公表されたM&Aディールの総額は、前年同期比65%減の
47億米ドルでしたが、この減少は主にクロスボーダー・
ディールの減少が原因です。しかしながら、国内のディー
ルは2009年上半期に大幅に増加し、水道会社の非上場
化により前年比74%の伸びとなりました。

2009年6月までの6カ月間、M&A件数の減少は、主に中小
規模のディールからなる現物市場を反映して、金額ベース
の減少に比べれば減少率は小幅（前年同期比37%）でし
た。
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水道会社の非上場化に関連する取引を除けば、特に活況
を呈したセクターはありませんでした。2009年上半期は、
数十億ドル規模の水道会社非上場化のディールが以下の
とおり、3件ありました。

• セランゴール州政府が、Puncak Niaga Holdings
BhdとSyarikat Pengeluar Air Sungai Selangor
Sdn Bhd （Splash）の水道事業及び運営を15億米ド
ルで買収を計画。この取引の交渉は現在も継続中
で、双方が代替案を検討中です。

• 連邦政府が、譲受人であるSAJ Holdings Bhd
（Ranhill Utilities Bhdの子会社）からジョホール州
の水道会社を11億米ドルで買収。このディールによ
り、政府は譲受人の負債9億米ドルを肩代わりする
ことになります。

• 連邦政府が、ネグリ・センビラン州から同州所有の
水道会社を344百万米ドルで買収しました。

政府は、水道事業以外の他の買収も実施しました。次の
事例があります。

• 連邦政府がサバ州医療センターを70百万米ドルで
取得しました。

• 政府財務省が、マレーシア･エアポート・ホールディ
ングスのコンベンションセンターとF1レーシングサー
キット・ユニット（NECC Sdn Bhd及びSepang
International Circuit Sdn Bhd）を45百万米ドルで買
収しました。

マレーシア企業による海外資産の取得等、注目すべき
M&Aのクロスボーダー・ディールも多数ありました。例え
ば、レジャー・カジノグループGentingが多数のM&Aディー
ルの中でも注目を浴びましたが、例えば、次のようなもの
があります。

• Genting BhdのオーナーLim familyが、同社のシン
ガポールユニットGenting Singapore Ltd株式の約
9%を機関投資家に421百万米ドルで売却しました。

• Genting Bhdが、米国カジノ運営会社MGM Mirage
株式の3.2%を1億米ドルで取得しました。

• Genting Bhdとその子会社Resorts World Bhdがさ
らに、MGM Mirage発行の合計1億米ドルの社債を
購入しました。

Genting BhdとMGM Mirageの両社は、世界的に展開す
るマーケティング分野での協力関係、戦略的ベンチャーや
パートナーシップの可能性を検討するための協議を開始し
ました。この提携が実現すれば、Gentingは世界最大の
ギャンブルの拠点マカオへの進出を、また一方でMGM
Mirageはアジアの他地域への足がかりを手に入れること
ができます。

Genting関連の取引以外にも、以下のような主要なクロス
ボーダー・ディールがありました。

• 小売グループParkson Holdings Bhdは、 （香港上
場子会社経由で）中国北京のショッピングセンター
Suntrans Buildingを169百万米ドルで買収しまし
た。

• 韓国のワイヤレス通信サービスプロバイダKTフリー
テルは、マレーシアの格安携帯電話会社U Mobile
Sdn Bhdの株式16.5％を1億米ドル以上で売却する
計画です。

• マレーシアの富豪Quek Leng Chan氏は、 （Hong
Leong Group Malaysia経由で）InterContinental
Hotels Group Plcの株式3％を74百万米ドルで取得
しました。

国内のM&A市場では、当期は多くの上場企業が買収によ
り上場廃止となりましたが、これは買収側の企業が余剰
キャッシュフロー、安価な資金調達費用、魅力的な市場価
値のメリットを生かした結果です。

代表的なディールは以下の2件です。

• IOI Corporation Bhdが、不動産開発セクターIOI
Property Bhdを148百万米ドルで買収し同社を完全
子会社化しました。

• パハン農業開発協議会（Pahang Agriculture
Development Board）が、プランテーション管理会社
Kurnia Setia Bhdを77百万米ドルで買収し、非上場
化するオファーを提出しました。

非上場化のほかに、次のような完全買収や処分が行なわ
れました。

• 債務削減のため、Time dotCom Bhdが、国内第3
位の情報通信企業DiGi.Com Bhdの株式を132百
万米ドルで売却しました。

• Ramunia Holdings Bhdが、Sime Darby Bhdに石
油・ガス精製事業を66百万米ドルで売却する計画で
す。
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今後の見通し
世界的な金融危機にもかかわらず、マレーシア経済のファ
ンダメンタルズは堅調に推移しています。豊富な資金力を
持つ銀行セクター、流動性の高い金融市場、融資のデフォ
ルト率の低さ、安定した不動産セクター、これらすべての要
素が投資の確固たる基盤を築き上げています。さらに、
2009年下半期は全世界的な危機のペースが減速すると
予想されるため、マレーシア経済は安定し、企業は戦略的
に割安株投資への意欲が高まると見込まれます。

マレーシア政府も、新たに大胆な政策を数多く打ち出して、
重要なM&Aの機会を提供し、マレーシアでの投資を後押し
する予定です。これらの政策の例として次のようなものが
挙げられます。

• 外国投資委員会（FIC）ガイドラインの緩和。すなわ
ち、FICが、基本的には取引の審査を行なわず、ま
た株式持分の取得、合併・買収を対象とする取引に
ついては出資制限が撤廃されます。ただし、電力、
情報通信、水関連及び運輸等の戦略的なセクター
には特例が設けられています。

• サービスセクター27種を自由化し、出資制限が撤廃
されます。対象は、ヘルスケア、社会サービス、観光
業、運輸業、事業サービス、コンピュータ及び関連技
術サービス等です。

• 今後2012年にかけての金融サービスの自由化によ
り、新たに7件の銀行業務ライセンスが外国銀行（従
来の銀行ライセンス5件、イスラム系のライセンス2
件）に、ファミリー・タカフル（イスラム教理に基づく保
険）に2件のライセンスが発行される予定です。外国
人も、投資銀行、保険会社、タカフル事業者、株式
仲買業者及びファンドマネジメント会社の株式取得
を70％まで又はそれ以上認められます。

今後、マレーシアのM&A市場は、消費財、ヘルスケア、医
薬品等消費者製品などの基礎的セクターに回帰すると予
想されます。パーム油等の商品セクターや石油・ガス支援
サービスもまた堅調な潜在需要により、大いに注目される
と思われます。

マレーシア企業は、引き続き魅力的な海外投資先を探して
いるため、IN-OUT案件の需要は健在であり、それによっ
てマレーシア企業の海外投資の最近のトレンドが形成され
ています。

現在も進行中の景気低迷により、企業が非中核・不採算
事業の処分を進めているため、企業再編ディールも発生し
ます。これは特に、中核事業により注力し非中核事業の売
却を求められている政府系企業に当てはまります。

当事務所は、マレーシアでのM&Aディールが増加すると
予想しています。その理由として、新たに実施される市場
自由化政策、引き続き堅調な商品セクターに対する世界
的な需要、国内外の相乗効果の高い投資への需要が挙
げられます。
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マレーシア：
市場自由化政策の導入

2009年第2四半期は、マレーシア経済の展望において重要な節目となりまし
た。まさに当四半期において、マレーシアのナジブ・ラザク首相が、国家経済と
資本市場の更なる発展を目指して多くの大胆な市場自由化政策を発表したの
です。年平均GDP成長率6.4%を達成し、1970年には49%だった貧困率が現
在の4%以下の水準にまで改善し、中所得経済を達成した現在、政府は、国家
の成長の勢いと市場の活力を維持するため、高所得経済への転換を図る必要
があると考えたのです。

この高所得経済への転換を目指す政府の取り組みは、2020年までに国家を高
所得国の水準に押し上げるため、革新、創造、高価値に基づく新しい経済モデ
ルを発展させる仕組みのひとつです。この新しい経済モデルは、製造業への依
存体質を、熟練した知識労働者によるハイテクサービスセクターへ転換させる
ことをめざしています。

この新しい経済モデルの下で、マレーシアは、経済のあらゆる分野において競
争を促し、対内直接投資（FDI）の促進につながる、投資家に配慮した環境を整
備します。政府は、民間教育、ヘルスツーリズム、イスラム金融、ICT、クリエイ
ティブ産業やバイオテクノロジー等の高価値を有する成長の源泉の重要な推進
力として革新技術を体系的に育成することになります。

新しい経済モデルへの転換にあたり、3分野にわたる主要自由化政策が2009
年第2四半期、首相によって発表されました。

1. 外国投資委員会 （FIC） ガイドラインの緩和

マレーシアの既存の投資ガイドラインは、FICが管理しており、外国投資により
マレーシア新経済政策（NEP）の目的が確実に達成できるように設定されてい
ました。NEPは1971年に開始されましたが、社会工学プログラムの一環として
ブミプトラ（マレー人及びその他の先住民）による国内会社の持株比率を1970
年の2.4%から30%へ引き上げました。この目的のため、FICは、既存のガイド
ラインを改訂し、マレーシアの企業と事業の資産取得、合併・買収に関する規
定を追加しました。

株式の取得、合併及び買収

従来の制度においては、外国人投資家は取得可能な会社株式の額に制限が
設けられ、ブミプトラによる最低30%の株式保有比率を遵守しなければなりま
せんでした。規制緩和に伴い、こうした取引に関する出資制限が撤廃されまし
た。

ただし、一部の戦略的なセクター（例えば、電力、情報通信、水道、運輸及び金
融サービス）は、従来どおり外国人の保有比率に制限があります。これらの戦
略的なセクターにおける国民の株式保有比率については、エネルギー委員会、
マレーシア通信マルチメディア委員会、国家水サービス委員会及び商用車両
免許登録局等、個別の産業規制当局による規制が今後も続くと思われます。

Datuk Anwar
Yahya
Deals Leader
Malaysia
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上場企業の資金調達

以前は、マレーシア証券取引所に上場しようとする企業は、発行株式の最低
30％をブミプトラ株主に割り当てるという規則に従わなければなりませんでし
た。この規制は、一部の戦略的セクターの新規株式公開を除き、首相の発表後
の新規株式公開から撤廃されています。

しかし、ブミプトラの持株比率最低30%という要件に代わり、現在の浮動株の
50%にあたる株数をブミプトラ投資家に割り当てなければなりません。上場にあ
たり、企業は依然として自社株式の最低25%を売り出さなければならず、これ
は即ち、自社株式の最低12.5%をブミプトラ投資家に売り出さなければならな
いことを意味します。

