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 日本市場におけるM&Aレビュー
2020年第1四半期



第1四半期の日本市場でのM&A、 
コロナウイルスの影響下で持ちこたえる

日本市場でのM&A状況
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新型コロナウイルスによる壊滅的な状況にもかかわら
ず、2020年第1四半期の日本でのM&Aは予想されたほど
の被害は受けておらず、実際、金額ベースでは前年増とな
っている。

案件数で見ても今年の第1四半期(112件)は、昨年の四半
期の平均案件数(109件)を上回っている(極端な数を記録
した例外的な第4四半期を除く)。

発表されたこれら112件のうち、実際にディールが完了し
た案件は本稿執筆時点で29%。市場は、今年に入ってから
の3ヶ月間は順調に推移していたが、今後は、これらの案件
のうちどれほどが実現するのかが注目される。これまでの
ところ中止となった案件はまだないが、市場の現況を考え
ると残り71%の案件の中から取り下げられるものが出てく
ることも予想される。

第1四半期の大型案件は1件のみ
2020年第1四半期に最大の案件を記録した業種は工業・
化学分野。電気・自動化器機メーカーの日立ハイテクに対
し、同社株式の51.73%を保有する多国籍企業大手の日立
が完全子会社化を目指して開始した49億ドル相当の公開
買付けが影響している。

同四半期中に発表された案件のうち3位の案件も工業・化
学セクターで、米国のプライベート・エクイティ企業ベイン
キャピタルが運営するファンドによる8億5800万ドルでの
昭和飛行機工業の買収となっている。上位10件の案件の
うち、海外企業が買収者となっている案件はこれ1件のみ
となっている。

同四半期中に発表された112の案件のうち海外企業が買
収者となっている案件は9件のみで、そのうち複数の案件で
買収者となっている国は唯一韓国だけである。これは、日
本企業による買収案件が増加するにつれ海外企業による
インバウンドM&Aが細ってきているというここ数年の傾向
を反映している。

2020年第1四半期中に発表された案件は金額ベ
ースで130億ドル、前年同期比55%増となってお
り、これは2019年の第2四半期、第3四半期から
も増加となっている。これら3四半期中の案件額
の平均は97億ドル。



日本市場で上位案件(案件額)となった業種  I  2020年第1四半期
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日本市場で上位案件(案件数)となった買収者の国籍  I  2020年第1四半期

  百万ドル

工業・化学 6,035
金融サービス 1,383
テクノロジー、メディア・通信 1,258
消費者関連 1,066
製薬、医療・バイオテクノロジー 983

  
                                                                                                                                                            百万ドル

日本                                                                                                   11,682
米国                                                                                                         858
韓国                                                                                                         470
香港                                                                                                            28
 

  案件数

消費者関連 24
工業・化学 19
テクノロジー、メディア・通信 18
法人向けサービス 16
建設 10

                                                                                                              案件数

日本                                                                                                      103
韓国                                                                                                            2
スイス, 香港, ドイツ, 米国,                                                                  1
イタリア, 中国, チャンネル諸島(每) 
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日本企業はコロナウイルス
危機を乗り切る好位置にある
日本市場でのM&Aは2019年第4四半期に過去最高となり、
総額409億ドル相当の案件が発表されている。これを受け
て、2020年のM&A市場は特に盛り上がりを見せ、19年第4
四半期はその端緒となるのではないかとの期待感もあった。
しかし、その後の新型コロナウイルスの発生と感染拡大が、そ
うした期待を全て葬り去ってしまった。実際、現在のような前
例のない状況にあっては、第1四半期のデータをベースに今後
のディールメーキングを予測してみてもほとんど見通せない。

日本企業が現在の危機と、それに続く状況をどう乗り切るの
かはいまだ未知数である。日本の株式市場は諸外国と同様、
新型コロナウイルスの感染拡大により多大な被害を受け、日
経平均は年初から3月末までに18.5%下落、23,204円から
18,917円へと落ち込んだ。

