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はじめに ｜ ASEAN 業界動向 ｜ ソートリーダーシップ ｜ JADOTについて

5月9,10日に、PwCミャンマー設立3周年及び新オフィス移転の記念セレモニーを開催しました。
2012年に4名でスタートしましたが、お蔭様で3年で60名規模まで拡大し、ディールズ、コンサル
ティングの両部門に日本人駐在員を配置するに至りました。
セレモニーには、ヤンゴン管区計画・財務大臣（U Myint Thaung）を始め、約150名の企業・政
府関係の皆様にご参加頂きました。日系企業・政府機関からも多くの方々にご参加頂き、大変有
り難うございました。また、セレモニーの内容は、現地のニュース（※1）でも報道されました。

オフィスメンバー
ミャンマーオフィスの概要
 基本情報

－ 設立 ： 2012年11月
－ 住所 ： Myanmar Centre Tower 1

（セドナ・ホテル隣）
－ プロフェッショナルスタッフ数：約60名

－ URL ： http://www.pwc.com/mm/en.html

• 過去の実績例 (M&A、インフラ支援の実績を抜粋)
－ 日系消費財メーカーによる買収支援（日系初M&A）
－ 日系通信会社のJV設立、運営支援
－ 大手中国企業によるチャオピュー経済特区への進出支援

－ シンガポール企業による発電事業への参入支援

※1: ニュース動画（ミャンマー語）：https://www.youtube.com/watch?v=_URPEocZGSU

はじめに （イベント紹介）
~ PwCミャンマー設立3周年及び新オフィス開設記念イベント ~
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開催概要

■日時 ：2016年8月2日（火） 10:30 – 17:00 （10:00開場／受付開始）

■場所 ：PwCアドバイザリー合同会社 セミナールーム
〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル22F

（アクセス）http://www.pwc.com/jp/ja/deal-advisory/map-tokyo-deal-advisory.html

■対象 ： 経営企画部門、海外事業部、投資部門などの責任者様

※お申し込み多数の場合には、抽選とさせていただきます。

■定員数 ： 150名

■参加費 ： 無料（事前登録制）

■プログラム ： 次項をご参照ください

■お申し込み ： http://www.pwc.com/jp/seminar14
■お問い合わせ ： PwCアドバイザリー合同会社セミナー事務局 担当：元田、小野、清原

TEL：03-3546-8190 E-mail : pwc.seminar.mailbox@jp.pwc.com

東京での東南アジアM&A / インフラセミナーのお知らせ
～日本企業にとってのビジネスチャンスとチャレンジ～
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時間 セッションタイトル プレゼンター

10:00-10:30 開場／受付開始

10:30-10:35
（5分）

開会のご挨拶 調整中（PwC日本）

10:35-11:20
（45分）

【講義講演】
グローバル経済における
東南アジア経済のポジション

Lim Swee Nian 氏
シンガポール経済開発庁（EDB） 副理事
アジア大洋州担当

11:20-12:05

（45分）

【講演】
東南アジアにおけるM&Aに潜む罠と成功の要諦

西谷 和芳
PwCシンガポール パートナー

12:05-13:05 【昼食】 ネットワーキングランチ * 同フロアに昼食を用意させていただいております

13:05-13:50
（45分）

【講演】

東南アジアのM&Aの最新トレンド、および
日本企業にとっての投資機会

Andrea Yuen
PwCシンガポール パートナー

13:50-17:00

（ 前半90分、

後半90分 ）

【ブレークアウトセッション：国別M&A (1)
（日系企業にとっての投資機会）】

（下記から1グループを選択頂きます）

1. シンガポール、ミャンマー

2. マレーシア、ベトナム

3. インドネシア、フィリピン

Chao Choon Ong
PwCシンガポール パートナー

Jovi Seet
PwCミャンマー パートナー

Tan Siow Ming
PwCマレーシア シニアエグゼクティブ

Johnathan SL Ooi
PwCベトナム パートナー

Mirza Diran
PwCインドネシア パートナー

Mary Jade Roxas-Divinagracia
PwCフィリピン パートナー 他

休憩（10分間）

【ブレークアウトセッション：国別M&A (2)

（下記から1グループ選択頂きます）

1. シンガポール、ミャンマー

2. マレーシア、ベトナム

3. インドネシア、フィリピン

13:05-15:05
(120分)

