
第 1 章 はじめに 

M&A(Merger and Acquisition 企業の合併と吸収)は事業結合、経営が不振な企業の救済、

資金手当てなどを目的として実施される。M&A は企業の買収や合併とは限らず、事業の譲

渡や結合などの種類もある。1990 年代以降、日本における M&A は増加傾向にあり、その

背景には、3 つの要因が挙げられる。 

第 1 に、バブル崩壊以降、日本の経済が低成長化する一方で発展途上国の追い上げが勢い

を増し、企業間競争の激化、収益力が低下したことにより、即効性のある収益力の向上や企

業価値向上策として M&A が行われるようになったこと。 

第 2 に、1997 年のアジア通貨危機からなる一連の銀行破綻を契機に、いわゆる株式持ち合

いが解消に向かい、機関投資家や外国人投資家などの株主の割合が増加し、株式の流動性が

高まり、企業も売り買いされるものだという意識が強まり、M&A が活発化したこと。 

第 3 に、企業法制の整備が進み、持株会社(1997)、株式移転 (1999)、株式交換(1999)、会

社分割(2001)、そして新会社法の成立(2006) と M&A に関わる諸制度が次々に導入された

こと。 

(参照 : 参議院第二特別調査室  小野伸一 (2010)『我が国 M&A の現状と課題』、

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h22pdf/20107

602.pdf) 

私は M&A について、古い企業体制で売上が低下している日本企業は今後、勢いがあり、大

胆な経営ができる海外企業に買収されるべきと考える。買収されることにより、コストカッ

トなどの経営方針の大幅な転換、新規市場の開拓が可能となる。そこで本論文では、経営危

機に瀕した日本企業の M&A の事例を紹介し、成功事例と失敗事例の違いや成功の要因を考

察し、そのような日本企業の復活、そして更なる成長のためには、大胆な経営ができる海外

企業による M&A が大きな役割を果たすことについて言及することとしたい。 

 

第 2 章 ケーススタディ 

本章では、経営危機に瀕した日本企業の M&A の成功事例を 3 つ、失敗事例を 1 つ紹介す

ることとする。 

①シャープと鴻海（ホンハイ） 

2016 年 4 月 2 日、日本の大手電機メーカーであるシャープが、台湾の企業、鴻海（ホンハ

イ）の買収により傘下に入ることが決まった。  

シャープは 2000 年代、液晶分野で成功を収め、「アクオス」ブランドなどで売上を伸ばし

ていた。2009 年には、世界最大規模の液晶ディスプレイ工場を大阪・堺で稼働させ、自社

ブランドの大型液晶テレビを製造販売しようとした。しかし、時代とともに液晶に対する需

要が、高機能なものから低価格なものを重視する傾向に変化した。結果的に、韓国などの海

外の同業他社に価格競争で敗れ、大赤字を計上した。そして、赤字を回復させるためにシャ

ープが実施したのは、社員のリストラと不動産の売却であり、目先の資金調達をするための
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行動でしかなく、根本的な問題の解決はできなかった。このような状況になったシャープは