しかしながら日本企業は現在、多額の現金を保有している。9
月に提出された企業ごとの報告書によればその総額は4兆
8000億ドル。この倹約姿勢はしばしば海外投資家からの批
判の的となってはいるものの、現在の苦境にあってはこの多額
の保有現金が彼らにとっての安心材料となるのかもしれな
い。パンデミックのピークを過ぎれば日本企業は、抱え込んで
いるキャッシュを元手に新たなM&A案件を模索し、海外の
同業他社よりもいち早く抜きん出ることが可能となる。実際、
日本企業による海外市場での対外M&Aはここ数年活発化し
てきており、特に2018年には前年比116.4%増となっている。
この対外M&Aに対する貪欲さは2019年に若干和らぎはした
ものの、この年にはアサヒグループによる113億ドルでのオース
トラリアのビール会社CUBの買収が発表されるなど、耳目を
引く案件も散見された。新型コロナウイルスによる危機が収
束した後は、日本企業の対外M&Aへの意欲が再燃すること
も考えられる。



日本市場での2020年第1四半期の上位案件
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第一四半期で10億
ドルを超える大型
案件は、多国籍複
合企業の日立によ
る、日立ハイテクコ
ーポレーションの完
全買収案件のみで
した。

4,886百万ドル

そごうメディカルホ
ールディングス株式
会社は、東京を拠点
とするPEの会社であ
るポラリスキャピタ
ルグループによる公
開買付け/管理買収
を通じて非公開にな
りました。

8億5800万ドル

米国に拠点を置く
PE会社、ベインキャ
ピタルが運営するフ
ァンドが昭和航空
機工業株式会社を
買収しました。これ
は、上位10取引のう
ち唯一海外からの
入札を特徴づける内
容でした。

8億5800万ドル
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それまでは、日本企業はリストラや社内体制の再構築を模索
する状態を続けるとも考えられる。コロナウイルスの世界的な
感染拡大が企業に及ぼす影響は2008年の金融危機のそれ
とは大きく異なるものではあるが、金融危機の直後にも同じこ
とが起きている。

金融危機後、日本企業によるM&A案件数は2010年まで減
少を続けたがその後反転し、金融危機前のレベルに戻るまで
3年連続で増加となった。2013年から14年にかけて案件数は
若干落ち込んだものの、再び上昇に転じ2016年には記録的
な水準に達した。日本政府が今後、パンデミック対策としてよ
り厳しい政策をとるならば、法人向けサービスやテクノロジ
ー、メディア・通信業界(TMT)の他、消費者関連業界の一部
の企業などが投資・買収の好機を見出す可能性もある。

PEの資金調達は急減速の可能性
日本でのPE案件は2018年大幅に落ち込んだが(案件総額は37
億ドルにとどまった)2019年には回復し、案件総額も144億ド
ルに達した。バイアウト業界は2020年初頭には、今年も同じコ
ースを辿るものと思われていた。

2020年第1四半期の日本市場でのPE案件は21件。偶然ではあ
るが過去3年間、第1四半期中のPE案件は全く同じ数となって
いる。M&A全体の傾向と同様、PE案件の総額も2020年第1四
半期(30億ドル)は2019年第4四半期の総額(66億ドル)から減
少となったものの、2019年第1四半期の31億ドルとほぼ同程度
であり、2018年の同四半期の13億ドルからは2倍以上の増額
となった。

2020年の見通しとしては、ベインキャピタルによる昭和飛行機
工業の買収や、東京拠点のプライベート・エクイティ・ファンド、
エンデバー・ユナイテッドによる児玉化学工業の株式49.86%
の取得に見られるとおり、大手ファンドにとって日本企業の資
産は引き続き魅力的であることから、堅調な回復基調をたどる
ことと思われる。

ただ、コロナウイルスの市場への影響により、資金調達や
M&A案件は行き詰るのではないかとの懸念も出ている。調査
会社プレキンによれば、アジアに特化したファンド35本が
2020年第1四半期に調達した額はわずかに90億ドルで、第1四
半期としては2010年以来最悪のレベルとなった。