【ブレークアウトセッション：インフラビジネス 】

1. イントロダクション

2. 東南アジアのインフラ市場概況、中国のインフ
ラ政策（一帯一路政策、AIIB）が、東南アジア
のインフラ業界に与える影響

3. インドネシアの交通インフラ動向

4. 日本企業にとっての事業機会

5. パネルディスカッション、質疑応答

野田 由美子
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー

Mark Rathbone
PwCシンガポール パートナー

Julian Smith
PwCインドネシア アドバイザー

小川 麻理子
PwCアドバイザリー合同会社 ディレクター

武貞 聡
PwCシンガポール シニア・マネジャー

※プログラム内容、講演者については変更となる場合がございます。予めご了承ください。

プログラム （全プログラム、同時通訳付）
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今回は、GDPの30％を占める農業及び食品加工業を取り上げ、当該動向及び参加企業の紹介、
そして今後の展望について紹介いたします。
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1. ミャンマーにおける農業の重要性と主要農業生産品

都市部での中間所得層以上の拡大、及びその所得水準の向上により、米が主体の従来の食料消費から、
米以外の品目である肉類、野菜、果物等への作物の多様化、農業の生産性向上による生産量の拡大が
期待されます。

農業分野の基本情報

 農業はGDP30%以上を占める（2012年）
 農村人口は65％（総人口：5300万人）
 農業生産品が輸出の20％を占める
 生産地

- 南部デルタ ： 米、豆類
- 中間層地帯（高原）： 野菜、果物、油糧

ミャンマーの主要農作物（2012年）

2. ミャンマーの食品加工業

（単位：億円）
2012 構成比

過去10年間
平均成長率

乳製品 532 34.4% 8.6% 主にコンデンスミルク

油脂 260 16.8% 9.4% 国内のゴマ、ピーナッツ等を用い加工

ベーカリー 223 14.4% 7.7% 洋食化に伴い、パン食が大幅に増加

乾燥食品 148 9.6% 8.2% 主にインスタント麺

菓子 137 8.9% 4.1%

合計 1,547 7.7% 合計数値には、上記以外その他含む

豊かな農産物資源、豊富な労働力（及び消費人口）を鑑みると、有望な産業の一つと考えられています。
中でも、①乳製品、②即席麺、③飲料、④菓子が有望な加工産業となると指摘されています。
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お米 鶏肉 豆類 豚肉 野菜 牛肉 ナッツ類フルーツ キマメ ゴマ ミルク 砂糖

（単位：

億ドル） - 米が圧倒的に多く重要な輸出品目
- 食生活の変化に伴い、肉類も上位へ
（年率10%以上増加と拡大中）

- 今後は野菜、果物等の拡大も期待

需要拡大の一方で、更なる発展には下記の点の改善が期待されています。

1. 農業の生産性の低さ

• 灌漑設備やエネルギー不足、農民の教育不足など、インフラ投資が不十分

• 農家の低所得水準（及び金融アクセスの困難性）による肥料、農薬等の投入不足に起因する
低い生産性が改善されにくい状況

2. コールドチェーン物流をはじめとする近代的な物流、倉庫の未整備

• 生鮮食料品（野菜、果物）の主要産地が、中部の高原地帯にあり、ヤンゴン等都市部への
調理輸送に課題が残る状況

【加工食品の売上構成と成長率】

- タイの15%程度の規模と産業全体としても依然小規模
- 産業の80%が小企業であり、また経済制裁の影響もあり、外国企業数も少ない

出処 : ADB

出処 : 各社HP等
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4. ミャンマーの農業、加工食品分野への参入状況

ここ数年で一気に、様々なタイプの参入企業が増加、多くは地元企業とのＪＶ形式での参入。商社の進出は
相応に進んでおり、これらの流通網を活用する食品加工企業、農業資材企業等が増加してくる可能性。

セグメント

農業資材
関連

肥料、農薬
三井物産及び丸紅： それぞれJVで肥料工場の合会社を設立
輸入品（肥料、農薬）は中国、タイからの輸入品が席巻

農業機械
クボタ： SEZに販社を設立
三井物産とヤンマーが販社を設立
中国（タイ）から農業機械が輸入されており、市場を席巻

種子

飼料

CP系企業等、タイの企業が市場を席巻

日本ハム、丸紅は、養鶏用の飼料工場のJV設立
ジャプファ（SG）は、工場稼動後、ミャンマー子会社を100％持分として、畜産経営と
合わせたバリューチェーンを構築へ

