
持続的成長を図る
「M＆A」のポイント



M&A 実行時には物議を醸した

が、20 年近くたって評価を高め

た案件が存在する。ブリヂストンだ

（【図表１】）。評価を高めた要因は、

「揺るぎない戦略」である。

ブリヂストンは、事業戦略上、北

米進出が避けて通れない状況で

M&Aを実施し、ファイアストン社

の経営危機についても粘り強く対

応した。

結果として、業績は日本国内をし

のぐようになり、名実ともにグロー

バルカンパニーに成長した。M&A

の評価は買収当初こそ低かったが、

現在では評価を挽回したと言っても

よいのではないだろうか。2度の危

機に対して再売却や破産ではなく、

立て直しを実施したのは、ブリヂス

トンの胆力がなせる業であったと言

えよう。

られるのはどのような場合だろうか。

失敗の主な要因は、ディール（取

引）の各段階に合わせて三つ考え

られる。このうち、最も大きなポイン

トは「戦略的失敗」である。

そもそも出発点に問題があると、

その後ディールが進んでいったとし

ても取り返すことは難しい。いかに

低い価格で買収できたとしても、一

度掛け違えたボタンを直すことは容

易ではない。

「目的は何か？」「その会社は本当

に“欲しい”会社か？」

この問い掛けから、M&Aがスター

トするのである。

日本のM&A市場は、2018 年か

らの流れを継続し、2019 年に入っ

ても件数が増加している。2019

年 1 ～ 9 月時点で、前年同期比

10.4% 増の 3038 件であった（レコ

フデータ調べ）。過去最高水準で

推移しており、M&Aが企業にとっ

て事業戦略や経営戦略を実現する

ための有効な手段として定着しつ

つあることがうかがえる。大企業が

何千億円もかけて買収を実行したと

いうニュースがテレビを駆け巡るが、

いまやM&Aは大企業だけの経営

技術ではない。中堅・中小企業も

実行できる（使いこなさなければな

らない）手法である。

M&Aの評価は、譲渡契約書を

締結した時点で決まるものではな

く、M&A後の企業の成長で決まる。

では、M&Aが「失敗した」と捉え

M&Aのトレンド　1.

成長戦略を
実現するための
M&A
タナベ経営 丹尾 渉

メソッド

▲

 評価の高いM&Aとは？

M&A失敗の主な原因

1. 戦略的失敗
2. 買収価格が高い（高値づかみ）

3. 統合作業がうまくいかない

ブリヂストンの事例2.
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まる。つまり、「ヒト・モノ・カネ」

の戦略である。どの順序で経営資

源を強化するのかを決める必要が

ある。

事業戦略と経営戦略が決まった

場合、次に参入戦略を検討するこ

とになる。

参入戦略の選択2.

【図表1】ブリヂストンのM&A事例

【図表2】参入戦略例

M&Aは常にリスクとの戦いでも

ある。買収するまで、双方とも互い

の企業の中身を真に知ることはでき

ず、買収後も会計・法務・税務な

どの課題が山積する。また、風土

の違いがシナジー（相乗効果）を

生みにくくすることもある。そうした

中で、買収交渉から統合作業まで

を粘り強く実行するためには、目指

すべき姿が明確になっていなけれ

ばならない。

例えば、第一交通産業は「多角

化経営で“地域密着の総合生活産

業”を目指す」ことを掲げてM&A

を実現している。M＆Aの成功の

定義、すなわち「M＆Aで実現し

たいことは何か」を明確にしている

のだ。

事業戦略が決まると、付随する

機能的な戦略である経営戦略が決

冒頭で述べた通り、M&Aはあく

までも数多くある手段の中の一つで

ある。M&Aの反対に位置する言葉

にオーガニックグロース（自律的成

長）がある。

参入戦略の検討段階では、自社

の戦略をM&Aで実現すべきか、

オーガニックグロースで実現すべ

きかなどを検討していくことになる。

（【図表２】）

▲

 M&Aの戦略構築ステップ

経緯 ・ 目的
1.　1988年5月4日に総額26億ドルで米国のファイアストン社を買収（イタリアのピレリ社と競合）
2.　日系自動車メーカーの北米進出に伴い、北米への進出を本格的に検討
3.　北米、中南米、欧州で多くの生産設備と販売網を獲得

危機１
1.　ファイアストンの開発力不足や低生産性から追加投資が必要であり、買収直後から赤字
2.　ファイアストン傘下の販売店網「マスターケア」は3分の1の店舗が赤字

▲

 　新製品の集中的な開発、自動車メーカーの承認取得、新製品の現地生産を可能にして黒字化

危機 2
1.　2000年にはファイアストンでリコール問題

▲

 　司法当局との和解や各社との和解を経て、2002年ごろから売上高・利益が回復した
        買収の成果が表れたのは2010年以降に経営陣を刷新してから

結果 1.　現在、米国事業は日本国内を上回って上昇している
2.　ブリヂストンは世界1位のタイヤメーカーに成長した

出典 ： ブリヂストンホームページを基にタナベ経営作成

特集 1 成長M&A

事業戦略の明確化1.

参入戦略例 メリット デメリット

オーガニック
グロース 既存の経営資源を活用

1.　時間がかかる
2.　成果が出るかどうか不透明

M&A

1.　時間の節約
　　（時間を買う）
2.　参入障壁
　　（資格・業界の壁）の克服

1.　高い投資金額になる
　　可能性がある
2.　PMI（買収後の統合作業）
　　が必要
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参入戦略においてM&Aが選択

された場合、M&A 戦略を本格的

に検討することになる。事業戦略

構築⇒参入戦略検討⇒M&A戦略、

という一連の検討がほぼ同時期に

なされる場合もある。

M&Aによって得られる効果はさ

まざまだ。吸収戦略（競合関係に

ある企業をグループに取り込む）や

ロールアップ戦略（規模の小さな企

業や同業を連続的に買収）、許認

可取得戦略（新規取得が難しい許

認可を持つ企業の買収）、ブランド

買収戦略（ブランド力のある商品・

事業の買収）やクロスボーダー戦略

（海外に事業基盤を持つ企業の買

収）、垂直統合戦略（川上または

川下企業の買収）、ポートフォリオ

戦略（複数の事業を持つ企業が事

業の組み合わせを変える戦略）な

どが考えられる。

プレM&A（M&A取引前の戦略

立案）の段階では、「事業戦略×参

入戦略×M&A 戦略」の掛け合わ

せでM&Aの実施が決定付けられ

る。例えば、ハヤブサは、新規事

業を垂直に立ち上げることと既存事

業を補完することとを比較し、後者

でのブランディング効果や新商品の

共同開発を目指してM&Aを実行し

た。また、タカハシアートプランニ

ングは活況である東京のエンターテ

インメントや外食市場に目を付け、

関東圏での既存事業拡大を目的に

M&Aを実行した。

戦略の大枠が固まったら、次に

ターゲットの選定である。ここが最

も重要だ。「“良い会社”を買うの

ではなく、『欲しい会社』を買う」こ

とである。事業が近しいからと言っ

て、ただやみくもにアプローチして

も効果は薄い。買収候補先を複数

リストアップ（ロングリスト）し、営

業種目／取引金融機関／株主／主

要仕入れ先／主要得意先／売上

高／経常利益／有利子負債／想

定シナジー／売却可能性を各社ご

とに検討する。さらにアプローチ方

法の難易度から優先順位を付け、

ショートリスト（接触予定先）を仕

上げていく。

次に、アプローチである。単純な

ノックやDM（ダイレクトメール）だ

けでなく、アドバイザーや金融機関、

利害関係者を通じたアプローチが

必要となる場合もある。こうした段

階を経て、ようやく特定の企業との

間でM&Aの交渉が進んでいく。そ

して、デューデリジェンスや最終譲

渡契約締結に向けた交渉が展開さ

れるのである。

M&A戦略3.

