経営をつなぐ
M&A
—————
事例集

アデランス
グローバル展開と
トータルヘアソリューションを
M&Aで実現
創業時の志を実現するには、自社単独の事業展開では難しい。
そう思い知らされた挫折を乗り超えて、たどり着いた選択。それは、
思いを共有できるパートナー企業を友好的に買収し、 高い専門性
を発揮しながら、共に 「世界のブランド」を創造する未来だった。
35

TCG REVIEW December 2021

特集 経営をつなぐM&A

【図表】国内外のグループ会社数

欧州 : 9社
日本：5社

米国 : 40社

アデランスメディカルリサーチ
パルメッセ
ハイネット
ライツフォル
アデランスバイオ

アデランス・アメリカ・ホールディングス
アデランス・ヘア・グッズ
ボズレー
ヘアクラブ
アメコア・インダストリー
エステティカ・デザイン
…

…

アデランス・フランス
アデランス・ドイツ
アデランス・ベネルクス
アデランス・ヨーロッパ
アデランス・ユーケー
アデランス・スウェーデン
アデランス・
トータルヘアソリューション・イベリア

アジア : 12社
アデランス・
トータルヘアビューティソリューション
（タイ）
アデランス・タイ
（ブリラム工場）
ワールド・クオリティ
（サラブリ工場）
アデランス・フィリピン
（クラーク工場）
ラオ・クオリティ
（ビエンチャン工場）
…

アデランス上海
アデランス上海貿易
アデランス台湾
アデランス香港
アデランス韓国
アデランス・シンガポール

出所：アデランス提供資料よりタナベ経営作成
（2021年10月現在）
※ 主なグループ会社を記載

現地企業のM&Aが
世界市場進出の推進力

にしてよかったね。
」で認知度を高め、

社単独で行うのは難しい。それなら、

男性ウィッグの代名詞となる「アデラ

M&A で現地の優秀企業と協力しよう

ンス」ブランドを確立。念願の海外

と考えました」

1968 年の創業以来、トータルヘア

進出は 1979 年、米国で第一歩を踏

そう語るのは 2017 年 3 月、根 本

ソリューション（総合毛髪関連）事業

み出した。現地法人を設立してゼロか

氏から経営のバトンを承継した代表取

のリーディングカンパニーとして、多く

らスタートを切ったが、すでにウィッグ

締役社長の津村佳宏氏だ。特に大き

の人々の毛髪関連の悩みを解決して

文化が根付いた米国市場には競合他

く成長している米国市場は、創業時の

きたアデランス。始まりは、東京都新

社がひしめき、独自販路の構築に苦

もう 1 つの志である「トータルヘアソ

宿区にある小さな雑居ビルだった。3

心。店舗スタッフとの意思疎通の難し

リューション」を実現する舞台にもなっ

階の一角で創業した当時から、創業者

さにも直面し、撤退を余儀なくされた。

ていった。その基盤を築いた転機が、

（現代表取締役会長）の根本信男氏

だが、
現地のウィッグ販売大手企業・

2001 年の毛髪移植事業で北米トップ

は胸に抱き続ける思いがあったという。

インターナショナル・ヘアグッズ（現

シェアを誇るボズレーと、2013 年の

「アデランスを、世界のブランドに」

ヘアクラブの一事業部門）を買収し、

毛髪関連サービス事業大手・ヘアク

半世紀あまりの歳月を経て、その

1987 年に海外進出を再始動。以降

ラブの M&A だった。
「
『トータルヘアソリューションの実

志は現実になった。同社の海外売上

も現地企業を M&A し、
米国から欧州、

高比率は 52％を超え、世界 20 の国

アジアへと市場を開拓し続けてきた。

と地 域 に 67 社 を展 開（2021 年 10

「薄毛だけでなく、傷跡や円形脱毛

掲げ続けたテーマです。発毛、育毛

月現在）
。その推進力となっているの

症、乳がんなどの病気による脱毛、ま

を目的とした『スカルプシャンプー』

が、独自の M&A 戦略だ。

た生活シーンでも医療用でも、性別

も当社が業界でいち早く開発した商

男性の薄毛対策という、創業当時

も世代も超えて、毛髪関連に悩む世

品です。ウィッグだけでなく、毛髪の

の国内では未踏の事業領域でオー

界中の方々を笑顔にしたいという思い

全てに関わる困り事を解決していく。

ダーメイド・ウィッグを手掛けた同社

がありました。創業当初から世界進

その姿をいま、米国でも実現していま

は、テレビ CM「 パパ、アデランス

出を目指してきましたが、日本から自

す」
（津村氏）

現』は、創業 50 周年の 2018 年まで
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アデランス