これはしかし、候補案件が出てこないという意味ではない。収
益減に喘ぐ企業などはコア事業への集中を図るため資産売却
を模索することも考えられる。プレキンによればプライベート・
エクイティ企業は、資金調達後に手つかずとなっている投資準
備金として1兆5000億ドルを抱えており、上述のような機会に
対してはこれを最大限に活用することができる。



 セクターウォッチ： 
工業・化学 

日本の工業・化学セクター M&A状況  
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2020年第1四半期に最大のM&A案件を記録したのは工業・
化学分野で、これまでのところ案件総額も他業種に比べ突出
している。工業・化学業界のM&A案件数は同四半期中に発
表された全案件の17%以下だったにもかかわらず、案件総額
は60億ドルを上回り全体の45%以上を占めた。

同業界の2020年第1四半期の案件数19件は、2019年第1四
半期のそれと同程度となっている。同業界の今後の見通しに
ついては最近まで、時間が経つにつれ案件数も増え、昨年と
同様の上昇基調を辿るだろうと見られていたが、コロナウイル
スの世界的な感染拡大がそうした楽観的な見方を根本から
覆すこととなってしまった。

事業資産を豊富に抱える日本の工業・化学業界で、四半期ご
とのM&A案件総額が最も大きくなるのは通常、自動車業界
である。直近ではしかし自動車メーカーも、サプライチェーン
や消費者需要といった面でコロナウイルスの影響を受けるこ
とになりそうである。

国内のみならず海外も含めた工場を休止しているメーカーも
すでに数社あり、トヨタや日産、ホンダなどの格付けも引き下
げられている。自動車メーカーは通常、プラスチックやゴムな
どの原材料供給を化学・素材業界の企業に頼っており、自動
車業界の減速はこうした業界へも同様の影響を及ぼすことと
なる。
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日本を拠点とする特
殊用途車両および航
空機機器の製造業者
である昭和飛行機工
業株式会社は、 
PE会社のベインキャ
ピタルに買収されま
した。

8億5800万ドル

日立による日立ハ
イテクコーポレーシ
ョンの100％買収
は、2020年第1四半
期における国内最大
取引案件であり、 
また工業及び化学業
界においても最大規
模でした。

4,886百万ドル

産業機械メーカーの
芝浦機械は、日本で
最も実力行使をする
投資家として有名な
村上世彰氏による買
収のターゲットとなっ
ている。

2億3600万米ドル
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とはいえ、日本の化学大手や工業メーカーは一般的により
大規模な企業グループの一員となっている場合が多い。豊
富な資金力を持つそうした企業グループはここ数年の事
業方針として他社を取り込む案件を模索しており、一例と
しては武田薬品によるバイオ製薬シャイアーの買収や、ソ
フトバンク(現ソフトバンクグループ)による携帯電話サー
ビスのスプリント・ネクステル(現スプリント)の買収などが
挙げられる。そうしたキャッシュリッチな企業グループはコ
ロナウイルス危機の影響から自らを遮断することが可能
で、パンデミック収束の直後、あるいはパンデミックの最中
でさえも、買収活動を活発化させる好位置にあると言える
だろう。2020年第1四半期の日本での最大案件では日立
が買収企業となっているが、同社は、コロナウイルス危機
が収まれば再び動き出すと見られている有名企業の一つ
に数えられている。

工業・化学セクターの今後のM&Aを占う材料としてはこ
れ以外にも2つの案件があり、一つはプライベート・エクイ
ティ企業ベインキャピタルによる8億5800万ドルでの昭和
飛行機工業の買収。

もう一方は、かつて東芝の子会社だった東芝機械(現・芝
浦機械)が2億3600万ドル相当のTOBのターゲットとなっ
た案件である。日本の最も有名なアクティビスト、村上世彰
氏の関与も取り沙汰されたこの案件は、2020年第1四半
期中の案件の中では規模としては13位。東芝機械のROE
及び株主価値の向上を狙い、同社株式の所有割合を最低
でも27.75%、最大43.82%まで引き上げることを意図し
た。コロナウイルスの影響により株価が低迷していたり、経
営に混乱が生じている企業は、手元資金の豊富な買収者
にとっては好機となり得ることも予想される。

日本の工業・化学セクター 
2020年第1四半期の上位案件
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