【統合チーム組成】

PMIを推進する組織体制の決定
① 事務局の設置
② 最終意思決定機関の設置
③ PJおよびメンバーの決定

【現状認識】

① D Dの検出事項の確認 （残余課題の整理）
② 事業：ポジショニング確認
③ 組織：キーマンとの面談 （従業員モラールの調査）
④ 財務：管理会計ルールなど確認

プレ・実行フェーズ　1カ月：Day0 統合フェーズ　3カ月：Day1～Day100

PMIプロジェクト体制確立

【統合方針立案】

被買収企業をどの程度の速さで買い手企業に統合
していくか、どのような手順・スキームで買収していく
かを検討し、決定する（自立的統合／支配型統合／
吸収型統合）

買い手・売り手双方が、３～6カ月程度で実施す
べき項目を洗い出し、優先順位を付ける。優先順
位に従って短期的な課題に対処しつつ、売り手
側の中期経営計画を策定する（100日プラン）

最
終
譲
渡
契
約
書
調
印
・
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ

▲▲

（1）中期事業戦略の設計

（2）中期財務戦略の設計

（3）中期組織体制・
       人材戦略の設計

（1）信頼関係の構築

（2）コーポレート部門の統合

アクション
プラン策定

経
営
の
P
M
I

（
長
期
）

業
務
の
P
M
I

（
短
期
）

【図表3】PMI（買収後の統合作業）のステップ
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▲

 M&A実行後

https://www.tanabekeiei.co.jp/t/lab/accounting.html

M&Aの経験が豊富な会社の事例研究を通じて、よりM&Aの成功へ近づくノウハウを学びます。さらに、M&Aの
譲渡企業・譲受企業の両社の声が聞ける対談も実施。全６回のカリキュラムで戦略立案～PMIまで体感できる内容です。

『成長M&A』実践研究会

タナベ　M&Aコンサルティング

タナベ経営
経営コンサルティング本部 部長代理
丹尾 渉　Wataru Nio

クライアントの成長に対する「真
しん

摯
し

」な姿勢と、ビジョ
ン実現へのステップを着実に進める「丁寧」さを持
ち味とし、財務戦略を中心としたコンサルティングで
活躍中。決算数値を企業改革の宝と捉える着眼で、
共に成功事例を生み出し、業績が上がる体質を作
ることを信条としている。

M&Aはプレフェーズから実行

フェーズへと移り、最終的に譲渡

契約書を締結したら完了かというと

そうではない。最終合意はまだ始ま

りにすぎない。M&Aの最終的な成

果は「シナジーの創出＝成長」で測

られなければならない。この部分が

とにかく困難である。買収が完了し

て、初めて知る事実の方が圧倒的

に多いからである。（【図表 3】）

その点では、デューデリジェンス

にはリスクを緩和する効果がある

が、リスクを完全に取り除くもので

はない。デューデリジェンスは相手

方が出してきた情報をもとに精査を

行うものであり、相手方が提示して

こない情報については、基本的に

アクセスすることが難しい。

最終合意後の統合作業（PMI）

が最も難しいフェーズである。統合

作業では、ヒト・モノ・カネの三つ

を自社の基準に合わせていかなけ

ればならないが、異なる風土の社

員がいきなり同じ考え方をするだろ

うか。また、異なる人事制度を運用

していた企業をいきなり一つにした

ときに社員の間に納得感は生まれる

だろうか。一足飛びに合意を得るこ

とは難しいのが実情だ。

実際、契約書のまき直しや決

裁フローの整備など、社員の感情

が絡まない場面での統合作業でも、

「従来の業務の慣習が崩れる」と

して相手方社員から抵抗を受ける

場合がある。従って、社員の感情

や組織の風土など、目に見えない

要素をいかにして一つにしていくか

が重要だ。同時に、事業上で当初

予定していたシナジーが出るかどう

かを売上高・利益の上昇やシェア

の拡大で客観的に測るのである。

統合作業の最中に、ブリヂストン

のように何度も経営危機にさらされ

る場合もあるが、そのたびに、目的

に立ち返り、事業をどのようにして

いくべきかを考えなければならない。

統合作業はチームビルディングに

始まり、長期的目線で展開する施

策と、短期的に効果を上げなけれ

ばならない施策に分けられる。期

間としては、最終合意後からおよそ

100日間で今後の方針を立てねば

ならない。時間との勝負である。

中堅・中小企業には、買収前の

企業風土や制度をそのまま継続す

ることで、社員に生じる違和感や不

満を和らげ、円滑にM&Aの効果

を引き出そうとする方法も見受けら

れる。このような方法が有効な場合

ももちろんある。ただし、その場合

でも業務に関するPMIは少なから

ず必要になってくるはずだ。

PMIの過程でうまく新しい企業の

風土またはやり方に順応させ、シナ

ジーを生み出すことがM&Aの成功

と呼べるのである。

M&Aは実行フェーズに目が向き

がちであるが、実際は、戦略の構

築と実行後の統合フェーズの中で

双方の定量的指標や定性的な目標

が達成できたかどうかが問われる。

仮に想定したシナジーを生み出すこ

とができない場合、双方が不幸に

なることもある。M&Aを成長戦略

に取り込み、「時間とノウハウ」を

買うことにより変化の速い時代に対

応することが必要だ。まだM&Aを

実施したことがなく、選択肢の一つ

として考えている企業は、一歩を踏

み出していただきたい。

特集 1 成長M&A
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CONSULTANT
REVIEW

M&A（企業合併・買収）調査会
社レコフの調べ※によると、日本企業
が関わったM&A 件数は 2000 年以
降増加し、2017 年は年間約 3000 件
に上った。
M&Aと言えば、かつて大手企業

が資金力を背景に、海外企業への
対抗手段として使われることが多かっ
た。例えば、ソニーが米映画会社の
コロンビア・ピクチャーズ買収で合
意したのが 1989 年。同年には三菱
地所がロックフェラーセンターを買収
した。「米国の魂を買った」と揶

や ゆ
揄さ

れるほど世間をにぎわせた買収劇か

M&Aにおける「成功」とは

ら、約 30 年がたとうとしている。
そして現在、日本企業によるM&A
は、大手による海外企業買収に限ら
ず、国内同士かつ中堅・中小企業も
巻き込む形で展開されるようになって
いる。

M&Aの目的は多様化している。近
年は、後継者難による事業承継の目
的でM&Aを選択する企業も増えてき
た。これは「企業の存続」が狙いだが、
もともとの原初をたどれば、大きく2
つの目的からM&Aは始まった。「規

模の拡大」と「経営資源の拡大」で
ある。
（１）規模の拡大
この場合は、M&Aを通じて「マー
ケットシェアを高めること（売上高の
増加）」と、「生産・販売などを集約
したり、コスト削減を行ったりするこ
とで利益を創出すること」を指す。こ
れは欧米企業のM&A戦略の基本に
もなっている。
（２）経営資源の拡大
1 社単体でイノベーションを起こす

ことが難しくなった今日、企業は新し
い技術やアイデアを外部に求めるよ
うになっている。ある新しい技術や
アイデアをもとに新規事業を立ち上
げたいのであれば、最も手っ取り早
い手段は「その技術を持つ企業を買
う」ことである。2018 年にメディア
をにぎわせた、某大手企業によるベ
ンチャー企業への大型出資なども、イ
ノベーションに対する先行投資（先
行者利益の獲得）であり、経営資源
の拡大が目的である。

（１）買い手企業が負うリスク
M&Aの基本原理は「売り手のリス

クは少ないが、買い手に大きなリス

3

M＆Aの定着

M&Aにおける
「成功」の意味

M&Aの目的
（期待すること）
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クが伴う」ということである。売り手
側は、売り値が高い・低いという差
はあれども、プレミアムを受け取って
事業の表舞台から撤退する。他方、
買い手側は、喉から手が出るほど欲
しい企業については、高いプレミア
ムを付けて買収を実行する。
しかし、これがうまく規模の拡大や
経営資源の拡大につながらないとき
の負担は、事業を一から社内で立ち
上げる場合と異なり、ある事業年度
に突然起こり得る。これが買い手側
のリスクである。
（２）M&Aにおける成功の定義
売り手側の「成功」とは、自社が
希望する売却価格で売れることであ
る。他方、買い手側にとっての成功
とは、買収した企業が経営戦略に
おいて期待した効果を得られたかど
うかで判断する必要がある。しかし、
これは簡単なことではない。M&Aに
おいて期待した効果を得ている事例
は、そう多くないのではないだろうか。
買収した企業が当初の期待通りの
効果を得られない原因の多くは、買
い手と売り手の間にある「情報格差」
に起因する。事前の情報収集が不足
していたため、買収後にリスクが顕
在化し、結果として企業に損失をもた
らす場合である。
この場合の情報収集とは、公開さ
れている情報、つまり買収直前の当
該企業の事業構造・財務構造・組
織構造に関する情報以外に、簿外債
務など表に出ていない水面下の情報
や、買収後に効果を発揮させようとす
る分野とのシナジー（相乗効果）の
見積もりも含まれる。この部分の調
査が甘いと、買収後に期待した効果
が発揮されず、企業に損失や再売却
の手間が発生する。

先のソニーと三菱地所の事例で言
えば、最終的にM&Aは成功しなかっ
た。ソニーはコロンビア社の経営の
かじ取りをうまく行うことができず、
買収してから5年後に大幅な減損処
理を迫られ、赤字に転落した。コロ
ンビア社自体も赤字を垂れ流す状態
であった。また三菱地所の場合、ロッ
クフェラーを買収したころから米国の
不動産市況が悪化し始めており、賃
料が暴落。賃料収入は減少し続けた。
ロックフェラーセンター自体も老朽化
が進んでおり、結局、1995 年に撤
退を発表した。
（３）M&Aの成功に向けて
「安く買って儲

もう
ける」のがM&Aに

おける基本であるが、儲けるために
は、M&Aによる到達点を明確にして
おかねばならない。M&A自体は「手
段」であって、“目的 ”ではないから
である。
自社の中長期的なビジョンの中