上記に加え、上場後の資金調達手段には、逆買収や「裏口」上場の場合を除
き、出資条件は適用されません。

資産の取得

国内企業の出資制限に関する制限の緩和とは別に、政府は、非ブミプトラ投資
家もしくは過半数を保有する外国人投資家による売却を伴う資産取引や非ブミ
プトラと外国法人間の取引に関する承認を不要とする規則も導入しました。こ
れはブミプトラが所有する会社が他のブミプトラ所有会社から資産を取得する
場合にも適用されます。FICによる資産取引の承認が必要とされるのは、評価
額20百万リンギット（5.7百万米ドル）超の資産取引で、ブミプトラ又は政府の持
分が希薄化する場合のみとなります。

政府系プライベート・エクイティ・ファンドEkuinasの設立

新しい経済モデルに合わせて、新しい投資会社Ekuiti Nasional Berhad
（Ekuinas）が設立される予定です。Ekuinasは、ブミプトラのさらに密接な経済
へのかかわりを促進するために、プライベート・エクイティ・ファンド（設立時当初
の資本金は5億リンギット）として設立されます。Ekuinasは最終的に100億リン
ギット規模のファンドに成長することを目指しています。

Ekuinasは、新しい経済モデルを支援するため、成長ポテンシャルの高いセク
ターへの投資に集中します。同時に、Ekuinasは商業活動に集中する本物の
パートナーシップを育てるため、民間のファンドと共同で投資を行います。

2. 金融サービスセクターの自由化

国内の金融サービスセクターの健全な競争を確保するため、マレーシア中央銀
行は、以下の分野の国内市場に資金とノウハウを導入可能な一部の外国企業
に新規7件の銀行業務ライセンス、2件の保険業務ライセンスの発行を提案しま
した。

• イスラム系大手銀行（払込資本金10億米ドル以上）のライセンス2件が今
年発行される予定です。

• 専門知識を持つ商業銀行のライセンス2件が今年発行される予定です。ラ
イセンス発行の対象は、金融セクターにおいて現在はサービスが未整備
ながら、新たな成長分野に指定されている事業分野の発展に必要な専門
的な技能、知識、技術を導入する銀行です。

• 国際的レベルの銀行3行を上限として、2011年に、商業銀行業務ライセン
スが発行される予定です。ライセンス発行の対象は、マレーシアに大きな
価値を提案し得る、即ち、国際的なイスラム金融、シェアードサービス、ア
ウトソーシングセンターといった分野でのグローバルな提携関係の強化に
貢献し、国際貿易やマレーシアと多国間の投資の流れを促進できる銀行
です。
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銀行業務ライセンスに加え、今年2つのファミリータカフル（イスラム教理に基づ
く保険）のライセンスが外国企業に発行される予定です。マレーシアの銀行・保
険セクターの自由化に伴い、外国人投資家もイスラム銀行、投資銀行、保険会
社、タカフル事業者、株式仲介業者、単位型投資信託運用会社の株式の70％
まで取得が認められるようになります。さらに、ファンドマネジメント会社につい
ては、外国人の保有比率100%が認められるようになります。ただし、国内商業
銀行の外国人保有比率の上限は、従来どおり30%です。

これらの自由化政策と同時に、金融サービスセクターの更なる発展のために事
業制限措置や税制優遇措置が撤廃されます。

3. サービスセクター27業種の自由化

サービスセクターは2008年のマレーシアGDPの55%を占め、そのうちの48%
は民間サービス業でした。このセクターはまた、マレーシア国内の雇用の57%
を占めています。このサービスセクターの成長ポテンシャルを認識し、政府は
GDPへの貢献度を60%に高める目的で、直ちにサービス27業種を自由化し、
出資制限を撤廃することを決定しました。つまり外国人の持株比率100%が認
められるということです。これらの業種は、それまでブミプトラの出資制限30%
の対象となっていました。

27業種は大きく以下のグループに分類されます。

• コンピュータ及び関連サービス

• 医療及び社会サービス

• 観光業

• 運送業

• スポーツその他レクリエーションサービス

• 事業サービス

• レンタル/リース（オペレータなし）

• 支援サービスその他補助サービス
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こうした自由化政策の全般的な効果により、マレーシアが外国投資資本を受け
入れる体制を十分整えていることを保障することになります。企業と投資家が、
東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国進出の足がかりとして、戦略的にマレーシ
アに注目し、マレーシア経済の中で国内投資の機会を最大限に活用することが
できるのです。

この新制度は、マレーシアのもつ貿易面の強力な国際的関係やイスラム金融
などの新興分野を武器に、ASEAN地域に事業拠点を築こうとする外国企業の
参入を促進するでしょう。買収企業や投資家は、輸出志向型のマレーシア企業
への投資を検討し、ASEAN諸国、さらには広くアジアへの財貨及びサービスの
広域的なプロバイダとして発展させることができます。

出資制限の緩和によって、株式所有の障壁が撤廃され、外国企業やプライ
ベート・エクイティ投資家にとってマレーシアの資本市場が魅力的なものとなり
ます。プライベート・エクイティ会社は、マレーシアの自由化された環境で投資
先の会社を上場することが、エグジットの追加オプションになると考えるでしょ
う。さらに、持株制限の障壁が撤廃されれば、国民がブミプトラ保有分の株式を
取得できるので国内取引も活況を呈すると予想されます。

世界経済は困難な状況にあるものの、マレーシアの大胆かつ重要な市場自由
化政策が、外資の流入を後押しし、国内の経済と資本市場が活性化すると期
待されます。
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フィリピン共和国
底堅い国内産業と安定的な海外からの資金還流が内需を刺激し続けたことにより、景
気後退を回避できました。国内ディールのおかげで、2009年上半期のディール総額は
かろうじて微増という結果になりました。2010年は、延期されていた新規株式公開やビジ
ネスプロセス・アウトソーシング業界の統合などのディールが期待されています。

Mary Jade T. Roxas-Divinagracia
Transactions Leader
Philippines

経済環境の動向
世界的金融危機の余波により、フィリピンの2009年第1四
半期のGDP成長率は、0.4%へ減速しました。工業・製造
セクターは6.6％減少、輸出は18.2%もの大幅な減少とな
り、設備投資も17.9%減少しました。フィリピン政府はこれ
に対応するため、インフラ関連プロジェクトへの歳出を対
GDP比2.6%から3.8%に引き上げています。

ところが、フィリピンの財政状態は、収益創出機関の年初
来5カ月間の業績が低迷したため、厳しい状況にありま
す。内国歳入局の税徴収額は6.6%、関税局の税徴収額
は7.4%減少しました。政府は2009年度の財政赤字の上
限を上方修正し続け、現在は2,500億フィリピンペソ、すな
わち対GDP比で約3.2%となっています。以前の上限は
2.5%、その前は1.2%でした。世界的な不況以前には、
2009年度の財政赤字の上限は対GDP比0.5%と予想され
ていました。

フィリピンの輸出の花形であるエレクトロニクス製品は、4
月に33.2%の急落後底を打ったとみられています。前年同
期比ベースで大幅に減少したにもかかわらず、4月の前月
比は3.9%増加し、16.2億米ドルとなり、このセクターが若
干回復したことを示しています。フィリピンの半導体及びエ
レクトロニクスの業界団体は、2009年第2四半期は第1四
半期より好調であると考えています。

景気後退にもかかわらず、フィリピンは、世界的金融危機
による影響を深刻に受けずに済んだ数少ない国のひとつ
とみなされています。引き続き底堅く、経済成長に貢献した
セクターは、建設、農業、運輸、通信および倉庫、鉱業及
びビジネスプロセス・アウトソーシングです。

2008年に数年来の最高値を更新したインフレ率は、今年
大幅に低下しました。中央銀行は、6月のインフレ率は、
1.2%－2.1%になると予想しています。これは5月の
3.3%、ピークとなった昨年8月の12.5%からの大幅な低下
です。2009年のインフレ率は、2.5%から4.5%が目標レン
ジとされており、2010年にかけて低水準で推移すると予想
されます。しかしながら、世界経済が回復に向かえば、再
びインフレ率は上昇するでしょう。

世界市場でフィリピン人労働者の需要が衰えなかったた
め、年初4ヶ月間の海外からの送金額は2.6%増加し、55
億米ドルとなりました。海外からの送金が国内消費を下支
えし、経済は好調に推移しました。

フィリピン証券取引所（PSE）の株価指数は、2009年7月3
日時点で、2,431.4まで回復し、2008年12月31日の終値
1,872.85から30%上昇しました。フィリピンペソの対米ドル
レートは、47.390－48.371フィリピンペソのレンジで安定的
に推移しました。

ディールの動向

2009年上半期のディール総額は、前年同期比5%増の
18.1億米ドルとなりました。これは、国内のディール総額が
144%増加し、15.7億米ドルに達したことによるもので、主
に銀行及び通信セクターが占めています。

OUT-INのディール総額が78%減少の2.11億米ドル、IN-
OUTのディール総額は80%減少して2,650万米ドルとなり
ました。

2009年上半期のディール件数は、前年同期の94件から
30%減少し、66件となりました。
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サンミゲル

本報告書の既刊号で述べたとおり、サンミゲル（SMC）は、
食品・飲料会社の持ち分を処分して他業界の株式保有機
会を探っており、現在でもフィリピンのM&A市場において
活発に動いています。

最も顕著な事例としてキューテックアライアンスホールディ
ングスが、SMCの株式の19.91%をキリンホールディング
スから396億フィリピンペソ（8億2,340万米ドル）で取得した
ことが挙げられます。これは、2009年上半期のフィリピン
最大のディールでした。

通信、不動産及びパッケージング

• SMCは、携帯電話機卸売会社Express
Telecommunications Inc.の買収を計画しています。

• 2009年7月、SMCは、Liberty Telecoms Holdings
Inc.と株式買取契約書を締結し、18億フィリピンペソ
で、同社への出資比率を20%から53%に引き上げま
した。

• SMC が過半数を所有する子会社San Miguel
Properties Inc.は、不動産開発会社Maison 17
Properties Inc.を、Wallmasters Inc.から、3億フィリ
ピンペソ（638万米ドル）で買収しました。

SMCは、サンミゲル・レンゴー・パッケージング・コーポレー
ションの残り30%の持ち分をレンゴー株式会社から2.5億
フィリピンペソ（520万米ドル）で取得することを計画してい
ます。また、Mindanao Corrugated Fibreboard, Inc.の持
分比率をさらに6.7%引き上げることも計画中です。

食品・飲料会社株式の処分
• SMCは、海外向けビール事業及び国内ビールブラン

ドを、94.25%を保有する子会社サンミゲルビールに
売却する予定です。

銀行
• East West Banking Corpは、AIG Philam Savings

Bank 及びPrimus Finance & Leasing Inc.の両社を
完全子会社化しました。これら2件のディール総額
は、20億フィリピンペソ（4,230万米ドル）と推定されま
す。さらに、East West Banking Corpは、Philam
Auto Finance & Leasing Inc.をAmerican
International Group Inc.から買収することに合意しま
した。

• 4月、GT Capital Holdings Inc.は、Metropolitan
Bank & Trust Co.株式の25.01%をGrand Titan
Capital Holdings Inc.から取得しました。