農業経営

農業

畜産
日本ハム、丸紅は、養鶏事業を開始予定
CPは1997年に参入、養鶏、食肉の加工等も行い、大きなシェアを握っている模様

三井物産がミャンマー企業とのJVで精米施設を建設、輸出も視野に
中工国際工程が、地場ミャンマー・ライス・ミルと精米施設を建設へ

食品加工

飲料
キリンはミャンマービールを買収、アサヒはミャンマー企業とJV設立、
サッポロは清涼飲料水の委託生産を開始

製粉、麺
三菱商事がミャンマー製粉大手に出資
エースコックが即席麺の工場を建設へ

食品流通 三菱商事がCDSGと、双日がシティマートと、
国分がヨマとのJVで食品流通事業を運営

日本企業（外資）の参入動向

調味料 味の素がティラワに包装工場を設立予定

3. 食品農業関連の現地大手企業（抜粋）

Max Myanmar 天然ゴム農園

MAPCO 肥料、農業機械の販売、
精米、米の輸出

Loi Hein 清涼飲料水の製造、販売

MEC ダゴンビールの製造、販売Yuzana Company パーム、天然ゴム農園、製糖

CDS Group 製粉、コーヒー等加工食品の流通Dagon Group 天然ゴム、米、野菜農園

食品加工

大手財閥系企業は大規模農園に適しているプランテーション作物や米生産の加工等へ進出。
食品加工は、飲料、製粉、コンデンスミルクなど加工度合いの低い業態が多い模様。

農園経営、流通

Golden Star 油料作物生産、コンデンスミルクの製造
飲料製造、食品流通

川上領域には三井物産、丸紅が、川下領域には三菱商事が積極的である一方、伊藤忠商事Ｇ（ドール、伊藤忠食
品）、住友商事はこの領域において大きな投資は現状未確認

出処 : 各社HP、報道等
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5. 事業機会と市場参入上の想定される課題

産業の進展に伴い、数多くの事業機会が期待される一方、国内企業だけに留まらず中国やタイ企業との
競争激化や、社会インフラの未整備に伴うビジネスの困難性などミャンマー独特の難しさもあり、参入戦略
立案時には下記を留意した上で、リアルな市場を理解する必要があります。

事業機会 市場参入上の想定される課題

農業資材
関連

（1） 将来的な需要は有望、対象資材も拡大
他国と比較し圧倒的に農薬、肥料等の投下
量は少なく、あらゆる農業資材関連での市場
拡大が今後期待される。（今後、包装材等へ
の広がりも期待）

（2） 需要家の構成変化
政府支援で大規模稲作を指向している企業
の出現や、農機レンタルを行う農業関係企業
も出現し、日系企業がターゲットに成りえる企
業が増加

（3） 飼料の増加
食肉需要の増加、畜産経営の近代化に伴い
飼料需要も増加。以前、6ヶ所の国営飼料工
場と10社の民間企業が存在したが、国内の
原材料不足と資金不足で国営工場は閉鎖、
民間企業も半減

農業

食品加工

（1）ローカルマーケット開拓の困難性
小売チェーンが出現しているが、小売の主力は
依然トラディショナルチェーンであり、そこへの
アクセスは、外資である日系企業にとって課題

(2) コールドチェーンの普及
生鮮・野菜、果実の流通にはコールドチェーンの
普及は不可欠であり、この啓蒙を早急に図り、
共同倉庫・配送センターを設置する必要

（3）流通ルートの確立
産地の大規模な卸売市場と消費地の卸売市場が
存在し、その市場間のブローカーが依然強い
影響力を持つなど、伝統的な農作物流通が残る
都市部のスーパーなどへの直送ルートの開拓など
が必要

（4）適切な提携相手の特定
企業情報の入手が困難であり、またサンクション
リストの確認が必要など、通常の海外のパート
ナー探しとは異なる難しさもあり、また複数事業を
経営しているローカル企業が多い中、当該事業
の優先順位など対象企業の戦略を深く理解する
必要もある