で、規模の拡大や経営資源の拡大が
必要だと判断したのであれば、その
戦略を社内でしっかりと描いてから、
M&Aの本番が始まる。その際には、
買収後の経営方法や自社の既存事業
とのシナジーも併せて検討する必要
がある。
経営戦略を決定した上で、あまた

ある買収対象候補の企業群から、買
収する企業を選定する。そこで今
度は入念な情報収集が求められる。
デュー・デリジェンス（DD、資産査定）
と呼ばれる調査を徹底的に行い、被
買収企業の潜在的な問題点を洗い出
し、評価することが必要である。洗
い出した結果、たとえ従前には知ら
されていなかったリスクが発見され、
結果として買収を断念したとしても、
それは高値でつかまされなかったとい

う意味では、「成功」と捉えるべきで
ある。
近年は、大手企業の戦略としてで

はなく、中堅・中小企業の経営戦略
の手段としても活用されていることは
すでに述べた。中堅・中小企業にとっ
て、M&A は企業の生死を分ける可
能性もある。資金力が豊富ではない
企業が買収に踏み切った場合、被買
収企業の経営がうまくいかなければ、
本体の足を引っ張り、成長の妨げに
なるからである。
早い決断も大事だが、事前の入念

な調査によってリスクを顕在化させる
ことが重要である。また、手元にあ
る情報から、自社に有利な条件で買
収できるように交渉を進めていくこと
が必要である。事業を自力で一から
積み上げるだけでなく、自社を成長
させるために企業を買い取る“M&A
巧者 ”を目指したい。

タナベ経営
経営コンサルティング本部 
チーフコンサルタント
丹尾 渉　Wataru Nio

クライアントの成長に対する「真摯」な姿
勢と、ビジョン実現へのステップを着実に
進める「丁寧」さを持ち味とし、財務戦
略を中心としたコンサルティングで活躍中。
決算数値を企業改革の宝ととらえる着眼
で、共に成功事例を生み出し、業績が上
がる体質を作ることを信条としている。

※ MARR Online（マールオンライン）「1985
   年以降のマーケット別M&A件数の推移」より
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に向けて発表し、自社が望むターゲッ
ト企業（被買収企業）の情報を伝え
る必要がある。
Ｍ＆Ａ市場では買い手が大半を占め

るが、ターゲットを明確にしている買い
手は少数にとどまる。自社のターゲッ
ト企業を明らかにし、アドバイザーへ
常に発信を続けることで、希望する譲
渡案件を提案してもらえる可能性が高
くなる。
もっとも、譲渡案件が手元に届くま
で半年以上はかかる。Ｍ＆Ａは少なく
とも２、３年のスパンで検討する必要
がある。

前述した通り、Ｍ＆Ａ市場は買い手
がほとんどで売り手は貴重である。し
かも、自社の理想像と100％合致する
売り手と出合える確率は極めて低い。
だが、経営権の売却を検討している企
業は確かに存在する。
実際にＭ＆Ａを経験してみると、理
想像から少し離れているものの、気に
なる企業は必ずある。少々の相違点な
ら許容し、買収を検討する度量が必
要だ。次に、成約に至る案件の特徴
について、Ｍ＆Ａの現場で得た私自身
の知見（買い手側の視点）を四つ紹
介したい。

近年、日本でＭ＆Ａ（企業の合併・
買収）の成約件数が着実に伸びてい
る。レコフの調べによると、日本企業
のМ＆Ａ件数は2012 年から７年連続
で増加しており、2018年は3850 件（前
年比 26.2％増）と過去最高記録を更
新した。
私自身、コンサルタントとして経営者

と成長戦略を立てる中で、事業拡大
の手段に、必ずと言ってよいほど「Ｍ
＆Ａに取り組みたい」との声が掛かる。
確かに、事業拡大においてＭ＆Ａほど、
有効な手法はないだろう。しかしなが
ら、実際に行うとなると、そう簡単に
進めることができないのが悩ましい。
Ｍ＆Ａの成約件数が伸びているとは
いえ、売り手であるセルサイド（譲

ゆずりわたし
渡

案件）と買い手であるバイサイド（譲
ゆずり

受
うけ
案件）の割合は、私の体感値で言

うと「１：９」くらいの差がある。譲
受案件の数に対し、譲渡案件の数が
圧倒的に不足しているのだ。互恵関係
（Win-Win）の構築が見込める売り手
を自力で探そうにも、なかなか見つか
らないのが現状である。
買い手の数が圧倒的に多いだけに、
有望な売り手企業が見つかった場合

は他の買い手と競争になりそうだが、
実際にそうしたケースは少ない。なぜ
なら、多くは「ストロングバイヤー」（Ｍ
＆Ａを何度も経験している買い手企業）
が成約してしまうからだ。つまり、現在
のＭ＆Ａ市場は、選ぶ（売り手探し）
のが一苦労、また選ばれる（提携交渉）
のも一苦労なのである。

Ｍ＆Ａを仲介するアドバイザーは、
売り手企業の情報を基に、買収する
蓋
がい
然
ぜん
性が高い企業をピックアップする。

そこにはストロングバイヤーの名前が
ずらりと並ぶ。そうした企業へ売り手
企業を紹介する。これがＭ＆Ａ仲介現
場の裏側である。
買い手がいくら綿密に戦略を立て、
欲しい企業像を明確にしようとも、良
い案件であればあるほど譲渡案件を
紹介されるのは、実績豊富なストロン
グバイヤーばかりなのだ。必然的に、
Ｍ＆Ａを検討し始めた企業には情報が
回ってこない。
では、経験の浅い買い手はどうす
ればよいのか。Ｍ＆Ａアドバイザーか
ら譲渡案件を紹介される企業になるし
かない。そのためには、友好的買収
に本気で取り組む意思を明確に対外

CONSULTANT
REVIEW

失敗しないM＆Aの進め方

1

セルサイド（売り手）と
バイサイド（買い手）の
市場動向

選んだ相手から
選ばれる会社になる

Ｍ＆Ａを進めるポイント
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(1)ノンネームシートの印象
ノンネームシート※の第一印象を重
視してほしい。Ｍ＆Ａはノンネームシー
トから売り手を絞り、秘密保持契約を
締結して概要書（企業詳細情報）の
開示を受け、社長同士が面談を行うこ
とから本格的にスタートする。いかに
ノンネームシートの段階で、売り手の
企業像をイメージできるかが大切であ
る。（【図表】）
(2)アドバイザーの反応
売り手側の財務状況、譲渡額との
バランスなど、定量面は当然気になる
ところだ。しかし、交渉に不慣れな経
営者は直接聞くことを遠慮しがちであ
る。その場合、仲介役のアドバイザー
に質問し、その回答から自社が譲り受
けたい案件かどうかをしっかりと確認
したい。
(3) 譲歩の線引きを明確にする
投資額、エリア、従業員の平均年

齢―― 自社がＭ＆Ａを実施するに当
たっては、検討すべきさまざまな項目

がある。大事なことは、自社が譲歩で
きる範囲を決め、妥協できないポイン
トを明確にすることだ。妥協点を見い
だすことができない案件は見送りを検
討する。
(4)ライバルが買うこともある
自社が買収を見送った案件を、ライ
バル企業が買うケースもある。買収見
送りを決める際は、もしライバルが自
社に代わって買収した場合、マーケッ
トにおける新会社（ライバル）と自社
とのパワーバランスはどうなるかを検
討する。
今回は買収側の視点で書いたが、

事業を譲り渡して幸せになったオー
ナー企業も、当然のことながら多数存
在している。
いずれにせよ、Ｍ＆Ａでは「タイミン

グ」が重要な鍵を握る。案件をあっさ
り見送ってしまうと、同様の案件と出合
うことは大変難しい。ぜひ、これら四
つのポイントを念頭に置いてＭ＆Ａを
実施していただきたい。譲受・譲渡企

業が素晴らしいパートナーとなり、第２
の企業人生を歩んで成長することを祈
念してやまない。

タナベ経営
経営コンサルティング本部
チーフコンサルタント
文岩 繁紀　Shigeki Fumiiwa

企業の良きパートナーとして、常に顧客の
立場に立ったコンサルティングを展開。特に
「クライアントの課題を共有化し、共に改
善、実行、成果を上げる」ことを大事にし
ている。スピードある連携ときめ細かなフォ
ローで、M&Aコンサルティングを中心に企
業成長を支援している。