• 5月、バンコ・デ・オロ・ユニバーサル・バンクとGE
キャピタルは、GE マネーバンクを バンコ・デ・オロに
譲渡することにつき正式な契約を締結しました。ま
た、GE キャピタルは、バンコ・デ・オロ株式の1.5%を
取得する予定ですが、本株式取得には保有割合を
10％まで引き上げるオプションが付与されています

その他の重要なディール：

• 7月、スマートコミュニケーションズの子会社ピリピノ・
テレフォンは、マニラ・エレクトリック（MERALCO）の
普通株式2.23億株を200.7億フィリピンペソで、First
Philippine Utilities Corporation（旧First Philippine
Union Fenosa, Inc.）から取得しました。

• Metro Pacific Investments Corp.は、PLDT
Beneficial Trust Fundから、MERALCO株式の
10.17%を取得することに合意しました。

• Abacus Securities Corp. は、Atlas Consolidated
Mining & Development Corp. 株式の4.82%を取得
できるオプションを、5億フィリピンペソ（1,060万米ド
ル）で取得しました。

• 3月、国有銀行であるフィリピン開発銀行とLand
Bank of the Philippinesは、合同で、Metro Rail
Transit Corp.（MRT）株式の56%を取得しました。両
行はMRTの保有割合を56%から76%に引き上げる
予定です。

今後の見通し
新規株式公開（IPO）と選挙

2008年下半期同様、年初来6カ月間、新規株式公開企業
はゼロとなりました。新規株式公開の動きは、早くても
2010年下半期に向け上向くものと期待されます。その頃に
は、経済は回復しており、2010年6月の国政選挙まで続く
と思われる政治・規制面での不透明感も払拭されているこ
とが予想されます。

唯一の例外は、Pilipinas Shell Petroleum Corp.の新規
株式公開で、延期が予想されていた中、今年第3四半期に
予定されました。同社は、長い間、エネルギー省から、
1998年石油規制緩和法に従い、少なくとも株式の10%を
上場させるよう要請されていました。
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エネルギー事業の民営化

国有の電力部門資産負債管理会社（Power Sector
Assets and Liabilities Management Corporation ：
PSALM）は、今年5月と6月に、大手石炭火力発電所の
Sual（1000メガワット）およびPagbilao（700メガワット）の
入札を予定していました。入札に参加したSan Miguel
Energy Corporationと Therma Luzon Inc.の入札価格
は、PSALMの最低入札価格に及びませんでした。次回の
入札は年内に予定されています。

コールセンター事業

世界的な景気低迷にもかかわらず、フィリピンのビジネス
プロセス・アウトソーシング業界は、引き続き堅調です。
コールセンター業界の大手企業を対象にした最近の当社
の調査では、2008年、コールセンター業界の収益は20%
超増加し、受託先スタッフの人数は13%増加しました。しか
し、同調査によると、年間売上10百万米ドル未満の企業ま
たは受託先が600社未満の企業で営業利益率が伸び悩
んでいます。コールセンター業界は、営業費用をより効率
的に管理できる規模を必要とし、小規模な企業同士が統
合する成熟期を迎えたのかもしれません。

銀行貸出の伸び

フィリピンの銀行貸出は、フィリピン中央銀行の支援により
引き続き増加しています。2009年5月、事業用に充当され
る商業銀行の貸付は、2008年12月の1.748兆フィリピンペ
ソ（363億米ドル）から3.1%増加し1.78兆フィリピンペソ
（375億米ドル）となりました。貸付が増加している主要なセ
クターは、漁業、電力、ガス・水道、運輸、倉庫、通信、金
融仲介、行政・防衛、保健・社会福祉、その他共同体・社
会・個人向けサービスです。

さらに、フィリピン中央銀行は、経済活動を刺激するため、
2008年12月以来、主要政策金利を200ベーシスポイント
引き下げています。
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シンガポール共和国
世界の景況感の改善に伴い、M&A市場は、2四半期続いた低迷期を脱し4月下旬から
活況を呈し始めました。ディールは引き続き増加すると思われるものの、より慎重な景況
感や信用市場の低迷を考えると、案件の規模は年末にかけて縮小するでしょう。

Chao Choon Ong
Transactions Leader
Singapore

経済環境の動向
米国及び欧州への輸出依存度の高さから、シンガポール
は、2008年第3四半期、アジア経済圏で真っ先に景気後
退に陥った国のひとつです。
シンガポールのGDPは、前年同期比で、2009年第1四半
期に9.5%減少、第2四半期に3.5%減少となりました。
2009年第1四半期のGDPは、前四半期比12.2%減で4四
半期連続の減少となりましたが、第2四半期には、前四半
期比で20.7%増加しました。

シンガポール政府は、おそらく景気後退の最悪期は脱した
との見解を認めていますが、一気にV字回復に向かうであ
ろうという楽観ムードを警戒しています。GDPの改善は、
製造セクターに大きく依存しています。同セクターは、在庫
補充とバイオメディカル分野での生産急増を受け、2009年
第2四半期に49.5%増加（前四半期には18.5%減）しまし
た。第2四半期は、すべてのセクターで第1四半期より改善
しましたが、ホテル・レストランセクターは例外で僅かに減
少しました。

季節調整済みベースで、2009年6月のインフレ率は0.2％
で、2009年上半期の消費者物価指数は前年同期比で
0.8%上昇しました。最近の世界的な原油価格の高騰を受
け、シンガポール金融庁は、2009年通年の予想インフレ
率を上方修正し、マイナス0.5%からプラス0.5%のレンジに
なると予想しています。

為替では、対米ドルでシンガポールドル安となっており、
2008年11月に一時的に持ち直したものの、2008年7月以
来一貫して下げています。2009年3月には、対米ドルで
1.55シンガポールドルの最安値をつけました。それ以降、
シンガポールドルは徐々に上昇し、6月以降対米ドルで
1.45シンガポールドル近辺に落ち着いています。

ディールの動向

他の市場同様、シンガポールのM&Aも世界的な経済危機
により深刻な影響を受けました。2009年上半期のOUT-IN
案件、IN-OUT案件及び国内案件の総額は64億米ドル
で、2008年下半期比で61%減、前年同期比で85%減とな
りました。公表されたディール件数は、2008年下半期は
350件であったのに対し、2009年上半期には248件に減少
しました。平均すると、2009年の案件は、2008年よりも金
額が縮小しました。2009年上半期は、上位3案件がディー
ル総額の60%超を占めましたが、最も重要な案件は、中
国石油天然気（ペトロチャイナ）によるシンガポール石油の
買収でした。

M&Aは2009年第2四半期には持ち直し、第1四半期に比
べ、ディール総額が75%増加しました。公表されたディー
ル件数も第2四半期には5%増の127件となりました。

国内案件

当期の国内ディールの総額は26億米ドルで、2008年下半
期に比べ20%減少しました。合計100件のディールのう
ち、最大規模の案件がディール総額の約3分の1を占めま
した。

• シンガポール・エアラインは、シンガポール・エアポー
ト・ターミナル・サービシズ（評価額9億米ドル）の81%
の持ち分を自社の株主に配当として分配することを
計画しています。

Asia Pacific M&A Bulletin
PricewaterhouseCoopers

Mid-year 2009
78



OUT-IN案件

2009年上半期のOUT-IN案件のディール総額は33億米ド
ルで、2008年下半期から70%減少しました。ディール件数
60件のうち、主な案件は以下の通りです。

• ペトロチャイナはシンガポール石油株式の45%を10
億米ドル、残り54%を12億米ドルで取得する予定で
あると発表しました。

• 中国国有企業中国アルミ業公司（チャイナルコ）は、
シャイング・プロスペクト株式の5%を10億米ドルで取
得しました。

• Lint Ltd（タイのPTT Internationalの完全子会社）は、
Straits Asia Resource株式の53%を309百万米ドル
で取得しました。

• General Electric Aircraft Enginesは、Airfoil
Technologies International Singapore Pte. Ltd株式
の51%を3億米ドルで取得しました。

IN-OUT案件

2009年上半期のIN-OUT案件の総額はわずか5億米ドル
で、前年同期比89%減となりました。ディール総数88件の
うち、主な案件は以下の通りです。

• GICリアル・エステートは、倉庫設備のオーナー兼経
営者で日本に拠点を置くプロロジスパーク三郷IIを
140百万米ドルで買収しました。

• キャピタランド.は、32.5百万米ドルで、ベトナムの不
動産投資・開発会社CapitaLand-Hoang Thanh Co.
Ltdの株式を追加で60%取得しました。

• Abterra Ltdは、香港のSunny Energy Ltd株式の
25%を27.6百万米ドルで買収しました。

プライベート・エクイティ・ファンド及び政府系ファンド

2009年上半期のプライベート・エクイティ（PE）ファンド及び
政府系ファンド（SWF）が関連する企業買収案件の総額は
5億米ドルで、ディール件数は8件でした。PE投資は、信用
凍結の結果、2008年10月以来激減しましたが、2009年第
2四半期には、特に小規模なグロース・キャピタル投資案
件に回復の兆しが見え始めました。PE投資家は、今のとこ
ろ、IT業界やビジネスプロセス・アウトソーシング業界につ
いて、より慎重になっており、それらに代わりヘルスケア、
製薬、教育、専門サービス、再生可能エネルギーといった
ディフェンシブセクターにますます注目し始めています。成
立案件数の減少やディールの平均規模の縮小に加えて、
資金調達の動きは世界的に減速し、調達総額は2004年
以来最低となりました。

PE 及びSWF関連で最大の案件は、6月に発表された
Temasek Holdingsの買収提案です。同社は、シンガポー
ルを拠点とする農産物及び食材のサプライ・チェーン・マネ
ジメント会社オラム・インターナショナル株式の13.8%を
303百万米ドルで取得しました。さらに、Temasek
Holdingsは、投資対象先のひとつであるネプチューン・オ
リエント・ラインズに671百万米ドル1を再投資しました。ま
た、同社は、中国建設銀行にも6億米ドル1を投じ、保有比
率を6%から6.5%に引き上げました。

GIGリアル・エステートによる140百万米ドルでのプロロジ
スパーク三郷IIの買収に加え、GICスペシャル・インベスト
メンツは、英国拠点のPE会社の株式7.7%を取得し、さら
に、金額は非公開ですが、オーストラリアのFuture Fund
Management Agencyも買収しました。

今後の見通し
2009年上半期の経済パフォーマンスが予想以上に良かっ
たことから、通商産業省は、2009年4月に予想したシンガ
ポール経済の縮小幅6.0% － 9.0%を上方修正し、4.0%
－ 6.0%としました。