敵対せず哲学を共有する
「友好的」M&A
M&A において、買収先のデューデ
リジェンス（企業の実態調査）は欠

する理想的なパートナーだが、同社

こだわりがある。外部からプロ経営

が M&A を企業成長につなげられた

者を雇うのではなく、子会社内で内

のは、大手企業を買収したからだけ

部昇格したリーダーを経営者に抜てき

ではない。
「友好的な M&A」を重視

するという。マネジメントのかじ取り

したことである。

も、自由度高く現地社員に任せること

かせない。過去の経営状況や顧客・

「企業価値とともに、事業ビジョン

商品在庫、法務的なリスク、どのよう

や方向性を共有できるかを見定める

「海外で M&A を行う場合、外部か

な人材が企業成長を可能にするポテ

のが当社の M&A スタイルです。オー

らプロ経営者を採用するケースが多

ンシャルを秘めているかなど、アデラ

ナーの人間性を重視するため、極力

いですが、コストが高く、企業文化を

ンスは多様な視点で企業価値を見極

社長の私が直接会って意見交換を行

崩す可能性があります。また、毛髪

め、グループ企業を増やしてきた。

う機会を作っています。

関連業界は特殊な産業なので、ほか

世界的な毛髪移植のパイオニアで

M&A は、いわゆる企業同士の結

を基本姿勢としている。

の事業領域の成功体験が通用しませ

ある L・リー・ボズレー氏が創業した

婚ですから、お金のことだけでなく経

ん。技術とノウハウ、商流を知り尽く

ボズレーは、画期的な株分け植毛技

営理念や哲学の共有が必要です。無

した専門性の高い現地のリーダーに

術を開発。
「ボズレー式」という名で

理やりこちらの思いを押しつけてもう

任せる方がうまくいきます。日本から

植毛技術のスタンダードとなっている。

まくいきません。
『敵対的 M&A』は

人材を送り込んだり、あれこれ意見

また、ヘアクラブは育毛・連続装着

一例もなく、銀行や証券会社、M&A

を言ったりせず、社外取締役としてア

のオーダーメイド・ウィッグやカウン

専門企業にお願いすることもありませ

ドバイザーに徹することが重要です」

セリング、ヘアケア商品開発などの毛

ん」
（津村氏）

（津村氏）

髪・美容サービスを提供。いずれも

PMI（Post Merger lntegration：

北米で高い技術・ブランド力を発揮

経営統合プロセス）にも同社独自の

従業員とのコミュニケーションも大
切にしており、世界中の 7000 名近い
グループ社員にオンラインで語りかけ
る。
「アデランスに国境なし」
と明言し、
人種や年齢、性別、LGBT、障がい
の有無を問わず多様性を重んじるこ
と。社員とその家族を何よりも大切に
すること。同社は、こうしたサーバン
ト・リーダーシップ ※を「ECSR」と呼

ユーザーへのサービス提
供だけでなく、ミュージカ
ルやドラマ、 映 画 の 衣
装で用いるウィッグの製
作協力も行っている
撮影：重松美佐

び、ES（Employee Satisfaction：
従 業 員 満 足 ） が CS（Customer
Satisfaction：顧客満足）を可能にし、
CSR（企業の社会的責任）へとつな
げるという「三方よし経営」を目指し
ている。
「ECSR を推進して、目指すビジョ
ンが『グッドカンパニーの実現』です。
『企業理念と将来ビジョンを共有し、
最高の技術と知識を身に付けて笑顔
を届ける商品・サービスを開発し、世
界中に提供していこう』というビジョン