買
い
手

個
別
相
談・ニ
ー
ズ
登
録

秘
密
保
持
契
約

ノ
ン
ネ
ー
ム
シ
ー
ト
受
領・検
討

仲
介
機
関
と
契
約

新
体
制
で
の
事
業
開
始

売
り
手

個
別
相
談

仲
介
機
関
と
契
約

企
業
評
価
の
算
定

相
手
先
の
探
索・選
定 相

手
方
と
の
ト
ッ
プ
面
談

諸
条
件
の
交
渉・調
整

基
本
合
意（
仮
契
約
）の
締
結

買
収
監
査（
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェン
ス
）の
実
施

譲
渡
契
約（
最
終
契
約
）の
締
結・代
金
決
済

従
業
員
や
取
引
先
な
ど
へ
公
表

引
き
継
ぎ
開
始

【図表】 Ｍ＆Ａの進め方（流れ・手順）

※ 売り手の企業概要を匿名かつ特定されない程
度にまとめた資料で、買い手候補先へ打診する
際に使用する
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日本企業によるM&A（合併・買
収）が活発化している。「中小企業白
書（2018 年版）」によると、2017 年
のM&A件数が 3000 件（レコフデー
タ調べ）を上回り過去最高となった
ほか、中小企業の成約件数も2012
年に比べて3倍超という。経営者の
高齢化や後継者不在による事業承継
問題に対し、国のさまざまな支援策
が打ち出されていることがその背景
にある。
中小企業によるM&A が増えてい

る中、実際のところその成功率はど
の程度なのか。東京工業大学大学院
の井上光太郎教授が行った実証研究
（2013 年）では、上場企業での成
功率はほぼ 5割だそうだ※。そこから
類推すると、中小企業の場合は 3～
4割といったところだろう。
いずれにせよ、M&A は半数以上

が失敗に終わっていることになる。慎
重に事を進めたはずのM&Aが、な
ぜ失敗するのか。結論から言うと、
買収側において、自社のビジョンと
M&Aの目的が不明確だったことが考
えられる。
現在、好業績の中堅・中小企業の

もとには、地域金融機関や M&A 仲
介会社から企業譲渡の案件がよく持

ち込まれる。だが、自社の中長期ビ
ジョンと買収目的が不明確なまま、候
補リストから興味のある先を選ぶだけ
という成約自体が目的化したケース
も多い。
タナベ経営では、そうした失敗事
例と同じ轍

てつ
を踏まないよう、企業買収

を企図する中堅・中小企業に「成長
戦略M&A」を推奨している。

成長戦略M&Aとは、自社の中長
期ビジョンを実現するために、企業
買収の目的と具体的な候補企業を明
確化し、積極的に仕掛け（提案）を
行うM&Aである。ここでは、成長戦
略M&Aのポイントとなる「事前検討
フェーズ」を中心に論述していきたい。
（【図表１】）
(1) M&Aの成長戦略を策定
自社の現状の経営資源を前提に戦
略を組み立てようとすると、現事業の
延長線上で何ができるかという思考
になりがちである。だが、M&Aでは
「現状の経営資源という制約条件を
外し、中長期的に自社はどういう姿
になりたいか」という思考で戦略を
立てるべきである。
中長期ビジョンを明確化すれば、

ビジョンの実現のためにどのような

CONSULTANT
REVIEW

ビジョン実現のための
「成長戦略M&A」

経営資源が必要で、そのうち外部か
ら「何を調達するか」（M&Aの目的）
が、M&A 戦略策定で重要な検討事
項となる。ここがはっきりしないと、
M&Aが成功したかどうかさえ分から
なくなる。

1

「成長戦略M&A」とは

M&A成長戦略策定の
チェックポイント

① 自社の中長期ビジョンは何か

② M&Aによって何の不足を補うか

③ 本当にM&Aでなければ
    実現できないか

④ M&Aを実施することで得られる
    具体的な効果・シナジーは何か

⑤ M&A後、自社における対象会社を
   どう位置付け、誰が担当するのか

増加する中小企業のM&A

(2) M&A候補企業の選定
自社の中長期ビジョンとM&A の

目的（どの不足を補うか）を明確に
した後、買収候補先の企業を具体化
する。まず、候補先の大まかな基準
を設定したロングリスト（絞り込む前
段階の買収候補先）を作成する。“大
まかな基準 ”とは、事業（取扱商材・
サービス）、地域、売り上げ規模など
で、この時点では買収の実現可能性
を考慮せず、対象範囲内に入る企業
を広く列挙していく。
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タナベ経営　
経営コンサルティング本部
コンサルタント
小野 樹　Tatsuki Ono

地域の未来を考えるリージョナルパートナー
として、多くの金融機関、会計事務所と
次世代経営者の育成を推進。取引先企
業の固有の課題解決に向けたコンサルティ
ングでは、さまざまな手法を活用、真

しん

摯
し

な
取り組みで着実に成果を上げ、高い信頼
を得ている。

高

戦略上の重要性

成長戦略M&A候補
アプローチ方法の
検討提携、
マイノリティー出資等

案件により
個別検討、投資価額、

リスクの程度によって検討

優先度の低い、
広い候補として記録

低

低

M&Aの
実現可能性 高

〈 事前検討フェーズ 〉 〈 交渉フェーズ 〉 〈 実行フェーズ 〉

買
収
価
値
の
試
算

ト
ッ
プ
面
談・企
業
訪
問

買
収
価
額
等
の
条
件
交
渉

基
本
合
意
の
締
結

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス

M
&
A 

成
長
戦
略
の
策
定

M
&
A 

候
補
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業
の
選
定

M
&
A 

仕
掛
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案
）
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収
契
約
の
締
結

ク
ロ
ー
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グ

P
M
I

【図表1】 成長戦略M&Aの流れ

【図表2】 マトリクス・アプローチによる買収候補先の絞り込み

出典 ： 筆者作成

※　レコフデータ『M
マ ー ル

ARR』2014年5月号235号
作成したロングリストから、事業内
容、販売チャネル、地域シェア、製
品ブランド力、技術力、株主構成、
財務状況などを基準にスクリーニング
（ふるい分け）し、候補先を絞り込
んでいく（ショートリストの作成）。そ
の際、【図表２】のようにマトリクスで
分類し、カテゴリーごとにアプローチ
を整理することも効果的である。
(3) M&Aの仕掛け（提案）
具体的な候補先を選出した後、買
収を仕掛けていく。“ 仕掛け ”と書
くと物騒に思われるかもしれないが、
敵対的買収というニュアンスではな
く、自社と相手先の成長発展を戦略
的に提案するという意味合いである。

では、どのように買収を提案する
のか。これは、相手先の状況によっ
て接触、提案の仕方が異なる。例え
ば、後継者が不在で、事業存続と従
業員の雇用維持などオーナーが安心
して引退できることが求められる「後
継者不在型」、財務状況が芳しくない
企業が経営の安定化を図る「企業再
生型」、また地域・業界で生き残るた
めの「再編型」や、経営統合や合併
によってトップシェアを握れるなど明
確なメリットがある「合理的M&A」
が挙げられる。
こうした買収候補先の状況に応じ
て、自社との提携シナジーと相手先
のメリットを的確に伝え、提案を行う。

提案方法は、自社による直接的な提
案も本気度を示す意味で有効だが、
自社の素性を知られずに相手先にア
プローチをしたい場合もあるだろう。
その際は、相手先の取引金融機関や
M&A仲介会社、コンサルティング会
社など外部の専門家を活用し、ノン
ネーム（匿名かつ大まかな企業概要）
での打診から行うとよい。
成長戦略M&A は、自社のビジョ

ンを高い確率で実現させるための戦
略となる。現在のM&Aマーケットは
売却側に有利な“売り手市場 ”となっ
ており、買収側は少ないチャンスをう
かがう形となる。しかし、外部の「持
ち込み案件待ち」だけでは、自社
のビジョン実現の確度は高まらない。
しっかりとした中長期戦略を立て、買
収候補企業をアウトプットすることで、
持ち込み案件への適切な検討が可能
となる。
持続的な成長発展を目指す中
堅・中小企業は、ぜひとも成長戦略
M&Aを取り入れ、自社の中長期ビ
ジョンを実現していただきたい。

72FCC REVIEW2018December
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■   FCC REVIEW 2020年1月号掲載