景況感の回復と3月以降の株式相場の上昇に伴い、個人
向け住宅市場は、年初来、著しく活気を帯び始めました。
分析によれば、一般向け住宅つまり低価格物件の価格
は、現在、2007年10月のピーク時の水準です。住宅開発
業者は、今年上半期、7,000軒を上回る個人向け住宅を販
売しました。これは、前年同期の2倍の数で、年率換算す
ると、住宅ブームで最高販売戸数を記録した2007年の
14,811軒に比べわずか2%少ない水準です。それ以来、シ
ンガポール政府は、不動産投機再燃の兆しが懸念される
中、不動産市場の動向を注意深く監視する意向を示して
います。

今年上半期にシンガポール取引所メインボード市場に上
場した企業はゼロでしたが、二部市場のカタリスト市場で
は新規株式公開が3社だけあり、調達総額は12.5百万米
ドルでした。新規株式公開の件数はわずかですが、多くの
企業が新株の株主割当による増資で財務体質を改善し、
長引く不況に備えたり、買収資金を積み増したりしていま
す。2009年上半期、シンガポール企業が株主割当により
調達した資金は総額63億米ドルで、2008年の年間調達額
24億米ドルを大きく上回り、アジアの調達総額の65%を占
めています。2009年上半期に資金調達を行った主な企業
は、DBSグループ・ホールディングス、キャピタランド及び
ネプチューン・オリエント・ラインズです。
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2009年1月、シンガポール政府は、205億シンガポール・ド
ルの景気刺激策を発表しました。うち、45億シンガポール・
ドルが雇用クレジット・スキームに充てられました。この制
度は、2,500シンガポール・ドルを上限として、各従業員の
月給の12%相当額を現金で雇用主に還付するもので、雇
用コストの削減と雇用維持を目的としており、開放的なシ
ンガポール経済にとって、どの景気刺激策よりも景気後退
の影響を緩和するのに効果的であると考えられました。7
月の速報によれば、2009年6月の季節調整済みの全国の
失業率は3.3%で、2009年3月からは変化していないもの
の、2008年6月の2.2%より上昇しました。今年第3四半期
には大規模な経費削減策の予定はなく、企業にも少人数
の採用を再開する動きが出始めていることから、今後失業
率は横ばいで推移するものと思われます。

最近は景気回復の兆しが見られることから、シンガポール
政府は、現在までのところ、景気刺激策を追加的に行う必
要はないと表明しましたが、年末にその見解の見直しを行
うでしょう。さらに、シンガポールの景気回復は、2010年の
早い時期に開業する2カ所の総合リゾート施設によっても
後押しされることが期待されています。新しい雇用機会が
生まれ、国内消費と外国人旅行者による消費が活発にな
ると予想されます。

シンガポールの長期的な経済変革を研究するため、2009
年5月、官民連携による経済戦略委員会が設置されまし
た。特に、同委員会は、セクター固有の戦略を検討し、シン
ガポール企業が海外で成長する機会を模索し、フォーチュ
ン500社以下の階層に属する企業を含め、より多くのグ
ローバル企業を引き続き誘致することに注力しています。
同委員会は、次の予算に間に合うように提言をまとめるこ
とになっています。

景気が回復し、世界の金融システムに対する信頼も徐々
に回復していることから、2009年後半のM&Aの市場環境
は引き続き改善に向かうことが予想されます。投資家は引
き続き掘り出し物を探す一方で、慎重な姿勢を崩さないと
思われます。ディールの規模は、過去2年間に比べ大幅に
縮小した状態が続きそうであり、資金力のあるシンガポー
ルの企業は、かつて多くのディールでPE会社に競り負け
ていましたが、信用力とバリュエーションが低下している現
在、より有利な条件を見出すことでしょう。PEファンドによ
るM&Aも今年後半活気づいてくることが期待されます。
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タイ王国
観光及び製造セクターに深刻な打撃

Gary Murphy
Deals Leader
PwC SEAPEN Region*

経済環境の動向
世界経済の減速は、必然的にタイ経済に影を落としまし
た。主要貿易相手国の消費需要の低迷が、製造業界での
生産減少と失業率の上昇を招きました。タイの観光セク
ターも世界的な景気低迷の影響を受けており、新型インフ
ルエンザA（H1N1）の世界的流行（パンデミック）に対する
警戒感が追い討ちをかけています。タイ国内だけでも、こ
れまでに9,000件の感染例が報告されています。

タイは、グローバルな課題だけでなく、多くの国内問題を抱
えています。2008年12月の国会で第27代首相にアビシッ
ト・ウェチャチワ氏が選出されましたが、同氏は、世界的金
融危機の中でタイ経済の舵取りにあたる他、現在も続くタ
イ国内の政治的混乱にも対処していかなければなりませ
ん。タイの新年にあたる4月13日に、親タクシン派による反
政府デモが暴動に発展し、衝突により2人が死亡、警官を
含む113人が負傷しました。この事件は、2008年11月に起
きたバンコクのスワンナプーム空港占拠事件の影響からよ
うやく回復し始めていたタイの観光産業の先行きに影を落
とすこととなりました。

2009年第1四半期のGDPは、前年同期のプラス6%とは対
照的に、年率換算でマイナス7%まで低下しました。ほぼ
2009年上半期を通じて民間投資や個人消費が冷え込み
ましたが、その減少ペースに減速の兆しが出ています。個
人消費規模を付加価値税の徴収額水準にみると、2009年
5月の付加価値税徴収額は年換算で17%減少していま
す。しかし、4月の22%減に比べれば、これは改善といえる
のではないでしょうか。

* PwC SEAPEN Region comprises Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia and Laos. Over 3,000 people across these
five countries share knowledge, resources and experience to best serve clients’ needs across the region.

タイ政府は国内消費の活性化のため、数多くの景気対策
を実施し、2009年5月までに公共支出が年換算で27%増
加しました。主な政策としては、低所得者に対する2,000
バーツの給付金支給、初等・中等教育及び公共料金の無
料化による一般家庭への援助、一定の資産譲渡手数料の
支払い猶予及びその他費用の減額が挙げられます。ま
た、新たな祝日が制定されましたが、これは国民に向けた
観光キャンペーンに合わせたもので、外出して消費を促す
ことが目的です。

バーツは、当期を通じてほとんどのアジア地域の通貨に対
して上昇し、対米ドルで2.3%上昇しましたが、これはアジ
ア地域の通貨バスケットが対米ドルでわずか0.2%高と
なったのとは対照的です。バーツの相対的な高さは、主
に、年初来5カ月間貿易黒字が続いたことによるもので、
黒字累計額は100億米ドルに達しています。当期、タイ中
央銀行は積極的に為替介入を行い相場の安定を図りまし
た。

消費者信頼感指数が2008年12月の70.7から2009年5月
には64.3へ悪化したにもかかわらず、SET株価指数は、
2009年上半期1月から2月にかけて4%下落した後、約
33%上昇しました。2009年上半期の海外からの投資は、1
月と2月に純流出となった後、約200億バーツの純流入と
なり、これが市場を下支えして一層バーツ高に拍車がかか
りました。

2009年上半期の海外直接投資は500億バーツで、前年同
期比では件数ベースで33%減、金額ベースで54%減となり
ましたが、それ以前の数か月に比べ改善しています。承認
された大型案件13件のうち主なものとして、味の素（タイ）
の52億4,500万バーツの調味料生産設備、ネスレ（タイ）の
9億4,400万バーツの家畜飼料生産設備、P&Gの9億
1,300万バーツのヘアケア製品生産設備の建設が挙げら
れます。他の案件は主に産業機械及び部品製造関連でし
た。
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ディールの動向

タイの2009年上半期のディール動向は依然として低迷し、
金額ベースで14億5,300万米ドルと、2008年下半期の12
億5,400万米ドルから16%増にとどまりました。国内案件
がM&Aの大半を占め、主に国内企業グループや関連会社
の再編が寄与しました。トゥルー・コーポレーションは
Charoen Pokphand Groupから通信関係の子会社を買い
戻し、マイナー・インターナショナルはマイナー・コーポレー
ションを買収しました。また、タイ･ビバレッジとBangkok
Mass Transit Systemの設立当初からの株主は、持ち株
を増やしました。

プライベート・エクイティ・ファンドによるM&Aは極めて低調
で、唯一、H&Qが10年前に投資した電子機器メーカーSVI
のエグジットが報告されているだけです。

IN-OUT M&Aについては、不動産会社が世界的な景気低
迷に乗じて割安な案件に投資しています。主なディールと
して、TCCによるオーストラリアのハイアット・リージェン
シー・アデレードの買収、マイナー・インターナショナルによ
るベトナムのホテル運営会社Habour View Co., Ltdの持
株比率の引き上げ等が挙げられます。この他にも、例え
ば、SCG、デュシット、PTT、Charoen Pokphand Groupな
どの大手企業が、海外の投資機会を積極的に探っている
ようです。

金融サービス・セクターでの主なディールは、以下の通りで
す。

• アユタヤ銀行は、クレジットカード会社AIG Card
（Thailand） Co. Ltd. の全株式をアメリカン・インター
ナショナル・グループ（AIG）.の子会社AIG Consumer
Finance Group から取得しました。同時に、AIGリ
テール・バンク株式の99.5%も取得しました。これら2
件の取引総額は、20億5,500万バーツです。

• Engine Holding Asia Pte Ltdは、バンコクに拠点を置
くオートバイ・ファイナンス会社グループ・リース株式
の48.63%をEngine Inc.から5億2,100万バーツで取
得しました。

• 日本興亜損害保険株式会社は、損害保険会社ナワ
キ・インシュアランス・パブリック株式の10%を株主グ
ループから2億1,000万バーツで取得しました。

その他注目すべきディールは以下の通りです。

• MFG Solutionは、ノンタブリーに拠点を置く電子機器
メーカーSVI PCL株式の58.48%をAsia Pacific
Electronics （BVI） Ltdから12億2,800万バーツで取
得し、持株比率を9.08%から69.45%に引き上げまし
た。MFG Solutionは、SVIの経営陣がオーナーとなっ
ています。

• Pacific Harbor Advisors Pte Ltdは、不動産開発会
社タナヨン株式の14.97%をDubai Investment Group
から2億900万バーツで取得しました。

• SMK Asia Ltdは、不動産開発会社ロジャナ工業団地
株式の6.96%を1億8,300万バーツで取得しました。

• Knight Pacific Fund Ltd及びSomers（UK）は、それ
ぞれ、フルーツ缶詰製造卸売業のMalee Sampran
PLC株式の7.86%を株主から取得しました。取得金
額は非公開です。

• Energy Co. Ltdは、アデレードに拠点を置く石油ガス
探査・生産会社Santos Ltd-PRL 5株式の50.3%を
2,000万米ドルで取得しました。
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今後の見通し
2009年下半期の見通しは低調で、GDPの減少スピードが
減速するか、成長率がわずかに回復するとみられ、通年
のGDP成長率はマイナス3.5%からマイナス2.5%のレンジ
になると予想されます。財・サービスの輸出入も引き続き
縮小し、民間投資も投資判断の遅れにより約12%減少す
ると思われます。原油価格の下落とバーツ高が今後も続く
ことを考慮すると、インフレ率はほぼゼロになりそうです。