（1）農家の所得水準
低い生産性、不安定な市場価格により、多くの
農家の所得水準/ 購買力は低く、農業全体の
生産性向上か農業金融制度の改革が期待される

（2）中国製等の低価格商品との競争
価格感応度の高い農家に受け入れらている廉価
な中国製品との競合が必須。単に高品質商品の
提供に留まらず、経験度が低い需要家に対し商品
の価値を浸透するための工夫が求められる

（1）国内需要（食生活）の変化
食生活の変化や観光業需要の拡大などにより、
ヤンゴン都市部を中心に、生鮮野菜、果物の需
要が増加

食肉の需要も急増しており、畜産需要が拡大。
また、現状の乳製品はコンデンスミルクが中心で
あることから、生乳（酪農）の市場の可能性も期
待（畜産には外資は既に参入しているが、酪農
は未参入）

（2）輸出を前提とした換金作物
豊富な天然資源と廉価な労働力を武器に、主力
の米、ゴマ、天然ゴム以外に、欧州や日本へ輸
出を開始したコーヒーや茶葉、または砂糖、マン
ゴー等も期待

（1）加工度合いが低い商品にまず商機か
市場規模を鑑みると、まずは加工度合が低く汎用
性の高い食品加工関連に事業機会がある可能
性。具体的には、製粉、食用油（大豆の搾油等）等
の可能性

（2）購入頻度が高い加工食品にも商機か
飲料、乳製品、インスタント食品、調味料等
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6. 参入戦略を立案する上で必要なこととは？

１次情報を中心とした市場構造の把握と、周辺国の発展過程を分析に基づき当該業界の将来構造の変
化を理解することが、新規参入戦略の立案においてまず必要となります。特にミャンマーにおいては、2次
情報は極めて限定的であり、政府関係者及び業界関係者（同業他社）に対して幅広くヒアリングを行い、
定性情報を丹念に積み上げることが、市場の把握に向けて、非常に重要となります。

また、新しい商品やサービスの提供する場合、（ミャンマーにその事例がないため）周辺国の発展過程を
分析することで、例えばどのタイミングで市場が急激に拡大する可能性があるのか、などが明らかになって
くるケースあります。

ミャンマーの市場構造の把握に必要な視点とは？

ミャンマーの状況 留意するポイント

顧客

• 多様な民族、地域性

• 急速な生活水準の上昇／IT化
（一方、過半は依然伝統的な生活習慣）

• 海外資本及び一部の中産階級以上の
地元富裕層と、多くの低所得者層
（激しい所得格差）

• どのような顧客セグメントがどの程度のボ
リュームとして存在するか

• 何を求めているか（顕在・潜在ニーズ）

• 何が購買決定要件か

• いくら程度支払いできるのか

市場構造

• 市場拡大へのボトルネックの存在
- 物流インフラの未整備
- 限定的な農村金融

• 市場プレイヤー
- 有力な現地資本の存在
- 中国やタイ企業を中心とした海外資本
（輸出商品の場合、東南アジア各国との
競合の可能性）

• 先進国の事業モデルの導入

• 市場が成長のどのステージにあるのか
（ 現状のボトルネックが解消される市場の

変局点とは何か？）

• 川上から川下（もしくは周辺国）までの
バリューチェーン全体を俯瞰した上での市場
構造の把握

• 誰がキープレヤーで、誰が適切な提携候補と
なりえるのか

• 価格以外の差別化要因は何で、それをどの
ようにして提供できそうか

コスト
水準

• マス消費者/ ローカル企業の購買力の限界

• イニシャルコスト
- 工場設立
- 初期市場開拓費用

• 自社の商品・サービスはいくらでどの程度
売れるのか

• 適正利益を出すことを想定した場合、どの程
度のコスト水準が求められるのか

• 当初参入時の規模、初期費用（事業が軌道に
乗るまでの時間軸）
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ソートリーダーシップ紹介(1)
『第19回世界CEO意識調査』 ‐ 変貌する世界で成功を再定義する ‐