米国のボズレーでは毛髪
移植サービスを提供
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です。
クレドカードなどを使って社員への
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海外でM&Aを行う場合、
技術とノウハウ、商流を知り尽くした
専門性の高い現地のリーダーに
任せる方がうまくいきます。
アデランス 代表取締役社長 グループ CEO
津村 佳宏氏

ビジョン浸透も行っていますが、重要

商品の強みをグループで自由に使う

デランスは、
「トータルビューティ＆ウェ

なのはまず『点』の力です。社員が

ことでシナジーが生まれ、ブランドの

ルネス」という新たな経営指針を掲

リーダーシップや行動で理念を全う

優位性やエリア競争力が高まります。

げた。毛髪・美容・へルスケア・医

し、人の結び付きと情報共有で点を

毛髪関連の小規模企業が多い欧州で

療の 4 つの事業セグメントを「次なる

結んで『線』にし、さらにシナジーが

は、将来的な経営の安定性と成長の

100 年」に向けて進めていくという旗

生まれて
『面』
へと広がるイメージです。

可能性を求めて『アデランスグループ

印だ。

当社では、コロナ禍以前から定期的に

に加わりたい』と要請を受けることが

『オンラインシナジー会議』で成功事

増えています」
（津村氏）

「トータルヘアソリューションを強化
しながら、キャッシュカウ（安定した

2018 年には、アフリカ系アメリカ

利益を上げることができる事業やブラ

「世界のアデランス」という視座に

人向けウィッグを手掛けるアメコア・イ

ンド）を生み出し、隣接する事業領

立ち、人・技術・情報というグルー

ンダストリーなどを買収し、多様なニー

域にも展開していきます。毛髪に関す

プ資産を宝の持ち腐れにしないこと

ズへの適応力を強化。さらに、毛髪

る悩みを解決するには、健康で美し

が、M&A の成功要因になっている。

関連業界は、卸売や直営サロンなど

い皮膚と身体、医療技術が重要だか

のオフラインビジネスが中心で e コ

らです。グッドカンパニーの証しとなり、

マースの市場シェアが小さく、自社単

社員のモチベーションも社会的な信頼

独では望む成長力もスピードも得られ

も高まる。それが、アデランスのさら

ないため、2021 年の冬にはオンライ

なる成長につながります」
（津村氏）

例も共有してきました」
（津村氏）

新たなM&Aで
オンラインビジネスに注力

ンでウィッグ販売を手掛ける成長企業
コロナ禍で世界経済の先行きが見

を買収予定だという。

企業のブランド力が M&A を後押し
し、グループシナジーを高めて「世界

「もちろん友好的な M&A です。オ

のアデランス」がさらに輝きを増す。

ンラインでウィッグを販売し、提携サ

そんな好循環が M&A によって生まれ

「国内外で 281 件の特許権を保有

ロンにも通ってもらうなど、オムニチャ

ている。

しており、大学や 技術ベンチャー企

ネル化を進めていくところです。コロ

業とのイノベーションも進んでいます。

ナ禍で消費者の変化も生まれ、オンラ

天然毛髪に近い触感と風合いを持つ

インでも優位性ある会社になっていく

人工毛髪『バイタルヘア』や、国内

には DX（デジタルトランスフォーメー

外で累計出荷台数 21 万台を超えた

ション）がこれからもっと大事になる

通しにくい中でも、津村氏は M&A を
重要な成長戦略として位置付ける。

（2021 年 10 月現在）ヘッドスパ機器
『スパニスト』など、共有する技術・

と考えています」
（津村氏）
2018 年に創業 50 周年を迎えたア

※ 「まず相手に奉仕し、その後相手を導く」という
発想のもと、リーダーシップを発揮するという考え方
㈱ アデランス

所在地：東京都新宿区新宿1-6-3

設立：1969年

代表者：代表取締役会長 ファウンダー 根本 信男、
代表取締役社長 グループCEO 津村 佳宏

売上高：676億2200万円
（連結、
2021年2月期）
従業員数：6952名
（連結、
2021年2月現在）
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富士運輸
ネットワーク構築と
幹線輸送を軸としたM&Aで
差別化を図る
独自の輸送ノウハウと全国にあるネット
ワークを強みとして、 中長距離の幹線
輸送の事業を展開する富士運輸。 運
送事業に対する確固たる信念と圧倒的
な競争力を背景に、M&A を成長戦略
の一環と位置付けている。