低所得者向けの所得補助政策や税軽減策（少額資産の
譲渡手数料の支払い期限を延長する等）により、政府によ
る需要喚起策の継続がなされるでしょう。しかし、同時に、
酒・たばこへの課税や固定資産税からの歳入増も検討し
ています。

国外からの経済的打撃と国内の政治的混乱にもかかわら
ず、多くの投資家は、タイには長期投資による潜在性があ
るという見解を変えていません。投資委員会をはじめ、投
資関連の政府機関から供与される特権、適度に競争力の
あるインフラ、効率的な物流システムは、引き続き多くのセ
クターでタイを魅力あるものにしています。消費財、小売
業、ヘルスケア、エネルギー、環境整備、保険・消費者金
融、ディストレスト資産はすべてM&Aの可能性が見込まれ
る分野です。

とはいえ、現在の政治情勢は、多くの投資家の投資判断
を躊躇させる大きなリスク要因になっています。先の選挙
は2007年12月23日に実施されたため、理論的には、
2011年12月まで次回の選挙はないはずでが、専門家の
多くは、次の選挙はそれより前、おそらく年内ではないか
と考えています。タイ愛国党を引き継いだタイ貢献党が大
きな存在感を示し、政界エリートとの対立が一層深刻化す
る可能性があります。当局に財政的、政治的圧力をかけ
ることとなった前回の混乱の影響力を考えると、観光セク
ターのリスクは特に高いと考えられます。世界的不況の底
深さと新型インフルエンザA（H1N1）による影響を考え合
わせると、この先1-2カ月間のM&Aの大半が、規模の小さ
な国内ディールとなることが予想され、引き続き限定的な
動きとなるでしょう。
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新たに認可された対外直接投資案件は、昨年最高を記録
しましたが、2009年上半期は大幅に減少しました。2009年
上半期に新たに認可された投資計画は、前年同期には
309億米ドルであったのに対し、47億米ドルまで落ち込み
ました。しかし、認可までのプロセスを管理する計画投資
省は、2009年の目標である200億米ドルの達成について
強気の姿勢を保っています。2009年上半期の対外直接投
資の実績は40億米ドルで、前年同期比18%減となりまし
た。

ベトナム株価指数のVNインデックスは、2008年の終値
315.6ポイントから2009年上半期の終値では448.3ポイン
トまで回復し、6月9日には512ポイントの高値をつけまし
た。

市況の回復に伴い、新規株式公開（IPO）も活発でした。新
規上場した主な銘柄は、Bank of Foreign Trade of
Vietnam（Vietcombank）と国内最大の保険会社でHSBC
ホールディングスが10%の株式を保有するバオ・ベト・ホー
ルディングスです。両社とも6月末に上場しています。より
長期的な国有企業の民営化計画は実施されていますが、
残念ながら、その速度は外国人投資家が期待するほど早
くはありません。その理由の一つとして、2008年から2009
年初頭の株式市場の低迷が挙げられます。最近の株式市
場の回復は、政府機関に民営化を急がせる要因となるか
もしれません。ベトナム企業の海外証券取引所への上場
は、正式な上場計画の発表があり話題となりましたが、今
のところ実際に上場に至った企業はありません。情報開
示、企業統治および投資家向け広報活動に関する基準に
ついて、ベトナムと先進国市場との格差縮小の重要性に
ついても認識が高まっています。

店頭市場での売買代金は、引き続きハノイとホーチミンの
2つの証券取引所の合計売買代金を上回りました。6月24
日には、店頭公開企業のための新しい市場UPCOMがハ
ノイに開設されました。

全般的に、ベトナムは、良好な人口動態、社会的発展、政
治的安定その他のファンダメンタルズによって、引き続き
成長軌道に乗っていることは明白であり、今の経済成長を
支えているのは外国人投資家であることを政府も十分認
識しています。現在、ベトナムが抱えている経済成長に関
わる問題やベトナムで事業を行う上での課題は、世界中
の新興市場が抱える課題と比較しても異質とはいえないで
しょう。

ベトナム社会主義共和国
M&Aのディール総数は前年同期比で2倍超となりましたが、金額ベースでは半減するこ
ととなりました。国内ディールが駆動力となっています。

Stephen Gaskill
Transactions Leader
Vietnam

経済環境の動向
2009年上半期のベトナム経済は、プラス成長を維持する
ことができました。実際に、第2四半期のGDPは更にポジ
ティブな結果となり、経済成長は加速しているように思わ
れます。第1四半期の成長率は3.1%でしたが、第2四半期
には4.5%に達しています。前年上半期の成長率は6.5%
でしたが、この2四半期を合わせた2009年上半期の成長
率は3.9%でした。世界的な金融危機の影響を考慮しベト
ナム国会は、2009年のGDP成長率目標を6.5%から5%に
下方修正しています。長期的な経済の潜在的成長力に対
する信頼感は依然として強く、世界的金融危機の影響にも
かかわらず、ベトナムは2、3年後には、金融危機以前の歴
史的な成長率を徐々に回復していくであろうと予想されま
す。

2009年上半期のインフレ率は大幅に低下し、ピークを記録
した2008年8月の28.3%から、2009年6月までに3.9%まで
下がりました。しかし、2009年下半期には再び上昇し始め
ると予想されており、今年末までに6%から8%に達する可
能性があります。

ベトナムの貿易収支は、主に金の輸出が好調であったた
め2009年第1四半期に黒字転換した月もあったものの、依
然赤字が続きました。貿易赤字は、海外在住ベトナム人か
らの本国送金の減少、海外直接投資の対計画比での実績
率低下、観光収入の落ち込みが相俟ってベトナム・ドンへ
の下方圧力となっており、政府は経済の「ドル化」を阻止す
るための様々な対応に迫られています。
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ディールの動向

2009年上半期も引き続きM&Aに高い関心が集まりまし
た。ベトナムの経済界や経済運営を担うビジネス界、省
庁、その他政府機関は、世界的金融危機がベトナムにも
たらした様々な問題の解決策として、M&Aの潜在的メリッ
トについて積極的に学ぶ時間と労力を費やすとともに、
M&Aを推進してきました。過去数年にわたり、大型OUT-
IN M&Aに加え、計画された国営企業の株式会社化が、ベ
トナムのディール水準を牽引すると期待されていました。し
かし、発表されたM&A統計資料によれば、2009年現在ま
でのところ、国内企業同士のディールが大半を占めるとい
う結果となっています。

M&Aディールが金額ベースで減少したという事実認識は、
ベトナムでのディールの難しさを論じるきっかけになったと
いう点で有益でした。国内企業と海外企業には、引き続
き、様々な相談機関を通じて、当局に問題提起する機会が
与えられています。ベトナムで取引を行うには、依然とし
て、先進国市場よりも一層の忍耐と決意が求められます
が、国際的なディールのプロセスに対する理解と許容度は
徐々に高まっており、外国人投資家も、バリュエーション期
待が低下したことや、現在、他のルートからの資金流入が
困難であることを反映し、ディール交渉時の売手側の柔軟
性が向上したことで恩恵を受けていることと思います。
M&Aディールを通じ海外投資家がもたらす雇用やその他
の恩恵への感謝の念も依然強いため、短・中期的に、
徐々にではありますが、規制環境も好転されるにちがいあ
りません。

2009年上半期に公表された主な案件は、以下の通りで
す。

6月、ユニリーバは、ユニリーバ・ベトナム株式の33.33%を
現地のパートナーであるベトナム化学公団（ビナケム）から
取得すると発表しました。取得額は公表されていません。
ユニリーバとビナケムは、今後の事業拡大のために、合弁
関係を解消することで合意しました。ビナケムは、子会社
42社を有し、肥料、殺虫剤、洗剤、ゴム製品、塗料、石油
化学製品分野で、中国、米国、日本、オランダ、韓国、アセ
アン諸国の企業との間に海外合弁会社を12社有する国有
企業です。

同月、International Consumer Products Corp.（ICP）は、
Thuan Phat Foodstuff Joint Stock Co.株式の51%を取得
し事実上の大株主となりました。取得条件は公表されてい
ません。Thuan Phatは、27年前に創業し、魚醤、香辛料お
よびピクルスを専門に国内市場へ流通および海外への輸
出をしています。国内に3工場と3,000の直販店を持ち、
2008年の売上高は750億ベトナム・ドンを計上していま
す。International Consumer Products（ICP）は、2001年
創業の、ベトナムで最も急成長した日用消費財の民間企
業のひとつです。

3月、SABミラーの全額出資子会社であるSABMiller Asia
BV （SA）は、乳製品製造販売業を営む上場会社で合弁相
手であるベトナム乳業（ビナミルク）から、ビール製造卸売
業のSABMiller Vietnam JV Co Ltdの残余株式50%を取
得しました。SABミラーは、この株式取得は、ベトナムの
ビール市場での業務拡大と成長を可能とし、アジアで行っ
ている同社の既存ビール事業の補完となることを述べてい
ます。一方、ビナミルクは報道発表で「現在の経済環境下
では、弊社は乳製品と健康飲料に集中することで、業界で
の地位をより強固にし、株主利益の最大化を図りたい。」と
述べています。取得額は公表されていませんが、買収対
象企業の資産総額が、2008年12月末現在で3,180万米ド
ルであったことは周知の通りです。

同月、HSBC Insurance Holdings Ltd（HSBCホールディ
ングスの全額出資子会社）の全額出資子会社である
HSBC Insurance （Asia-Pacific） Holdings Ltdは、ベトナ
ム最大の保険会社バオ・ベトに対する持株比率を10%か
ら18%に引き上げる意向を発表しました。その後、6月に
も、HSBCは、最終的に25%まで持株比率を引き上げる旨
を発表しています。これは、現在のベトナムの規制で保有
することができる最大の保有比率となります。
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プライベート・エクイティ

2009年上半期に公表された主なプライベート・エクイティ
（PE）による取引は、以下の通りです。

6月、国際金融公社（IFC）は、ベトナムの大手決済処理・
電子決済用製品販売業Vina Payment Network Joint
Stock Company（PayNet）株式の20%を、推定214.29億
ベトナム・ドン（120万米ドル）で取得しました。契約に従
い、IFCの出資金は、主にPayNetのバックアップシステム
や冗長システムの改善およびバックオフィスのインフラ強
化に充当されます。

3月、オルタナティブ投資市場に上場し、ベトナムを中心に
投資業務を展開しているVinaCapital Vietnam
Opportunity Fund Limited（VOF）は、ベトナムの大手食
品・飲料会社Masanの全株式を売却すると発表しました。
Vietnam Opportunity Fund Ltdは、Masan Trading Corp
の少数株式を処分しました。売却株式数および買収会社
名は非公開で、推定取引額は3,333億ベトナム・ドン
（2,000万米ドル）です。