1. 世界CEO意識調査とは

2. （世界経済と自社）成長の見通し / 成長機会と脅威

はじめに ｜ ASEAN 業界動向 ｜ ソートリーダーシップ ｜ JADOTについて
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PwCは、世界各国のCEOのインタビューとアンケート調査を通じて意識調査を実施(世界83カ国、
1,409名(日本は126名))、その分析、考察結果を「世界CEO意識調査」として毎年1月のダボス会議
のタイミングと合わせて公表しております。

短期的に世界経済の改善を予想する日本のCEOは14%に留まり、昨年比で8ポイント、世界全体比
13ポイント下回るという結果となり、中国の経済成長の減速を反映しているものと考えられます。
しかし、自社の成長機会が3年前よりも増えていると考えている日本のCEOは72%（世界全体

60%）を占め、①米国、②中国、③タイ、④ベトナム、⑤インドを、その事業機会をもたらす重要
な国として挙げています。
一方、日本のCEOが認識しているビジネス面での脅威としては、①鍵となる人材の獲得、②危機

に対する備え、③技術進歩のスピードを上位3項目に挙げています。
世界全体のCEOは、直近の事業運営における多くの困難に直面しながらも先を読み、より多極化

したグローバル市場に対応可能な将来のビジネスを構築することが必要があることを認識していま
す。この課題に立ち向かうために、下記3つのケイパビリティに着目しています。

【本レポートの掲載先】
グローバル版：http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/pwc-19th-annual-global-ceo-survey2016-ja.pdf
日本版 ：http://www.pwc.com/jp/ja/ceo-survey/assets/pdf/19th-global-ceo-survey-jp.pdf

ステークホルダーの
高まる期待への対処

テクノロジー、
イノベーション、人材

を活用すること

イノベーションの影響
と価値の測定、その結
果を周知すること

ケイパビリティ 具体的な内容

• 多くのCEOは顧客のニーズにより一層注目するとともに、自社の存在意
義、すなわち会社の使命に基づき、社会の中でいかに事業を運営すべきか
について、より包括的な理念を定めることで対応しています。

• 一部のCEOは、この包括的な使命と、会社の主要な収益目標とのつじつま
を合わせるために、具体的な措置をとっています。

• CEOは消費者に近づくために、テクノロジーを用いるが、顧客戦略の背後
にある運営モデルの全ての要素を調整するという必要に迫られています。

• 一部の企業は、全体的に価値ある提案、戦略、業務、ケイパビリティを構
築することにより、いわゆる「実行ギャップ」を埋めている。また、顧客
の期待の変化に対応するため、より優れたイノベーションと人材のケイパ
ビリティ構築も目指しています。

• CEO はイノベーションの影響と価値、そしてステークホルダーにとって
の主要なリスクを、より正確に測定しようと検討しています。

• そのため、ビジネスプロセスに関する見識を深め、より広範な変数を測定
するため、データとテクノロジーにさらに注目することで、これらの課題
に取り組んでいます。

【ビジネスの構築に向けて、世界のCEOが着目する3つのケイパビリティ】

3

2

1
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ソートリーダーシップ紹介(2)
『第19回世界CEO意識調査』 ‐ 変貌する世界で成功を再定義する ‐

3. テクノロジー、イノベーション、人材の活用

はじめに ｜ ASEAN 業界動向 ｜ ソートリーダーシップ ｜ JADOTについて
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世界全体のCEOが、ステークホルダーの期待に応えるために、大きな改革を実行している領域とし

て、①テクノロジーの活用方法、②リスクの特定と管理の方法、③ブランド、マーケティング、広報
を活用する方法、が挙げられています。

特に、顧客との絆を深めるために、彼らの複雑かつ進化するニーズをもっとよく理解できるよう、
テクノロジーを駆使すること、具体的にはデータアナリティクス（テクノロジー分野の中で最大に
効果を発揮するものと認識）を支持しています。
背景には、ビッグデータ、IOTがビジネス上ますます重要性が増してきており、テクノロジーに

対する期待が上がっていることが伺えます。また、これらを使いこなせる、テクノロジ－に強く、

イノベーションを起すことのできる企業家マインドをもった新しい人材の育成のため、将来リーダー
候補者の育成、選定の改革を行っていると、約半数の企業が回答しています。