39

TCG REVIEW December 2021

特集 経営をつなぐM&A

【図表】富士運輸の全国に張り巡らせた拠点ネットワーク
〈オフィス〉
東京オフィス
大阪オフィス
羽田オフィス
九州オフィス支店
〈東北〉
岩手支店
仙台支店
山形支店
福島支店
いわき支店
〈関東〉
栃木支店
茨城支店
鹿島支店
群馬支店
野田支店
関東コールド支店
成田支店
埼玉支店
所沢支店
羽生支店
埼玉西支店
良品営業所
厚木支店
羽田デル営業所

〈甲信越〉

〈中四国〉
岡山支店
岡山浅口支店
東広島支店
広島支店
米子支店
出雲支店
山口支店
徳島支店
高松支店
松山支店

新潟支店
長岡支店
長野支店
富山支店
石川支店
福井支店
〈中部〉
セントレア支店
名古屋支店
アイカ支店
岐阜支店
三重支店
豊川支店

富士車輌整備部
岩手整備工場
栃木整備工場
羽生整備工場
関東トラック整備株式会社
成田整備工場
長岡整備工場
静岡整備工場
奈良整備工場
高松整備工場
福岡整備工場
〈グループ会社〉

〈九州〉

〈関西〉

〈整備工場〉

北九州支店
福岡支店
大分支店
大牟田支店
熊本支店
大川営業所
長崎支店
鹿児島支店
九州コールド支店

滋賀支店
京都支店
奈良支店
姫路支店
兵庫支店
大阪支店
阪神支店
阪神コールド支店
関西空港支店
関西国際空港配車センター

フジエアカーゴ株式会社
リンクネットワーク株式会社
株式会社県運
静岡運送株式会社
トレーラージャパン株式会社
東和運送株式会社
関汽運輸株式会社
北陸トランスポート株式会社
サンコー運輸株式会社
日向商運株式会社
株式会社ドコマップジャパン
SENOPRO TRUCKS株式会社
総合不動産開発株式会社
保険管理センター株式会社
安全マネジメント株式会社