34都道府県175社をグループ傘下に擁し、

タクシー・バスの保有台数9000台以上と、業界日本一を誇る第一交通産業グループ。

M&A戦略により規模を拡大すると同時に、不動産や介護・福祉、病院など

多角的な事業をハイスピードで展開し、地域の人々の快適な生活を支えている。

タクシー事業を成長させる方法は

M&A一択

第一交通 産 業

人に寄り添うサービスで、地域の人々の信頼を獲得するドライバーたち

11 FCC REVIEW 2020January
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第一交通産業の歴史はM&Aの

歴史と言っても過言ではない。1960

年、黒
くろつち

土始氏（現・代表取締役創

業者会長）がタクシー５台で同社を

設立。1967 年に宮崎県のタクシー

会社を買収して以来、M&Aを行っ

た件数は、事業譲り受けを含め

200 件を超える（2019 年 10 月末

時点）。

これらのM&Aを手掛け、2001

き掛けたことすら一度もなく、全て

事業譲渡を持ち掛けられてM&A

の成立に至っている。10 台規模の

個人経営の会社から500 台クラス

の法人まで、取得先は幅広い。後

継者不足をはじめ、経営難、赤字

路線で廃業寸前、個人会社の代表

者の急死など、理由も多岐にわたっ

ている。

なぜ、同社にそこまで声が掛かる

のか。ターニングポイントは2000 年

の福岡証券取引所への上場だった

と田中氏は話す。それまでは、大き

くても50 台規模の会社がM&Aの

年に約 2000 台だったタクシー保有

台数を8500 台へ、バスなども含

めると保有台数 9000 台を超えるグ

ループ会社へと成長させた代表取

締役社長・田中亮一郎氏は、次の

ように語る。

「タクシー業は国の認可事業。勝

手に台数を増やせないし、営業エリ

アも広げられない。だから、事業を

大きくする方法はM&Aのみだった

のです。もちろん、決して平たんな

道のりではありませんでした」

第一交通産業は、いわゆる敵対

的買収を行わない。同社側から働

特集 1 成長M&A

（年） 企業名/都道府県

2000 定鉄観光㈱/北海道、高崎タクシー㈱・群北自動車交通㈱ ・ 県都タクシー㈱/群馬、徳島南海タクシー㈱/徳島

01 興亜タクシー㈱/北海道、南海電鉄系子会社７社/大阪 ・ 和歌山、草軽ハイヤー㈲/長野、協栄タクシー㈲/福岡、
新日之出交通㈱/熊本、千成自動車交通㈱/愛知、太陽交通㈱/石川

02 城南交通㈱/石川、みどりタクシー㈱/大分、㈱日産観光ハイヤー ・ ㈲安全タクシー ・ ㈲湊タクシー ・ ㈲阿字ヶ浦観光タクシー/茨城

03 ㈱登米運輸/宮城、東急鯱
しゃち

タクシー㈱/愛知

04 フラワー交通㈱/東京、アルプス自動車㈱/長野

06 沖縄ハイヤー㈱/沖縄

07 末広タクシー㈴ ・ オリオンタクシー㈴ ・ 球陽交通㈾ ・ 國和ハイヤー㈱ ・ ㈱港川整備/沖縄、㈲ワカイ交通/東京、ヒノデ㈱/埼玉

08 王子タクシー㈲/大分、㈴美栄タクシー ・ ㈾鏡原タクシー/沖縄

10 京阪電鉄系子会社７社/大阪・京都、ゴトウタクシー㈱/山口

1 1  ㈲玉幡タクシー/山梨、富田林交通㈱/大阪、㈾水仙タクシー/沖縄、白浜観光タクシー㈱/和歌山、㈱柳井タクシー/山口

12 ㈾平良川タクシー ・ 那覇バスターミナル㈱/沖縄、㈲勝山タクシー/愛媛、八千代タクシー㈱/愛知、
東京滋賀中央タクシー㈱/滋賀、武田名鉄交通㈱/山梨、ひかりタクシー㈱/福岡

13 小島タクシー㈱/茨城、相生神姫タクシー㈱/兵庫、三光タクシー㈱/長崎、㈱寿ハイヤー/北海道、
㈴あづまタクシー/沖縄、八光タクシー㈱/京都、湊タクシー㈱/和歌山、名神タクシー㈱/兵庫、㈱長住タクシー/福岡

14 大宝産業㈱/愛知、南大阪交通㈱/大阪、毎日交通㈱ ・ こくらタクシー㈱ ・ つばめタクシー㈲/福岡、㈲つるみタクシー/広島

15 ㈱西ビルタクシー/福岡、美咲観光ハイヤー㈱/北海道、㈲富士タクシー/愛媛、
ロイヤルタクシー㈱ ・ ダイワ交通㈱/大阪、㈱ユアーズ/東京

16 すみれタクシー㈱ ・ ㈱第一/愛媛、相互タクシー㈱/長野、三和交通㈱/新潟、南仙台交通㈱/宮城

17 篠原タクシー㈲/静岡、ユナイテッドキャブ㈱/東京

19 ㈲広島合同タクシー ・ ㈲はとタクシー/広島

多角化経営で
“地域密着の
総合生活産業”へ

2000年以降の主な買収企業 （事業譲り受けを除く、企業名は当時の商号）

出典 ： 第一交通産業ニュースリリース（2000～19年）よりタナベ経営が作成
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対象だった。　

「関東にある旧知の電鉄会社が、

観光地を対象としたタクシーの赤字

路線を廃業すると聞き、廃業するぐ

らいなら車両と運転手を当社にくだ

さいと申し出たのです。でも、『さす

がに一般のタクシー会社には売れな

いよ』との返事でした」（田中氏）

しかし、上場をきっかけにその

電鉄会社から認められ、数社を譲

り受けた。この実績が評価され、

M&Aの件数が増えていった。

「経営に困っているタクシー会社

は、想像以上に多かったですね。

当社は創業当時から培ったノウハウ

を生かし、M&Aによって解決して

いったわけですが、社長同士は合

意しても乗務員は違う。その反発が

課題でした」

田中氏は、そう振り返る。経営権

を取得した大手タクシー会社の労働

組合とも交渉を重ねた。　

「特に大手企業の従業員はステー

タスを感じているので、反発も強い。

車両は買えても、同じ運賃で同じ労

働条件だったら乗務員がついてきま

せん。当社に来れば仕事も給与も

上がる仕組みをつくり、メリットを提

示しなければなりませんでした。昔

は従業員の８割以上の同意がないと

買収できませんでしたから」

当時、M&Aのイメージは良いも

のではなかったため、本社の塀に

嫌がらせのビラを貼られたり、マス

コミにいろいろと書き立てられたりし

たこともあったという。

「タクシー業は、基本的に地元の

乗務員が地元の顧客にサービスす

る仕事。M&Aで別会社になっても、

彼・彼女らは変わらず地元にいる

わけですから、いかに地域と連

携していくかを大切にしています」 

（田中氏）

現在、同社は各県に１人ずつ社

長を配置し、営業所を現地法人化

している。

「地域で祭りがあれば寄付をする

し、運動会が開催されればジュー

スを配ります。人と人の触れ合いの

ような、アナログな部分はとても大

切です」（田中氏）

M&A・事業の譲り受けによる全国展開

▲

 タクシー認可台数

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1960 2000 2018（年）

（台）

■　北海道・徳島県へ進出（2000）
■　大阪府・愛知県・和歌山県・三重県へ進出（2001）

■　福岡証券取引所への上場 （2000）■　福岡証券取引所への上場 （2000）

■　京都府・滋賀県・福井県へ進出（2010）

■　新潟県へ進出（2016）

■　沖縄県へ進出（2006）
■　千葉県へ進出（2007）

■　鹿児島県へ進出 （1968）
■　大分県へ進出 （1975）

■　山口県へ進出 （1981）
■　兵庫県へ進出 （1986）

■　埼玉県へ進出 （1991）
■　東京都へ進出 （1992）

■　宮城県へ進出 （1995）
■　広島県へ進出 （1997）

※ 数字は期末台数
※ 大手私鉄タクシー部門からのM&Aも含む

8404台

3646台

5台

8299台 別途、復活可能な

預かり減車214台

（2018年6月末現在）

出典 ： 第一交通産業・個人投資家向けIRプレゼンテーション資料（2018年8月6日）よりタナベ経営が作成
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特集 1 成長M&A

タクシーの営業エリアは全国に約

600あるが、第一交通産業の営業

エリアは約 200。残り約 400 の地

域を補う手段が、同社と提携会社

のタクシーチケットを相互利用でき

る「N
ナンバーワン

o.1タクシーチケットネットワー

ク」である。現在約 450 社、３万

7000 台（2019 年 10 月末時点）

が提携しており、同社はこの仕組み

によって実質的に47 都道府県を営

業エリアとしている。

交通過疎地の足となる乗合タク

シーの展開にも積極的だ。国土交

通省交通政策審議会の地域交通

委員を務めていた田中氏は、全国

の同業者に協力を依頼し、交通過

疎地とされる約 6000カ所のうち約

4500カ所を乗合タクシーの運行地

域とした。同社は49市町村 154 路

線で運行中である（2019 年 10 月

末時点）。また、個人のタクシー会

社に国家資格を持った運行管理者

を派遣したり、与信審査が通らない

会社に代わってリース会社と契約し

転リースしたりといった、細やかな

サポートも行っている。

さらに、JR九州などと提携し、い

ち早くICカード払いサービスを導

入。配車アプリ「モタク」への加盟

を呼び掛け、米国のU
ウーバー

ber、中国の

D
ディディ

iDiと提携するなど、デジタル化に

意欲的なことも同社の特長だ。

「基本は現場主義。お客さまに対

してメニューを増やすことが目的で

す。M&Aは派手に見られがちです

が、現場の意見を吸い上げて一つ

一つ積み上げていくことが大切です」

（田中氏）

同社の乗務員は、顧客の手荷物

を持つことはもちろん、病院に付き

添って診察の順番を取ったり、墓参

りへ同行したりすることもある。顧

客に寄り添ったサービスだと、特に

高齢者から好評だ。これらは全て、

乗務員たちが自ら考え出したサービ

スである。

「乗務員に対して、こうしたサービ

基本は現場主義
小さな積み重ねが
大きな成功に

M&Aは
企業を成長させるための
時間を買うことでも
あります
第一交通産業 グループ本社
代表取締役社長 田中 亮一郎氏

14FCC REVIEW2020January
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スを強制はしません。でも、頑張っ