その後5月下旬に、Vietnam Azalea Fund（VAF）は、
Masan Food Corporationに940万米ドルを投資しました。
Vietnam Azalea Fund Limitedは、Mekong Capitalが運
用する1億米ドルのファンドで、上場前のベトナム企業に集
中的に投資しています。

今後の見通し
前述のとおり、6月に、国会は正式にベトナムの年間GDP
成長率の目標を6.5%から5%に下方修正しました。今年上
半期のマクロ経済動向および報道に基づき、クレディ・スイ
スは、ベトナムの2009年GDP成長率予想を2倍の4%に上
方修正し、HSBCも4.5%から4.7%に引き上げています。
HSBCによれば、ベトナムは「V字型回復」が始まったばか
りで、2010年にはGDP成長率は6.8%に達することを予想
しています。ベトナムの潜在成長力に対する信頼は依然と
して高いようです。

マクロ経済の回復とは裏腹な市場の低迷は、海外投資家
や国内企業へ、新しい経済セクターへの進出機会や割安
なディストレスト資産買収の好機を提供することとなるで
しょう。世界的な不況の影響と、収益性の改善によって大
手ベトナム企業へもたらされた戦略的M&A実行資金によ
り、国内ディールが、引き続き海外投資家によるディール
を上回ることが予想されます。M&Aはベトナム企業にとっ
て事業拡大戦略の一般的な手法として定着しつつあり、
2009年下半期においても、金額ベースではないにしも、件
数ベースでの増加が期待できます。

プライベート・エクイティ

実績ある大手ファンドのファンド・マネージャーによっても、
過去12カ月から18カ月の間における海外およびベトナム
の現在の経済環境下では新規資金調達が困難であったこ
とから、2009年下半期のプライベート・エクイティ（PE）によ
る取引に大幅な好転は望めそうにありません。過去に調達
した資金は、すでに大半が投資に回されており、今は、
2006年から2008年にかけて設定されたファンドの運用と
エグジットによる収益に重きが置かれると思われます。ＰＥ
ファンドによるエグジット件数が増加することで、戦略的投
資家に好機が訪れることでしょう。さらに、最近調達された
資金には、まだ新規のＰＥ投資を行う余裕があり、国内企
業を中心に300万米ドルから1,000万米ドル規模の案件が
数件出てくることが予想されます。

小売

ベトナムは「2009年ATカーニー・グローバル・リテール・デ
ベロップメント・インデックス」における最も魅力的な小売市
場の地位からランクを下げましたが、ファンドや戦略的投
資家によるこのセクターに対する関心は依然として高いま
まです。国民の購買力の向上と大型チェーン店やその他
の商業店舗の数がまだ少ないことなどから、このセクター
には依然として大きな潜在的成長力があるいえます。
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日用消費財

小売と同様、国民の購買力の急速な向上とブランド志向の
高まりから恩恵を受けているセクターです。今年上半期で
主要なディールの多くがこのセクターで起こったという事実
は、ベトナム市場がもたらすであろう機会への、外国人投
資家と国内ブランド所有者からの信頼の表われだといえる
でしょう。近い将来、このセクターでシボリックなディールが
起こることが期待できるでしょう。

金融サービス

今年の1月から2月にかけて、PwCの依頼でエコノミスト・イ
ンテリジェンス・ユニット（EIU）が行った「第4回年次アジア・
フィナンシャル・サービスM&Aサーベイ」によれば、アジア
地域の金融機関215社の幹部から回答では、ベトナムに
拠点をおく回答者の63%が、1年以内にベトナムでM&Aを
実施する可能性があると回答しています。同回答者の
83%が、M&Aを検討する主な根拠として、高まりつつある
国内競争を挙げています。地域別結果では、全回答者の
14%が、2009年にベトナム国内でのM&Aを検討している
と回答しており、これは、アジア地域においてインドネシア
（18%）に次ぐ興味の高さを表しています。2009年上半期
のM&Aは、こうした統計数値を大きく下回る結果となり、予
定されていた国内銀行の統合が、資本増強の必要に迫ら
れているにもかかわらず、実現していないことにも現れて
います。

製薬

自社努力またはM&Aを活用することで、ベトナムへの市場
参入や事業拡大を目指す外国企業の関心が高まっていく
のを目の当たりにしてきました。ベトナムは現在、医薬品の
純輸入国であるため、貿易赤字の削減に貢献できる外国
企業は歓迎される傾向にあります。ベトナム企業をター
ゲットとした、国内におけるジェネリック医薬品の生産や流
通を促進できるM&Aは、特に成功する可能性が高いと思
われます。ベトナムの医薬品局（Drug Administration）長
官が、国内需要を満たすことを目的とした、このセクターへ
の海外投資は強く推奨されるべきであると述べていること
は注目に値します。

エンタテイメント・メディア

年次レポート第10号「PwC Global Entertainment &
Media （E&M） Outlook （2009年－2013年）」は、ベトナム
のエンターテイメント&メディア（E&M）市場が2004年から
2009年までの5年間に約3倍の規模となったことを報告し
ています。予測期間中におけるベトナムのE&M業界全体
の年間成長率（CAGR）は、世界最大の16.7%になるとの
見通しです。このセクターでは、外国企業による市場参入
ディールやPEファンドによるベトナムの新設企業への投
資、国内企業の統合案件など、更に多くのディールが期待
されます。

上記セクター以外にも、成長が早くしかも外国人投資家に
とって魅力的なその他のセクターや、国内企業同士の統
合・再編が期待できる多くのセクターでディールが期待でき
ます。情報通信、不動産、エネルギーなどのセクターが良
い例です。ベトナムではよくあることですが、正式な改正か
手続上の改善かによらず規制環境の更なる変化や国営企
業の株式会社化の進捗などが、今後のディールの様相や
件数、金額に大きく影響することとなるといえるでしょう。
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2008暦年に、オーストラリア準備銀行（RBA）は、翌日物
キャッシュレートを合計300ベーシスポイント引き下げまし
た。2009暦年の第1四半期には、金利を2回にわたり合計
125ベーシスポイント引き下げ、3.00%としました。

第1四半期の企業投資は延期または縮小となった模様で
す。さらに、厳しい経済情勢、不確実性の増加、リスク回避
およびトレーディングの成績不振を背景に、歴史的な水準
にあった企業の裁量支出の継続能力が低下しました。

失業率は6月末時点で5.8%に上昇し、所得は2009年第1
四半期に1.1%減少しました。将来を占う指標となる求人広
告などは、今年下半期にかけてさらなる悪化を示す水準に
あり、失業率は2009年末までに推定8%へ上昇すると思わ
れます。

世界の株式市場の回復は3月初旬に始まり、オーストラリ
アのASX S&P200インデックスは2009年3月6日の最安値
3,145ポイントから26%回復し、2009年上半期の終値は
3,954ポイントに達しました。

2009年上半期、オーストラリアの株式市場では大量の新
株発行による資金調達があり、2009年第1四半期だけで
170億豪ドルの調達が行われました。バランスシートの改
善と債務の返済を目的としていた新株発行であったため、
これらの新株のほとんどは市場価格から大幅なディスカウ
ントで発行されました。

ディールの動向

ディール総数は、前四半期より若干増加し、第1四半期、
第2四半期にはそれぞれ422件、492件のディールが実行
されました。

オーストラリア連邦
大規模な景気刺激策により経済がようやく回復に向かい、第2四半期のM&A案件は
徐々に増加しました。2009年後半は、金融サービス、資源、および政府のインフラ売却
がディール総数増加の原動力となり、この傾向はしばらく継続すると予想されます。

Tom Fenton
Corporate Finance Leader
Australia

経済環境の動向
2009年上半期のオーストラリア経済には回復力が見られ
ました。これは、オーストラリア政府がこの期間中、機動的
に財政・金融措置を実施したことも要因のひとつです。消
費者支出、輸出の伸びおよび公共投資の増加が一体と
なって第1四半期のGDPを0.4%上昇させ、年率換算で
0.4%まで引き上げました。失業率の上昇、家計所得の低
下および世界の金融市場の見通しが不確実性を増してき
たことにより、2009年後半の経済は縮小すると予想されま
す。

オーストラリア政府は、経済活動の後押しを具体的な目的
とした消費促進プログラムを実施しました。第1回（87億豪
ドル）と第2回（127億豪ドル）の景気刺激策の効果は、消
費者支出の増加を受けて第2四半期の数字に表れまし
た。2009年－2010年の連邦予算には、国造りインフラ事
業（220億豪ドル）や官民連携による全国ブロードバンド・
ネットワーク（430億豪ドル）の建設など、複数の資本支出
事業に関する計画が含まれています。しかし、これらの政
策により、オーストラリアは財政赤字に陥ると予想されて
います。

消費者物価指数は、2008年第4四半期に0.3%低下した
のに対し、2009年第1四半期には0.1%上昇し、年率換算
で2.5%となりました。第1四半期の経常赤字は64億豪ドル
から46億豪ドルに縮小しました。これは主に、農産物以外
の製品が、第1四半期に金額ベースで15.3%減少したこと
が原因でしたが、農産物が干ばつ期を脱し堅調となったた
め、このマイナス分を埋めることができました。

豪ドルは、5月から6月上旬にかけて対米ドルで大幅に上
昇して70セント台半ばとなり、6月下旬には82セントまで高
騰しました。この通貨高は、金利差、株式市場の上昇、商
品市場への投資意欲の高まり、相対的成長率、および外
部金融などオーストラリア特有の要因が働いた結果です。
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2009年上半期の主なプライベート・エクイティによる取引
は、以下の通りです。

• ケイマン諸島に本社を置くプライベート・エクイティ・
ファンドのHarmony Capitalは、西オーストラリア州最
大の食肉処理会社Harvey Beefを買収しました。買
収金額は公表されていません。

• 廃棄物処理企業グループのTranspacificは、第三者
割当増資によりウォーバーグ・ピンカスから事業の礎
石となる8億豪ドルの投資を受けると発表しました。

• カーライル・グループ、TPG等のコンソーシアムは、ア
シアーノの売却手続中に入札を行いましたが、その
後アシアーノは新株発行により市場から23.5億豪ド
ルの調達を決定しました。

• CatalystとCHAMPが所有するAustralian Discount
Retail Groupが1月に会社更生手続きに入り、その
後、オーストラリアの非公開企業Retail Adventures
に売却されました。

• アーチャー・キャピタルは、オーストラリア、米国、英
国および欧州で発電施設を所有・運営しているクリー
ン・エネルギー企業Energy Developmentsの買収を
計画しているとの報道がありました。

• ボーダフォン・グループは、同社のオーストラリアの情
報通信事業を36.2億豪ドルでハチソン・テレコミュニ
ケーションズと合併させました。合併企業は折半出資
の合弁事業となります。