「健康経営優良法人 2020」に認定されるな
ど、従業員が働きやすい環境づくりに注力し
ている

出所：富士運輸ホームページよりタナベ経営作成
（2021年10月現在） ※ 全拠点のうち一部を抜粋

単独受注を貫き
ニーズへ的確に対応

まざまです。こうした荷物について責

顧客には大手荷主を多数含んでお

任を持って運ぶには、当社が最初か

り、郵便や航空貨物をはじめ、精密

ら最後まで一貫して対応することが必

機械や医薬品、家具、飲料、冷凍食

須と考えています。他社と分担して運

品など多岐にわたる荷物について、

大型トラックによる都市間の幹線輸送

ぶとなると、車両や作業内容の調整

全国の幹線輸送で重要な役割を果た

を専門に手掛ける運送会社である。

が必要となり、荷主に対する責任を

している。

2021 年 6 月期の売上高は 316 億円

果たすという点で問題が多いのです。

に達し、グループ社数は 17 社を数え

そのため、当社では仕事を複数の会

る。日本全国に 108 拠点を設け、
トラッ

社で分け合うことはせず、100％自社

クの整備工場や自社用の給油所を有

で対応する単独受注を貫いています」

しているのが特長だ。また、経営戦

と語る。

奈良市内に本社を置く富士運輸は、

経験に裏打ちされた
独自のM&A戦略

略も同社ならではの単独受注を徹底

こうした単独受注を可能にしている

富士運輸が全国にネットワークを構

することで、持続的な成長を可能にし

のが、全国に張り巡らせた拠点ネット

築できた背景には、独自の M&A 戦

ている。

ワーク（【図表】）をはじめ、
ドライバー

略がある。2021 年だけでも関東や北

この点について代表取締役の松岡

数とトラック台数の充実だ。グルー

陸、近畿、九州の企業をグループに

弘晃氏は、
「一口に『荷物』と言っても、

プ総勢 2700 名のドライバーと 2350

迎えた。中にはトラックの整備工場も

形の大小をはじめ、取り扱いに注意

台の車両をもって、顧客のニーズに

含まれており、自社で車両の整備を

を要する精密機械、厳格な温度管理

的確に対応できるように体制を整え

手掛けることで業務の効率化と迅速

が求められる冷凍食品など種類はさ

ている。

化、コスト削減を促進している。これ
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富士運輸

は松岡氏自身がトラックのドライバー

いう。

ステムを、NTT ドコモが高く評価し

や整備士としてのキャリアを持ってい

「当社は、全国ネットワークの強み

たことが、新会社ドコマップジャパン

ることから、運送事業における重要性

を生かして、グループ企業に仕事を

の設立につながった。同システムは

安定して依頼することが可能です。ま

「DoCoMAP」 として、2017 年 か ら

「近年、当グループは M&A に熱心

た、整備や給油の拠点を利用できる

運送業者に向けて低価格で販売され

な企業だと業界の関心を集めていま

点も大きなメリットと捉えられているよ

ており、普及が進んでいる。

す。しかし、決してどんな企業でも傘

うです。このほか、当社は商用車を

こうした取り組みを地域の運送会社

下に収めているわけではなく、グルー

製造する三菱ふそうトラック・バスの

が 1 社で行うのはコストやスキルの

プのビジネスモデルに即しているかど

サブディーラーとしてトラックの販売も

面からも容易なことではない。時代を

うかを厳密に査定しています。運送会

手掛けており、トラックの調達におい

リードする企業姿勢が脚光を浴びる

社には港湾荷受けやコンビニエンスス

てもグループ各社に固有の価値を提

要因となっている。

トアの配送専門といったようにさまざま

供することができます」
（松岡氏）

を理解してのことだ。

な形態があり、取り扱う荷物が違えば

安定した受注を見込めること、経

異業種と言っても過言ではないくらい

営管理の面でさまざまな利点があるこ

に業務のオペレーションが異なります。

と以外にも、富士運輸グループへの

経営に苦戦する企業の
競争力向上に貢献

富士運輸は幹線輸送を専門として

参画を希望する企業が増えている理

いるため、確実な都市間輸送を実現

由はある。同社は早くから基幹システ

Visional グル ープ のビジョナル・

したい当社の目的に沿っていて、しか

ムの構築を社内で進めてきた。その

インキュベーション（東京都渋谷区）

も将来に向けてシナジーを発揮するこ

ため、全拠点の請求や売り上げの管

によると、同社が運営する事業承継

とで互いに成長を目指せる企業との

理、支店や路線ごとの採算管理など

M&A プラットフォーム「ビズリーチ・

提携を重視しています」
（松岡氏）

を行うことができる。

サクシード」が 2021 年 9 月に公開

同社は、M&A プラットフォームなど

さらには、DX（デジタルトランス

を通じて有望な企業を常に探す一方

フォーメーション）においても業界を

2020 年同月比 1.8 倍、2019 年同月

で、グループインによってシナジーが

リードしている。NTT ドコモが提供す

比 2.7 倍 だった（2021 年 10 月 7 日

高まると判断した企業に対しては、直

る「かんたん位置情報サービス」を

発表）
。このことからも分かるように、

接アプローチをかけることも少なくな

基盤技術として、富士運輸が中心と

運送業界における M&A は活況であ

い。また、
「傘下に加えてほしい」と

なって開発した GPS（全地球測位シ

る。その背景について松岡氏は次の

依頼してくる運送会社も増えてきたと

ステム）による車両位置情報管理シ

ように述べる。

していた物流関連の譲渡案件数は、

「昭和の時代、運送業の認可を得
るのは簡単ではありませんでした。そ
れが平成になって、いわゆる『物流
二法』
（貨物自動車運送事業法と貨
物運送取扱事業法）で規制緩和が進
み、認可を容易に取れるようになった
のです。
それは参入障壁を低くした半面、
事業者の急増に伴う価格競争を背景
に、運賃の値崩れを加速させました。
運行管理の業務に
当たる社員。道路
状況や受注状況に
応じて効率的な配
車を行う
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さらに、業務の IT 化によってインター
ネット上での求貨求車※ 1 が広く普及し
ており、これも運賃の上昇を抑える要
因となっています」