たら必ず給与に反映させると明言し

ています」（田中氏）

実際、同社は資格取得のバック

アップにも注力しており、全国約

2500 名の介護タクシー乗務員のう

ち、約 800 名が「ホームヘルパー（訪

問介護員）２級／介護職員初任者

研修」の資格を有している。

また、A
アルソック

LSOK（綜合警備保障）

のホームセキュリティーシステムにタ

クシー呼び出しボタンを付けたり、

ガス会社による暮らしの総合サービ

スに妊娠・子育て中の母親を支援

する「ママサポートタクシー」を提

供したりなど、他社との提携も多い。

介護タクシー事業では日本盲導犬

を注いだ。「一時期、『リフォーム社

長』って呼ばれていましたよ（笑）」

と田中氏は当時を振り返る。

第一交通産業は4カ月に1 度、

全国から約 20 名の人材を本社に

集め、45日間に及ぶ研修を実施。

その修了者を、主任として現場に戻

している。

「時間をかけて人材を育てていく

のが当社のやり方です。買収先の

優れた人材は、グループ本社に吸

収することもありますね。M&Aは

協会とも連携している。

「地方の企業は、“専業”で経営

をするのは困難です。協業・兼業

で新規ビジネスを生み出せば強くな

り、事業を継続していくこともでき

るのです。買収後の会社を地域に

根付かせることができるかどうかが、

M&Aの成否を決めます」

そう話す田中氏は、自ら現場に出

向くことも多い。女性ドライバーが

増えた2000 年ごろには、全国の営

業所を回り、女性用のトイレや更衣

室を作るなど快適に過ごせるよう職

場環境を徹底的に整備した。さら

に、企業内託児所を現在全国 7カ

所に設置し、短時間勤務制度を構

築。働きやすい仕組みづくりにも力

“総合生活産業”として
地域に根差し、
継続発展を目指す

■  ママサポートタクシー
　妊娠・子育て中の母親を支援

提携会社

タクシー台数
約450社

３万7000台

■  多言語通訳サービス
　電話による同時通訳の無料サービス

▲ No.1タクシーチケットネットワーク
　    提携会社と第一交通産業グループの間で、タクシーチケットの相互利用が可能

■  ユニバーサルデザインタクシー
　  高齢者・車いす・外国人観光客などが乗降しやすいワゴンタイプ車両

 
▲ 

配車アプリ「モタク」
　　 スマートフォンでタクシーが呼べる
　　 仕組みをいち早く導入

■  地域の見守りボランティア
　  認知症高齢者徘

はいかい

徊の発見・保護協力。ALSOKと包括提携

■  子どもサポートタクシー
　子どもの送迎（塾、保育園、学校など）

■  乗合タクシー
　交通空白地域・不便地域での外出支援

業務提携を全国へ拡大

15 FCC REVIEW 2020January

■   FCC REVIEW 2020年1月号掲載

15



特集 1 成長M&A

企業を成長させるための時間を買う

ことでもあります」

そう話す田中氏は、中堅・中小

企業がM&Aに取り組む際のポイン

トについて、次のように続けた。

「地方の企業が地域に根差し、

継続的に成長していくためには、事

業の多角化を図らなければなりませ

ん。仕事をより好みせず、できる範

囲のことを、時期に合わせて行うこ

と。やりたいこととできることは異な

りますが、やりたいことは“目指す

こと”にすればいいと思います。お

金を出して規模を拡大するだけで

は、誰もついてきませんからね」

そんな同社が大切にしていること

は、“姿勢で見せること”。管理職

者は朝早く営業所へ出向き、乗務

員の点呼を行い、話をして交流を

図る。

「タクシーサービスをより身近に、

快適にするため、システム構築など

のデジタル部分と、地域の利用者

に寄り添っていくアナログの部分の

どちらも大切にしたいと考えていま

す。この両輪こそ、M&Aを行い、

企業を存続させ、社会に貢献して

いくために欠かせないものです」（田

中氏）

同社が見据えているのは、地方

都市のコンパクトシティー※化だ。移

動手段であるタクシー事業はどうあ

るべきか、他の事業とどう連携して

いくべきかを常に課題としている。

第一交通産業 ㈱
所在地 ： 福岡県北九州市小倉北区馬借2-6-8
設立 ： 1960年
代表者 ： 代表取締役社長 田中 亮一郎
売上高 ： 1061億7000万円
（連結、2019年3月期）
従業員数 ： 約1万5000名
（グループ計、2019年3月末現在）

※ 都市の中心部に住宅や公共施設、商業施
設などを集約し、徒歩や自転車で移動しやすい
規模に市街地を収める都市づくり

不動産事業による街づくりをはじ

め、中国や韓国、ミャンマー、イン

ドなど海外進出にも意欲的な第一

交通産業。創業 60周年となる今年

（2020 年）も、“地域密着の総合

生活産業”として、国内外の多くの

地域で人 の々暮らしを支え続ける。

企業内託児所を設けるなど、女性社員の働きやすい環境づくりを推進。各地で女性ドライバーが活躍している
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釣りをはじめとするアウトドアスポーツや

レジャーの総合メーカーとして、国内外で事業を展開するハヤブサ。

もともとはライバル関係にあった「レイン」を100％出資の子会社とすることで、

ビジネスの可能性を広げようとしている。

第一印象を大切に、真
しん

摯
し

な姿勢で

M&Aを成功へ

ハヤブサ

2019年に創業60周年を迎えたハヤブサは、アウトドア・レジャー分野の“大海原”で持続的成長という釣果を狙う
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所 在 地：栃木県佐野市田沼町817-5
創 業 ：1993年
代 表 者：代表取締役 平井 久
資 本 金：2000万円

兵庫県南西部に広がる播州（播

磨）地方。この一帯は幕末の頃か

ら地場産業として釣り針作りが盛ん

だった。「播州針」として知られる

釣り針は全国で約 9 割のシェアを

誇り、2010 年には地域団体商標に

登録されている。

ハヤブサは、1959 年に播州地

方の三木市で、創業者の田尻隼人

氏が小売り向けの釣り針の製造を

始めたことが原点だ。釣り針業界の

中では後発であったものの、田尻氏

自身が釣りを趣味としていたことか

ら、「便利で簡単に多くの人に釣り

を楽しんでもらいたい」という思い

を込め、商品開発に力を注いだ。

そこから生まれたのが、釣りに用

いる仕掛けの一種であるサビキのベ

ストセラー商品「小アジ専科」シリー

ズである。発売後、半世紀にわた

るロングセラー商品で、サビキ釣り

続き、フィッシング事業でもM&A

仲介事業者を通じて候補を紹介さ

れた。

由美氏はペット事業でのM&Aを

希望した。それに対し、息子の歯朶

哲也氏（常務取締役）は、フィッシ

ング事業でのM&A候補の方が事

業展開に有利だと考えたそうだ。

「ペット事業という新規分野で

M&Aを目指し、事業を一気に成長

軌道に乗せる戦略は確かにメリット

があると思いました。しかし、フィッ

シング事業でのシナジー（相乗効

果）を冷静に判断した結果、後者

との交渉を優先して進めるべきだと

考えたのです」（哲也氏）

当初は難色を示していた由美氏

を説得。フィッシング事業における

M&Aを進め、哲也氏が交渉実務

を全て担当した。結果的に、この

の魅力を全国に広く伝える先駆けと

なった。

準備に手間がかからない仕掛け

を次 と々開発することで、ハヤブサ

は着実に成長していった。1994 年

にはルアー（疑似餌）フィッシング

のブランドを立ち上げたことが、さ

らなる成長の原動力となっている。

加えて、1974年には海外生産（韓

国）を開始。早くから海外市場の

開拓も行ってきた。近年はフィッシ

ング事業に加えて、スポーツアパレ

ル事業およびペット事業も展開して

いる。

商品開発力を強みとするハヤブ

サは、3代目社長の歯
し だ

朶由美氏の

下で事業拡大に向けた中期経営計

画を策定。その一環として、およそ

2年前からタナベ経営のセミナーな

どを通じてM&Aに関心を持ち、そ

の実現を模索してきた。金融機関

やM&A仲介事業者などに譲渡先

の紹介を依頼すると、ペット事業関

連の候補企業が挙がってきたのに

特集 1 成長M&A

▲

 （株）レイン

商品開発力に優れたブランド力が魅力

サビキ釣り仕掛けの
商品化に初めて成功

事業の補完、シナジーを
重視して候補を探索

■  沿革/History

1 9 9 3年 個人事業で米Z
ズーム

OOM B
ベイト

AIT社製ワームの輸入販売を開始
1996年 有限会社レインプランニング（本店・東京都中央区）設立
1998年 現社名に変更、釣り具卸販売へ本格参入
1999年 国際フィッシングショー出展、関西営業所開設
2000年 オリジナルワーム「クラッカージャック」発売
2002年 資本金2000万円に増資、「レインズ」ワーム製造・発売開始
2010年 欧州釣具貿易展示会（EFTTEX／エフテックス）、