• カナダ年金制度投資委員会は、マッコーリー・コミュニ
ケーションズ・インフラストラクチャー・グループの全普
通株式を16億豪ドルで取得しました。

• 日本のキリンホールディングス株式会社は、ライオン
ネイサン社の残存株式53.87％を33.1億豪ドルで取
得しました。

• カナダのバイテラ・インクは、アデレードに本社を置く
農産物卸売業者ABB グレイン・リミテッドの全株式を
16.4億豪ドルで取得しました。

その他の主要なディールは、以下のとおりです。

• 日本製紙は、オーストラリア第3位の製紙会社ペー
パーリンクスの過半数を超える株式を3億7,500万豪
ドルで買収しました。

• オージー・ミネラルズは、中国五砿集団公司（ミンメタ
ルズ）との手取総額13.5億米ドルにのぼる資産取引
を完了しました。

• BGグループは、炭層メタン回収会社ピュア・エナ
ジー・リソーシズ・リミテッドの全普通株式をアロー・エ
ナジーから取得しました。取得金額は10.3億豪ドルで
した。

• 中国国有企業の中国冶金建設集団公司は、ブリズベ
ンに本社を置く石炭採掘会社Waratah Coal Inc.株式
の10％を推定6億6,400万豪ドルで取得しました。

• カナダのRed Back Mining Inc.は、Moto Goldmines
Ltdの全株式を5億6,200万豪ドルの株式交換により
取得しました。

• 中国国有企業の湖南華菱鋼鉄集団は、鉄鋼石採掘
会社のフォーテスキュー・メタルズ・グループ・リミテッ
ド株式の16.38％を11億豪ドルで取得しました。

• 中国の広東省外貿開発公司は、オーストラリアの銅
および亜鉛採掘会社Kagaraの株式を、19.9％を上限
として6,300万豪ドルで買収しました。

今後の見通し
金融サービス

オーストラリアの銀行セクターは、主要4行がAA-の格付け
を維持していることから、世界で最も健全な銀行セクターの
一つと考えられています。これらの銀行は、相対的な強み
を生かして、2009年中に海外での買収や国内での提携を
行う可能性があると予想されます。

オーストラリアの銀行による海外のディールの可能性とし
て、コモンウェルス銀行が英国でロイズ・バンキング・グ
ループの資金運用部門の買収を2億から3億英ポンドで検
討していること、また、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド
（RBS）のアジアの資産にオーストラリア・ニュージーランド
銀行（ANZ）が関心を持っていることが挙げられます。

国内では、主要行が事業戦略として、より小さな銀行や地
方の金融機関の持ち分を取得する可能性があり、クイーン
ズランド銀行（BOQ）やサンコープが取得対象として取り沙
汰されています。資金運用および生命保険の分野では、
ナショナルオーストラリア銀行（NAB）が、英国の保険大手
アヴィヴァのオーストラリア事業部門を8億2,500万豪ドル
で買収することに最近同意しました（2009年6月）。

資源

中国経済の安定ならびに都市化・工業化の規模が、オー
ストラリアの資源需要を支える基本的な要因となっていま
す。中国政府の景気刺激策（5,900億米ドル）が成功して
いるらしく、世界銀行が中国の2009年GDP成長率を7.2%
と予測していることと、商品価格が回復していることは、総
じて明るい材料です。
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リオ・ティントは、中国アルミ業公司（チャイナルコ）からの
195億米ドルの投資提案を拒否した上で、BHP ビリトンと
折半出資する西オーストラリア州の鉄鉱石合弁事業に580
億米ドルを出資し、バランスシートの健全化のため150億
米ドルの新株を株主割当により発行しました。この合弁会
社が巨大企業となったことで、中国の鉄鋼業との緊張が高
まりました。リオもBHPも中国国内で大規模な事業を行っ
ているため、中国政府筋が、中国の独占禁止法に抵触す
る恐れがあり、その規制の審査対象になる可能性がある
と警告し、緊張はピークに達しました。

不動産

当年度のREITの資産バリュエーションは最大20%まで下
落し、引き続き借入金資産価値比率（LTV）条項に抵触す
るおそれがあります。ING Office FundとCharter Hall
Groupの売却計画や、GPTの非中核資産（主にホテル）の
「売物件」の状態が継続していることに示されているとお
り、資金の貸し手は資産売却を迫り始めており、このセク
ターで別の動きが出てくる可能性があります。

バランスシート健全化のために、GPT、Mirvac、
Stockland、Dexusなどがたて続けに新株のディスカウント
発行や株主割当を行いました。

The Goodman Groupは、発行体格付けが2段階引き下げ
られ、業績低迷と流動性のひっ迫が続いていることが明ら
かになりました。同社は、有利子負債の増加に対処するた
め、エクィティファイナンスの実施が予想されています。

インフラ

このセクターのディールとして、NSW Electricityの民営
化、また、長期的にはクイーンズランド州政府が発表したイ
ンフラ資産の売却が見込まれています。さらに、純資産価
値と株価の差の縮小に直面している多数の上場インフラ・
ファンドによるディールがあります。バブコック・アンド・ブラ
ウン・パワー、EPIC、Dalrymple Bay Coal Terminalを含
め、多数の売却案件が進行中です。

政府が提唱する二酸化炭素排出削減計画は、結果的に
経済をさらに弱体化させる恐れがあるとして、延期されまし
た。しかし、再生可能エネルギーの達成目標と二酸化炭素
汚染削減計画の実施に向けて、再生可能エネルギー・プ
ロジェクトへの関心は非常に高まっています。

プライベート・エクイティ

プライベート・エクイティ（PE）ファンドの投資機会は、経済
情勢の悪化とともに変化しました。ベンダーからの理不尽
な価格期待と資金調達機会が失われている状況が、
ディールの成立を妨げています。短期的には、LBOの低迷
が続き、PEファンドは、不採算資産の処分、戦略の見直し
や現金資産の最適化を含め、既存ポートフォリオの価値向
上に集中すると予想しています。「価値が底入れした」会社
および事業の礎石となる持ち分への投資が、ディール増
加の原動力になると期待されます。
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ニュージーランド
世界経済情勢の継続的な悪化によって2009年上半期のM&A案件は大幅に減少しまし
た。

Mark Averill
Corporate Finance Leader
New Zealand

経済環境の動向
2009年3月までにGDPは通年で1%減少しましたが、これ
はニュージーランド経済活動にとって1992年以来初めて
の通年ベースでの減少でした。5四半期連続のマイナス成
長を経験した現在、ニュージーランド経済は1970年代半ば
以来、最も長期にわたる不況にあります。オフィシャル・
キャッシュ・レート（政策金利）の大幅な引き下げ（過去12カ
月間で8.75%から2.5%へ）は、これまでのところ経済成長
を刺激するに至っておらず、回復が始まるのは、おおむね
2010年から2011年になると経済専門家は予想していま
す。第一次産業部門は比較的横ばいで推移したものの、
製造部門が特に低調で、2009年第1四半期は7.2%低下し
ました。ニュージーランド・ドル（NZドル）が国際基軸通貨に
対して下落したという輸出企業にとっての好材料も、国内
外の需要の低迷により一部相殺されてしまいました。

2009年5月の輸入は、2008年5月から8億900万NZドル
（20.7%）減少し31億NZドルとなりました。輸入は全セク
ターで減少しましたが、減少の60%以上は石油と自動車の
輸入減少によるものでした。輸出は5.8%増加し、40億NZ
ドルとなりました。これは、乳製品と林業製品の輸出の増
加が大きく貢献した結果で、主な輸出先は中国でした。純
収支は8億5,800万NZドル（輸出の21.7%）の貿易黒字
で、これは4カ月連続の黒字であり、4カ月連続黒字は
2002年以来の記録です。ただし、経済専門家は、一般的
に下半期に農産物の輸出が減るとして、貿易収支の見通
しについては引き続き慎重です。

非居住用建物の建設許可件数がクライストチャーチ国際
空港の開発の影響を反映して3.2%増加した一方で、住宅
建設許可件数は、2009年4月までの1年間に31%減少しま
した。非居住部門は、2011年のラグビー・ワールドカップの
ための競技場や施設の開発に支えられて比較的安定的に
推移するものと予想されます。

NZドルは、2009年3月4日に0.489米ドルの安値まで下落
した後、堅調に上昇する傾向にあり、2009年6月30日には
0.6451米ドルに達しました。これは、2009年6月2日までの
6カ月間の最高値である0.6595米ドルをわずかに下回る
水準です。貿易加重指数は2009年6月に4.1%上昇しまし
たが、全体では過去12カ月間で11.4%低下しました。これ
は、主に国内金利の大幅な下落を受けてNZドルが国際的
に幅広く売られたことが原因です。

個人消費支出は2008年1月から3.5%減少しました。2009
年1月以降は毎月0.1%減少しましたが、それ以前の4カ月
間の月平均減少率が0.4%であったことを考えると、横ばい
で推移していることになります。北島では全般的に支出が
減少傾向にあったのに対し、南島の支出は比較的横ばい
でした。ファーストフード、カフェ、レストランと生鮮食品セク
ターにおける支出は2009年1月以降、上向き傾向が続い
ており、自動車と百貨店の各セクターでも、支出回復の兆
しが見え始めています。

ニュージーランド準備銀行は、最短でも2010年末頃までは
低金利を維持し、最近の数回にわたるオフィシャル・キャッ
シュ・レートの引き下げの結果、史上最低の2.5%となった
低金利を維持すると表明しています。金融セクターが対顧
客の貸出金利をなかなか引き下げない現状に関し、政府
と準備銀行総裁は懸念を表明しました。

2010年3月までの1年間のインフレ率は1.6%と予測されて
います。2010年3月には失業率が7.2%に達すると予想さ
れる労働市場の低迷に押されて、賃金インフレ率は、同期
間に2.6%まで低下すると予想されています。

NZX50種指数は2009年3月に5年ぶりの安値まで落ち込
みましたが、その後若干回復し、2009年6月30日までの6
カ月間に全体で1.9%上昇し、回復初期の兆候を示してい
ます。小売セクターは、業績不振が6カ月間続きましたが、
その後2009年6月までの6カ月間の業績には改善がみら
れました。Michael Hillが特に好調で、株価は33%上昇し
ました。一部の産業は回復の兆しを見せましたが、その他
の産業は明らかに世界的な景気減速の影響により低迷が
続いています。その最も顕著な業種は、レジャー・観光、運
輸セクターで、これらの産業の株価はすべて2009年6月30
日までの6カ月間に下落しています。同期間に、Tourism
Holdingsは31%下落し（2009年3月には1986年の株式公
開時の株価まで下落）、MainfreightとFreightwaysはいず
れも約12%下落しました。
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ディールの動向

2009年上半期はディール総数が大幅に減少し、2008年上
半期の157件から比べてわずか79件にとどまりました。国
内案件総数の減少が最大で前年同期比66%減となったの
に対し、OUT-IN案件の数は13%減にとどまりました。