特集 経営をつなぐM&A

各地域でがんばっているにもかかわらず、
経営で苦戦している企業の競争力を高め、
そこで働く従業員の待遇改善などに貢献したい
富士運輸
代表取締役 松岡 弘晃氏

また、過当競争によって経営に行き
詰まる運送会社が相次いでおり、経
営者の高齢化と相まって、自社を譲り
たい企業が増えているという。加えて、

買収企業の価値を
見極め再生を図る
M&A の 進 め 方 のポイントとして、

展の過程では経営の苦労が多かった。
松岡氏は 27 歳で富士運輸へ入社
して以来、会社が抱える労務の課題
を一手に引き受け、その解決に注力

松岡氏は「まず売り手企業の給与体

してきた。苦難を乗り越えた末に決断

でおり、荷主が大手企業グループの

系や 安全対策の状況などを見定め

したのが、運送サービス向上のため

傘下に入った途端に仕事がなくなると

る」
。そして、経営トップ同士の面談

の ISO9000 シリーズ※２の認証取得と、

いった事態にも直面している。

では、相手の困っている課題を聞き出

全国に拠点を持ちネットークを構築す

し、
「当社にはこのような解決策があ

ることだった。この目標に向けて経営

ると提案していく」という。

革新を断行してきたことが、今日の成

小売りなど荷主の業界で再編が進ん

「運送業の優勝劣敗が明確になって
いる昨今は、強みを打ち出した経営
が重要になるでしょう。M&A におい

「M&A で運送会社を買いたいと話

ても、単に仕事を増やしたいといった

す社長の中には、ドライバーの確保を

運送業界を取り巻く環境が大きく変

理由で追求するのではなく、自社の

理由に挙げる方が少なくないのです

わりつつある中、さらなる成長のため

強みや弱みを冷静に検討した上で、

が、それは得策ではありません。経

に松岡氏が目指すのは、
「価格競争

慎重に取り組む姿勢が欠かせないと

営母体が変わることで、辞めていくド

に陥ることのない、業界にとって必然

考えます」
（松岡氏）

ライバーが一定数出るからです。それ

性のある企業グループ」だ。より充実

でも買収する価値があるかどうかの見

した拠点ネットワークを構築するとと

極めが重要なのです」
（松岡氏）

もに、温度管理や特殊貨物などに対

M&A 案件は多数あるものの、契約
に向けて進むものは「10 件に 1 件も

功の礎となっている。

ない状況」と松岡氏は言う。故に富

また、売り手企業はさまざまな経営

士運輸が事業規模の拡大を図る上で

課題を抱えていることが多いため、
「そ

は、
「M&A よりもむしろ自前で拠点を

の会社をよみがえらせるための戦略

増やしていった方が良いことが多い」
。

が欠かせない」と松岡氏は強調する。

それでも M&A 戦略を進める意図とし

「当社は経営管理に必要なシステム

ては、
「各地域で頑張っているにもか

が充実しており、買収後にシステムを

かわらず、経営で苦戦している企業の

導入してもらうことで、企業再生を図っ

富士運輸 ㈱

競争力を高め、そこで働く従業員の

ていける自信がある」
（松岡氏）

設立：1978年

待遇改善などに貢献したい思いが強
い」と松岡氏は語る。

事業を拡大させ、M&A 戦略を成功
させている富士運輸。しかし、その発

応できる車両を整備し、他社との差別
化を進めていく。
※1 荷台の空いているトラックの情報と、荷物を運

びたいが車両が手配できない荷主をつなぎ、適切な
配車を行うこと

※２ 品質マネジメントシステムに関する国際規格

所在地：奈良県奈良市北之庄町723-13
代表者：代表取締役 松岡 弘晃

売上高：316億円
（2021年6月期）

従業員数：1842名
（2021年6月現在）
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