米国・世界フィッシングショー（ICAST／アイキャスト）出展
20 1 2年 フランス国内釣具展示会出展
20 19年 ハヤブサと資本・業務提携
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時点で意思統一して交渉窓口を一

本に絞ったのが、後々の折衝で有

利に働くこととなった。

哲也氏が有望視したフィッシング

事業でのM&A候補は、栃木県佐

野市に本社を置く「株式会社レイン」

（以降、レイン）であった。従業員

数は10 名と組織の規模は小さいも

のの、ルアーの一種であるワーム（ミ

ミズや小魚などを模した疑似餌）を

中心に商品開発力に優れ、釣り愛

好家の中では有力ブランドの一つと

して知られた存在である。

「例えば、レインはアジ釣り用の

ワームやブラックバス釣り用のシン

カー（仕掛けに用いる重り）などで

根強い人気の商品を持っていまし

た。こういった分野は、当社の事業

を補完するのに加えてシナジー（相

乗効果）を発揮できると、候補先

の情報が来た当初から考えていまし

た。また、当社の海外ネットワーク

を活用することで、生産力の増強

や販路の拡大を早急に見込める点

も大いにメリットがあると感じました」

（哲也氏）

一方、レインは商品開発力に優

れているものの、事業の海外展開

は限定的であった。加えて、後継

者問題を抱えていたことから、会社

の未来を考えたときにM&Aへの取

り組みが重要と捉えていた。

もっとも、レインの社長は自社の

ブランドに対する思い入れが強く、

「真に信頼できる相手先でなけれ

ば資本提携は行わない」という姿

勢を貫いていた。ハヤブサから声

が掛かる前、複数の同業他社に打

診を行っていたものの、いずれも交

渉が途中で頓挫した経緯もあった。

して財務面や事業面の調査を行っ

た。12月に入り、届いた中間報告

書を読んで問題がないと判断した

哲也氏は、年内に資本提携の契約

を結ぶ決断を下した。

交渉の過程で問題となった項目

は少なかった。ただ、特に時間を

かけて慎重に行ったのが、レイン

の社長の処遇であった。「交渉を

重ねた結果、退職金をお支払いし

た上で代表取締役社長を退任後、

引き続き顧問としてレインで活躍し

ていただく形で決着しました。また、

『株式会社レイン』は存続させ、

認知度の高いブランドもそのまま残

しています。もちろん、従業員の

方々は雇用を継続することとしまし

た」（哲也氏）

また、契約に先立ち哲也氏は帳

簿上で資産価値を精査するととも

に、倉庫などの現場に赴き設備や

在庫などを確認。帳簿と実際の食

い違いがないか綿密に確認した。

この点でも事前に伝えられた情報

通りで想定外の事項はなかった。

それが契約に踏み切った理由の一

つとなった。

資本提携の契約が完了すると、

哲也氏はまず両社の従業員にその

旨を伝えた。互いにライバル関係で

あった企業同士の縁組みは、驚きと

好感を持って迎えられた。さらに年

明けには業界新聞で資本提携を発

表し、すぐさま展示会での共同出展

となった。

ハヤブサは3 名の従業員をレイ

両社の強みを生かした
商品の共同開発を目指す

何事も率直に話し合う
姿勢で、商談を円滑に

こうした事情をM&A仲介事業者

から事前に聞いた哲也氏は、「交

渉は容易ではない」と危惧した。そ

こで心に決めたのが「何事も誠実

に率直に話し合う」という姿勢だっ

た。M&Aの交渉では、とかく腹の

探り合いばかりで、手の内をなかな

か見せないといった場面が少なくな

い。まして、自社にとって都合の悪

い情報はなるべく開示したくないと

いう心理が働くため、せっかくまと

まりかけた交渉が少しの行き違いで

破談になりかねない。

その点、ハヤブサとレインは「何

事も率直に話し合う」という姿勢が

うまくかみ合った。哲也氏が、「ど

うなるか心配はしたものの、第 1回

の協議の時点から好感触だった」

と語るように、双方とも相性の良さ

を実感したという。

2018 年 7 月に行われた初回協

議が円滑に終わったことから、8月

には情報開示へと進んだ。それと

併せて、哲也氏は社内で商品開

発や営業の部門長と対話を行い、

M&Aの有望性について忌
き

憚
たん

のな

い考えを聞いている。

「両部門長から『レインに対して

マイナスイメージは湧かない。むし

ろシナジーなどプラス面をイメージ

できる』と前向きな意見をもらい、

交渉をさらに進めていこうと意を強

くしました」（哲也氏）

9月には両社のトップ会談が実

現。互いの懸念事項を確認した。

ここでも話し合いが順調だったこと

から、11月にはタナベ経営に依頼
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企業同士の合併・買収も
初めの印象が肝心です
ハヤブサ 常務取締役 歯朶 哲也氏

特集 1 成長M&A

ンの社長および取締役として派遣し

た。人材育成を次代の成長の重要

な基盤に掲げるハヤブサとしては、

「経営人材の育成という観点から、

従業員にとって貴重な経験になるは

ず」と哲也氏は期待する。

さらに、レインのガバナンス向上

にも取り組んでいる。就業規則や

給与体系を見直し、「従業員が従

来以上に安定した気持ちで仕事に

取り組んでもらえる会社づくり」を

目指しているそうだ。

また、事業体制の強化にも着手。

資金の提供を通じて商品開発力の

向上を図るとともに、協力工場のネッ

トワークを活用して増産体制の強化

を進めている。

今後、哲也氏は日本国内におけ

るレイン商品のシェア拡大を進める

一方、海外での販売拡大も考えて

いる。

「レインのワームはフランスなどで

人気が高いことから、欧州やロシア

での売り上げアップが見込めます。

加えて、大市場である米国での浸

透を積極的に図っていく考えです。

商品開発の点では、例えばワーム

に関して両社それぞれで強い分野

があり、補完し合う関係であること

から、ブランド価値の向上につなが

ると考えます。いずれは両社の強

みを生かして商品の共同開発を検

討していきます」（哲也氏）

M&Aの成功要因について聞い

たところ、哲也氏は「第一印象が

大切」と述べた。

人と人の出会いと同様、企業同

士の合併・買収も初めの印象が肝

心と言える。そのためには、互いに

率直に話す、情報を開示するなど

の姿勢が欠かせない。

そして、経営トップが率直に話せ

るだけの事業内容の充実性、ガバ

ナンスの整備があってこそ、相手に

対してより良い第一印象をもたらす

ことができる。M&Aという場面に

おいても、日頃の経営努力の積み

重ねがその成否を左右するのは言

うまでもない。

㈱ハヤブサ
所在地 ： 兵庫県三木市吉川町大畑341-23
創業 ： 1959年
代表者 ： 代表取締役社長 歯朶 由美
売上高 ： 29億2000万円（2018年12月期）
従業員数 ： 153名（2019年11月現在）
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企業が持続的成長を図る手段として有用なM&Aだが、

半ば強引に書類上の契約を進め、合併後に調和が図れないケースも少なくない。

タナベ経営のサポートにより、円満な譲り受けに成功した企業に話を聞いた。

リスクを徹底的に排除し

円満な買収に成功

タカハシアートプ ランニング

タカハシアートプランニングが店舗のデザイン・設計・施工を手掛けた「キャッツアイ篠路店」
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北海道でカラオケ店や飲食店、