同期間中、オーストラリアのプライベート・エクイティ・ファン
ドのQuadrant Private Equityは、退職者向けヴィレッジの
運営会社Summerset Group株式の49%をAMPキャピタ
ルから取得しています。AMPキャピタルは、2007年の上場
計画中止後に、Summersetの持ち分売却を決定したこと
になります。取引の詳細は明らかにされませんでしたが、
取引時点でのSummersetの純資産は1億7,000万NZドル
でした。取引条件の一つは、同社が現在の13カ所のヴィ
レッジを2012年までに20カ所に増やすことを目標としてい
るため、事業拡大のための資金確保として将来、株式を追
加取得できるようにすることでした。

退職者向けヴィレッジ・セクターは、不動産市場の低迷に
より、全体的に多少切迫した状態にありました。上場してい
る運営会社のMetlifecareは、取引銀行と協議した上で、
債務返済のため株主割当により3,800万NZドルの新株発
行を行いました。

資金調達の必要に迫られ、Fisher & Paykel Appliances
も、中国の白物家電メーカー、海爾集団（ハイアール）から
8,000万NZドルの戦略的投資を受け入れる一方で、新株
の株主割当を行いました。ハイアールは投資により20%の
株式を保有し、両社はそれぞれの販売地域において互い
の製品を販売・流通する提携契約に調印しました。

2009年上半期に、ニュージーランド証券取引所（NZX）で
は、株式17億NZドルと社債29億NZドルの総額46億NZド
ルの資本調達が行われ、主に企業のバランスシートの改
善に充当されました。この金額は、2008年上半期に調達さ
れた21億NZドルの2倍を超えています。

NZX本体は、2009年第1四半期中、比較的積極的な企業
活動を実施しました。同社は、農業関係の出版社Country-
wide Publicationsやエネルギー販売会社M-Co等の買収
資金を調達するため、2,100万NZドルの新株を株主割当
で発行しました。NZXは、オーストラリアの準大手証券市
場運営会社NSX（オーストラリア・ナショナル証券取引所）
を買収する予定でしたが、NSXの株主の前向きな支持が
得られなかったため、後日、オファーを撤回しました。同期
間中、NZXはまた、保有する環境事業登録簿会社TZ1
Registryを、約3,700万米ドルの株式および1,000万NZド
ル分の南アフリカ債券取引所の株式との交換により、英国
のデータおよび財務情報会社マークイット・グループに売
却しました。

ニュージーランドの投資会社ABN AMRO Craigsの幹部
社員は、同社株式の残存分50%をロイヤルバンク・オブ・
スコットランド（RBS）から取得しました。RBSは、2007年の
ABN AMROの買収で3社連合を主導し、他2社の持ち分を
承継していました。ABN AMRO Craigsは、今後Craigs
Investment Partnersに名称変更します。

NZ Busは、傘下のフェリー運航会社Fullers Groupを
Souter Holdings Limitedに4,000万NZドルで売却しまし
た。ニュージーランドの上場投資会社Infratil傘下のNZ
Busは、中核事業の陸上公共交通事業に集中するために
フェリー事業の売却に踏み切りました。

過去6カ月間、プライスウォーターハウス・ニュージーランド
は、Royal TenCateへのTiger Turfの売却、Unison
NetworksへのETELの売却、Phil & TedsへのTritec
（Mountain Buggy）の売却、創業者へのHell Pizzaの売
却、Ingram MicroへのVantex Technology Distributionの
売却とWinslowへのCanterbury Seedsの売却のそれぞれ
の案件で助言を行いました。
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今後の見通し
ディールの今後の展望は不確実であり、景気回復の時期
と力強さに左右されます。コンセンサス予想は、ニュージー
ランド経済が2010年3月までの1年間に1.6%縮小し、2011
年3月までの1年間に2.8%の成長率を回復すると示唆して
いますが、予想される回復の形態と力強さについては、評
論家の意見は今も割れています。ニュージーランド準備銀
行と財務省は、輸出主導型の回復を予想していますが、ビ
ジネス調査会社BERLをはじめとして、経済評論家は、国
内の消費者支出の伸びに関して、さらに楽観的な見方をし
ています。

ロイヤル・ダッチ・シェル・グループ傘下のShell New
Zealandは、ニュージーランドにある川下資産の大部分を
売却する手続きを最近開始したため、2009年下半期には
同社関連のディール件数が増える見込みです。川下資産
には、230カ所のガソリンスタンド、海運事業、商業用燃料
事業と航空事業、New Zealand Refining Co.の17% の持
ち分と Loyalty NZの25%の持ち分が含まれます。

ニュージーランドのワイン産業は、過去数年間にワイン醸
造所と植え付けが行われたブドウ畑の数がいずれも大幅
に増加しましたが、2000年から2005年にかけて行われた
統合にもかかわらず、依然として非常に細分化された状態
が続いています。第二の統合の波は未だはっきりしない状
況ですが、これは、世界的な酒類企業の非中核資産の合
理化、2004年以降、大幅に生産量と収入を伸ばした準大
手の業者の成熟、そしてこの産業の一部の分野における
不振のレベルなどが原因となっています。

2009年上半期のプライベート・エクイティ（PE）による取引
は低迷しました。厳しい金融市場の状態と不安定な市場を
背景に、大半の企業が投資を控えたためです。しかし、
ファンドは引き続き資金調達を行っており、ニュージーラン
ドに本社を置くPEのDirect Capitalは最近、新ファンドの
Direct Capital IV ファンド向けに2億NZドルを調達しまし
た。投資家が依然としてPEファンドに資金を投じていること
がうかがえます。
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M&A 専門誌「MARR」にて、「M&A会計・税務講座」連載中

プライスウォーターハウスクーパース日本
ディールズ・グループの出版物

出版予定
（2009年11月）

アジアM&A
ガイドブック
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プライスウォーターハウスクーパースの
その他の出版物

For more information on PricewaterhouseCoopers, visit www.pwc.com.
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プライスウォーターハウスクーパース日本
クロスボーダーM&Aのリーダー達

マシュー・ワイボーン
パートナー
クロスボーダーCFリーダー

Email: matthew.j.wyborn@jp.pwc.com
Tel: +81-3-6266-5740
Mobile: +81-90-8500-5235

松永明彦
パートナー
コーポレートファイナンス リーダー

Email: akihiko.matsunaga@jp.pwc.com
Tel: +81-3-6266-5570
Mobile: +81-90-4727-1480

フィリップ・ブライズ
パートナー
OUT-IN トランザクション リーダー

Email: philip.p.blythe@jp.pwc.com
Tel: +81-3-6266-5647
Mobile: +81-90-8583-7858

宮川和也
パートナー
M&A タックス リーダー

Email: kazuya.miyakawa@jp.pwc.com
Tel: +81-3-5251-2462

三橋優隆
パートナー
ディールズ・グループ リーダー

Email: masataka.mitsuhashi@jp.pwc.com
Tel: +81-3-6266-5559
Mobile: +81-90-8805-7565
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Asia Pacific
Leaders

Chao Choon Ong +65 6236 3018 chao.choon.ong@sg.pwc.com
Nick Dignan （M&A Tax） +852 2289 3702 nick.dignan@hk.pwc.com
Tom Fenton （Corporate Finance） +61 （2） 8266 2752 tom.fenton@au.pwc.com

North Asia
China Matthew Phillips +86 （21） 2323 2303 matthew.phillips@cn.pwc.com

Danny Po （M&A Tax） +852 2289 3097 danny.po@hk.pwc.com
Frank Lyn （Corporate Finance） +86 （10） 6533 2388 frank.lyn@cn.pwc.com

Hong Kong David Brown +852 2289 2400 d.brown@hk.pwc.com
Nick Dignan （M&A Tax） +852 2289 3702 nick.dignan@hk.pwc.com

Taiwan Peter Yu +886 （2） 2729 6157 peter.yu@tw.pwc.com
Steven Go （M&A Tax） +886 （2） 2729 5229 steven.go@tw.pwc.com

日本 Matthew Wyborn +81 （3） 6266 5740 matthew.j.wyborn@jp.pwc.com
Kazuya Miyakawa （M&A Tax） +81 （3） 5251 2462 kazuya.miyakawa@jp.pwc.com

Korea Sang-Tai Choi +82 （2） 709 0403 stchoi@samil.com
Sang-Keun Song （M&A Tax） +82 （2） 709 0559 sang-keun.song@kr.pwc.com

South and Southeast Asia
India Bharti Gupta Ramola +91 （124） 462 0503 bharti.gupta.ramola@in.pwc.com

Hiten Kotak +91 （22） 6689 1212 hiten.kotak@in.pwc.com

Indonesia Rizal Satar +62 （21） 5289 0351 rizal.satar@id.pwc.com
Mirza Diran +62 （21） 5289 0950 mirza.diran@id.pwc.com
Phan Ay Tjhing （M&A Tax） +62 （21） 5289 0658 ay.tjhing.phan@id.pwc.com

Malaysia Mohd Anwar Yahya +60 （3） 2173 1811 mohd.anwar.yahya@my.pwc.com
Frances Po （M&A Tax） +60 （3） 2173 1618 frances.po@my.pwc.com
Paran Puvanesan （Corporate
Finance）

+60 （3） 2173 1383 paran.puvanesan@my.pwc.com

Singapore Chao Choon Ong +65 6236 3018 chao.choon.ong@sg.pwc.com
Chris Woo （M&A Tax） +65 6236 3688 chris.woo@sg.pwc.com
Amitava Guharoy （Corporate Finance） +65 6236 4118 amitava.guharoy@sg.pwc.com

Sri Lanka Ravidu Gunasekera +94 （11） 471 9838 ext 506 nishan.ravidu.gunasekera@lk.pwc.com
Daya Weeraratne （M&A Tax） +94 （11） 471 9838 daya.weeraratne@lk.pwc.com

Thailand Gary Murphy +66 （2） 344 1137 gary.murphy@th.pwc.com
Paul B.A. Stitt （M&A Tax） +66 （2） 344 1119 paul.stitt@th.pwc.com

Philippines Mary Jade T. Roxas-Divinagracia +63 （2） 459 2060 jade.roxas@ph.pwc.com
Alex Cabrera （M&A Tax） +63 （2） 459 2002 alex.cabrera@ph.pwc.com

Vietnam Stephen Gaskill +84 （8） 3823 0796 stephen.gaskill@vn.pwc.com
Richard Irwin （M&A Tax） +84 （8） 3823 0796 r.j.irwin@vn.pwc.com
Paul Coleman （Corporate Finance） +84 （4） 3946 2246 paul.coleman@vn.pwc.com

Australasia
Australia Sean Gregory +61 （2） 8266 2253 sean.gregory@au.pwc.com

Mark O’Reilly （M&A Tax） +61 （2） 8266 2979 mark.oreilly@au.pwc.com
Tom Fenton （Corporate Finance） +61 （2） 8266 2752 tom.fenton@au.pwc.com

New Zealand Mark Averill +64 （9） 355 8682 mark.averill@nz.pwc.com

・ 各国・地域のM&Aリーダー ・
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