4. 21世紀の日本企業に求められるもの

多くの日本のCEOは、ビジネス上のリスクとして、鍵となる人材の獲得ができないことを挙げて

おり、また日本人偏重のマネジメントでは競争力強化に限界があることを認識しており、人材確保の
戦略として、将来のリーダー候補の選定、育成、ダイバーシティーとインクルージョンの推進を重視
しています。また、「技術進歩のスピード」がビジネス上の脅威に挙げているように、イノベーショ
ンの活性化により競争力を維持し企業価値を高める上で、テクノロジーへの投資は経営そのものとい
う認識レベルに持っていく必要があるものと推察されます。

【本レポートの掲載先】
グローバル版：http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/pwc-19th-annual-global-ceo-survey2016-ja.pdf
日本版 ：http://www.pwc.com/jp/ja/ceo-survey/assets/pdf/19th-global-ceo-survey-jp.pdf
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Q: 幅広いステークホルダーとの関わりにおいて、最大の効果を発揮する 
 と思われるテクノロジーを以下からお選び下さい

世界のCEOの方が、データアナリス
ティックスをより重視
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ソートリーダーシップ紹介

4. その他刊行物のご紹介

『数字で見る日本企業の
姿』 ‐ 業績と価値パフォー
マンス ‐

新興国市場におけるロジス
ティクスネットワークの複雑
性を克服する

インダストリアル・インター
ネット・オブ・シングス
（IIOT)

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-
knowledge/thoughtleadership/strateg
ic-value-consulting2015.html

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-
knowledge/thoughtleadership/overcom
ing-network-logistic-
complexities1606.html

http://www.pwc.com/jp/ja/japan-
knowledge/thoughtleadership/indust
rial-internet-of-things1605.html

コーポレートガバナンスおよびリ
ターンに焦点を当てる複数の動
向が活発化し、企業業績に対す
る外部からの監視が著しく強まっ
ている中、投下資本の効果的な
管理ならびに運営方法に関する
深く広範な考察が必要となって
います。

本レポートでは、JPX 日経イン
デックス400 の金融セクター以

外の構成銘柄に焦点を絞り、経
営、価値、資本市場における近
年のパフォーマンスを分析し、資
本利益率、利益を生む要因、異
なる段階の利益率が価値創造
および資本市場パフォーマンス
にもたらす影響について調査を
行い、

経営陣が自社について考察す
べき重要な質問を整理しており
ます。

サプライチェーンネットワークのモ
デリングプロジェクトを先進国で実
行するにあったって、実施に伴う
問題を克服するためにさまざまな
優れた手法やツールが開発され
てきました。しかし新興国市場に
おいて同様のプロジェクトを遂行
しようとすると、検討すべき追加要
因が数多くあり、さらに多くの課題
を管理する必要に迫られることが
あります。

本レポートでは、世界各地の新興
国市場においてこれらのプロジェ
クトを実施したPwCの豊富な経験

に基づき、想定される主な課題と
それらを克服する方法をまとめま
した。
課題・克服方法について、「新興

国市場」と「先進国市場」を対比さ
せ、以下に示す6つの主要検討
事項に分けてまとめています。

世界中で先進的な視点を持つ
メーカーや産業用機器を扱う企
業が、製品や機器のインター
ネット接続、すなわち、インダスト
リアル・インターネット・オブ・シン
グス（以下、IIoT）を一気に進め
ています。しかしIIoT時代に成

功を収めるには、技術的な接続
だけでは十分ではありません。と
いうのも、IIoTの出現は、企業に

とって生涯に一度あるかないか
の破壊的ビジネス変革です。

本レポートでは、IIOTの活用に

は新技術の獲得だけでなく、事
業構造全体の新たな青写真が
必要かを示しています。

はじめに ｜ ASEAN 業界動向 ｜ ソートリーダーシップ ｜ JADOTについて
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JADOTについて
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JADOTは、貴社のM&Aおよび資本・インフラプロジェクトを上流から下流まで一貫して支援
致します

はじめに ｜ ASEAN 業界動向 ｜ ソートリーダーシップ ｜ JADOTについて
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 市場参入戦略の策定
 買収＆Exit戦略の策定
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 価値評価及びモデリング
 ディール条件についての交渉支援
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討・評価

Post-deal段階

 クロージングレビューの実施
 PMIプロセスの計画とモニタリング

(短期/長期)
 ディール実施後の段階におけるM&Aに

より創出された価値の評価
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