ゲームセンターなど、エンターテイ

ンメント系施設を幅広く展開するタ

カハシグループ。その 1社であるタ

カハシアートプランニング（以降、

TAP）は、店舗のデザイン・設計・

施工や住宅リフォームなどを手掛け

る会社だ。グループがカラオケ事

業などで培った店舗デザイン経験を

生かす形で、2010 年に設立。現

在はグループ外の事業者の店舗設

計・施工も行い、業績が着実に伸

びている。

同社の強みは何といってもエン

月、タナベ経営がM&A 案件を紹

介した。もともとはグループの別会

社である北東商事が提案を受けた

案件だったが、その社長が内容を

見て、TAPの方がマッチすると判

断したためだ。

タナベ経営が提示した案件は、

社員数約 10 名の東京の店舗内装

設計施工会社だった。業務内容は

TAPとほぼ同じで、店舗開発を行

う親会社の設計・施工を主な事業

とする立ち位置も共通していた。

「東京のエンターテインメントや外

食の市場は非常に活発です。次か

ら次へとテナントの入居者が入れ

替わり、そのたびに私たちのような

内装会社に声が掛かる。競争は激

ターテインメント施設に精通してい

ること。「グループ全体としてエン

ターテインメント施設運営の経験

が長いだけに、押さえておくべきツ

ボが分かる。グループの企業幹部

とは常に情報を交換しており、最

新事情についてもキャッチアップで

きています」と代表取締役社長の

髙橋和也氏は自信をのぞかせる。

実際、同社の店舗作りにおける

設計・監理のノウハウは貴重で、

首都圏からも声が掛かるという。４、

５年前からは東京の施工会社とタッ

グを組み、都内の大手エンターテ

インメント事業者の新装工事にも携

わっている。

そんな髙橋氏のもとへ 2018 年６

特集 1 成長M&A

東京進出を加速させる
ためにM&Aを検討

■道東観光開発（株）
観光船事業、道の駅事業、外食系事業

■  タカハシエンターテイメント（株）
エンターテインメント系施設の運営

■ 網走バス（株）
バスなどの一般乗合旅客自動車運送事業

■  （株）きたみ観光バス
バスなどの一般乗合旅客自動車運送事業

■  （株）タカハシ
グループ全体の経営管理

■ 網走ハイヤー（株）
ハイヤーやタクシーなど
一般乗用旅客自動車運送事業

■  （一社）日本地域福祉協会
介護付き有料老人ホームの運営など

■  タカハシフードサービス（株）
飲食店の運営

■  タカハシアートプランニング（株）
店舗などのデザイン・設計・施工や住宅リフォームなど

タカハシグループ

道東観光開発の「知床観光船おーろら」

■  タカハシライフサポート（株）
サービス付き高齢者向け住宅「花・水・木」の運営など

■ 北東商事（株）
ゲームセンターなど、
アミューズメント施設を手掛ける

■  （株）フィールド
カラオケボックス「MASH」の運営

女満別空港線を走るバス（網走バス）

■ 網走ビール（株）
ビール、発泡酒の製造・販売

TAPが店舗を施工したカラオケ
「キャッツアイ清田店」

網走ビールの「流氷ドラフト」。
天然色素クチナシによる
鮮やかなブルーが特徴的
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しいですが、それを差し引いても魅

力的な市場です」と髙橋氏は言う。

事業の拡大を目指す上で、東京進

出は常に心の片隅に置いており、

過去には東京で人を採用して支社

を設立しようと動いたこともあったと

いう。それだけに、M&Aの話には

心が躍ったそうだ。早速、株式を

100％保有する親会社社長と会い、

話を進めていくことになった。

もっとも、髙橋氏にとってM&A

は初めての経験だ。不安はあった。

「私は、根は向こう見ずな性格

です。でも、それだけにビジネス

ではより慎重になろうと心掛けてき

ました。M&Aには当然、リスクが

あります。不安を一つずつクリア

にしながら、話を進めていきました」

（髙橋氏）

2社を1社にするとなれば、妥協

しなければならないことも多い。だ

が、髙橋氏にはどうしても譲れない

課題が二つあった。　

一つ目は、統括者の不在だ。譲

渡対象会社の社長は合併を機に退

任する意思を表明していた。経営

母体が交代することを踏まえれば、

もっともな判断ではあったが、TAP

側も人材に余裕がなく、新たに加

わった社員をまとめていくには有能

なマネジャーが必要だった。

「先方の社長には、何とか残って

指揮を執ってもらいたかった。難し

いお願いだとは思いましたが、これ

も譲れないところでした」（髙橋氏）

二つ目は社風だ。一つの会社と

なったときに調和してやっていける

か。これは、社風が似通っている

かどうかが鍵を握る。財務や人事

は数字などで可視化されており、

客観的に判断することができたが、

社風はそうもいかない。実際に訪問

して雰囲気は良さそうに見えたが、

本当のところはどうなのか。

この課題を解決するために、髙橋

氏は一計を案じた。

「試験的に東京の仕事を発注し

てみたのです。その仕事ぶりを見

れば、すぐに分かると思いました」

（髙橋氏）

M&A成功の鍵は
強い意志と明確な
ビジョンを持ち、
社風を見極めること
タカハシアートプランニング 代表取締役社長
髙橋 和也氏

どうしても譲れなかった
二つの課題
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特集 1 成長M&A

買収を考える会社へ仕事を発注

するのは、そうあることではない。

だが、タナベ経営のM&A 担当者

はその意向を踏まえて関係者の説

得に当たった。そして、２件の工事

を発注した。

その仕事ぶりは、十分に満足の

いくものだったという。

「先方の会社は“工事を大切に

する”という理念を掲げていました

が、それがお題目だけではないか

不安でした。しかし、実際の仕事

ぶりを見ると非常に丁寧で、理念

がしっかり浸透していると分かりま

した。たとえ合併が成就しなかった

としても、ぜひアライアンスを組ん

で仕事をしたいと社長にお伝えした

ら、先方も『ぜひ』と言ってくださ

いました」と髙橋氏は振り返る。

こうして一つずつリスクをつぶし、

2019 年２月に契約を締結。その会

社はTAPの傘下に入ることとなっ

た。買収した会社は、その年の 8

月に解散、事務所を引っ越し、9月

より晴れてTAPの東京支社となっ

た。前社長は現在も、東京支社長

として陣頭指揮を執っている。

「リスクを一つずつ洗い出し、そ

の解決策と妥協できるポイントを

探っていき、決断することの連続

です。M&Aを進めていた期間は、

神経をすり減らしました」　と、髙

橋氏は初めてのM&Aを振り返る。

ここで妥結できなければ、この話は

ご破算だと思ったことも一度や二度

ではなかったという。だが、「その

問題点があるからこそ、諦めず解

決に向けた話し合いを重ねることが

でき、事業を進化させられるのだ」

と気持ちを奮い起こした。

「幸い、グループ会社にはM&A

を経験した社長が何人かいました

ので、相談に乗ってもらうことがで

きました。それに加えて、タナベ経

営のアドバイスも的確でした。先方

の会社の帳簿を見て、私たちが気

付かないポイントを一つ一つ包み隠

さず話してくれた。ありがたかった

ですし、ずいぶんと勇気づけられま

した」（髙橋氏）

合併は髙橋氏自身にとって、よい

勉強になったそうだ。

「当社に足りないものや、特徴が

よく分かりました。札幌はそれほど

案件が多くないこともあって、1人

で全てやれる。その一方、東京は

分業制で、1案件に対して複数名

で取り組む。このような方法もある

のだなと思いました。ただ、それぞ

れの特徴を踏まえた上で今後目指

すのは、札幌も東京も1人で完結

して案件を遂行できるようになるこ

と。案件の規模によって、複数名

が関わることもありますが、基礎と

なる一人一人の力を高めていきた

いです」（髙橋氏）

M&Aを成功させるために不可欠

なことは、との問いに対して、髙橋

氏は今回の経験も踏まえて「社風

を見極めること」にあったと答える。

「もちろん大前提として、必ず成

功させるという買い手トップの強い

意志と明確なビジョンは絶対必要で

す。その上で、社風を見極める力

が問われると思います。結局、組

織は人です。その人がどのようなマ

インドを持っているかがすなわち社

風ですし、そこには、その企業の

理念や歴史、どのような育成を行っ

てきたかが全て表れます。私たち

は、仕事を発注させてもらうことで

社風を確かめました。買収対象の

会社が店舗を持っているのであれ

ば、一度はその会社の社員が働い

ている所にお邪魔して、現場を見

ることがやはり大事なのではないで

しょうか」（髙橋氏）

目下の課題は、人材の交流をど

う進めていくか。電話のやりとりな

どで裏方の仕事を依頼したり、逆

にされたりということはすでに始まっ

ているものの、社員から「どこまで

お願いしてよいのか分からない」と

いった声が上がっており、互いにま

だ距離がある。まったく違う企業文

化で長く過ごしてきた者同士、すぐ

にチームを組んで仕事をするのは

簡単ではない。交流会などの企画

を考えても、両社の間には1000㎞

の距離があるだけに、一度に会う

機会を設けることも難しい。

ただ、M&Aの失敗事例を見ると、

互いの社員が顔も合わせたくないと

こぼすケースも少なくない。その点、

互いの距離感をつかみきれずに戸

惑いの声が上がることは、逆に良

い兆候だと見てとれよう。髙橋氏の

人柄と、一つずつ課題をクリアにし

ていく慎重さがあったからこそ、互

いを知りたいという空気が生まれて

いるのだろう。

タカハシアートプランニング㈱
所在地 ： 北海道札幌市西区琴似1条3-3-14 3F
設立 ： 2010年
代表者 ： 代表取締役会長 髙橋 康弘
代表取締役社長 髙橋 和也
売上高 ： 15億円
（2019年8月期：旧合併対象会社分を合算）
従業員数 ： 20名（2019年10月現在）
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