結果的にホンハイに買収されることとなる。 

ホンハイは自社ブランドを持たず、下請けとして、電子機器の組み立てをしている会社であ

り、EMS（Electronics Manufacturing Service）分野では世界トップクラスの企業である。ホ

ンハイは競争が激しい液晶分野で、新技術を磨くのは難しいと考え、経営が悪化していたシ

ャープの液晶技術に目をつけた。シャープの技術、ホンハイの資金力、ホンハイの誇る顧客

で、シャープの液晶パネルを復活させる計画で、ホンハイは 2011 年から大阪・堺の工場を

共同経営しており、2012 年にはホンハイの会長の個人資産によって、工場を買収した。そ

して 2016 年、シャープを買収した。まず取り組んだのは大幅なコストカット。悪い慣習が

続いていたシャープでは、条件の悪い契約や割高な材料費の価格などが経営を苦しめる原

因のひとつになっていた。高額なやりとりはホンハイの社長自ら関わるという。この執拗な

までのコストカットが、原価の減少や引当金の減少につながり、黒字転換の一因となった。

さらに、従業員の待遇についても見直しを図った。より会社に貢献したりした社員を厚遇す

るという仕組みにし、新入社員についても専門性を考えて等級を付け、入社して間もないこ

ろから一社員としてのやりがいを感じられるようにした。 

こうしたシャープの改革の功もあってか、2016 年の当期純利益は約 2500 億円の赤字だっ

たが、2017 年は約 250 億円の赤字に抑え、2018 年は約 700 億円の黒字となった。 

 

②日産自動車とルノー 

1999 年 3 月 27 日にフランスの自動車メーカーのルノーは、日本の自動車メーカーである

日産自動車と資本提携し、事実上の傘下に収めることを発表した。 

日産は 1980 年代に「90 年代までに技術世界一を目指す」という名の下、全車種を対象に評

価基準の大幅な底上げに力を注いだ「901 活動」がおこなわれ、この活動は日本車の技術向

上に貢献したことで評価されている。また、バブル景気の影響もあり、日産は存在感を示し

ていた。しかし、段々とデザイン面や商品面での評価が低くなり、バブル景気の崩壊も重な

り、日産は経営危機に陥ってしまう。技術面に力を注ぎ、マーケティングや販売戦略にそれ

ほど力を注いでいなかったことが原因のひとつだと考えられる。1998 年には、2 兆円あま

りの負債を抱えていた。 

ルノーは、ヨーロッパ市場はもとより世界市場で競争力をつけるため、経営不振に陥ってい

た日産自動車に目をつけ、1999 年に資本提携をした。カルロス・ゴーン氏（当時ルノー副

社長）をはじめルノーが経営陣を日産に送り込み、1999 年 10 月に発表された「日産リバイ

バルプラン」計画のもと、東京・武蔵村山にある村山工場や、京都・宇治の日産車体京都工

場などの余剰な生産拠点の閉鎖や余剰資産の売却、余剰人員の削減を行った。また、子会社

の統廃合や取引先の統合によるコスト削減や、車種ラインナップの見直し、販売網の再構築

などの大幅なテコ入れを敢行した。最終的には提携前の 1998 年にあった日産自動車の負債

を 2003 年 6 月に返済し終え、再建を成し遂げた。ゴーン氏は現在も続く両者の関係を「国



際アライアンスの成功事例」と自負している。 日本の技術力のある会社が、海外企業のマ

ーケティング力や大胆なコストカットにより、復活を遂げた例として挙げた。最近のニュー

スでは、ルノーが日産を吸収合併するのでは、という話もあり、今後の両者の動きにも注目

したい。 

 

③ラオックスと蘇寧（そねい）電器 

中国の家電小売販売会社である蘇寧電器は、海外市場を開拓することを目的に、2009 年 6

月 24 日にラオックスを買収した。 

ラオックスは元々、日本の家電量販店である。関東地方を中心に 100 店舗を超える規模で

展開していたが、2000 年代後半からの主力のパソコン販売の落ち込みや、家電量販店間の

競争に敗れたことによる経営の悪化で直営店は一時、秋葉原のみにまで縮小した。蘇寧電器

は、秋葉原にリソースを集中させるラオックスに、年々増加する中国からの観光客を呼び寄

せて、蘇寧電器でアフターサービスを行うビジネスを行おうとした。ラオックス側には、中

国からの観光客に対応できることや、蘇寧電器の社長が 2006 年から日本で中国人向けに免

税店などを売る日本観光免税の社長を務めていたことから、免税店の経営に関するノウハ

ウを身につけられることのメリットがあると考えた。 

ラオックスはその後、日本国内でインバウンド向け免税店として最大規模を誇るまでに復

活してきた。2014 年 12 月期の連結売上高は前年比 1.5 倍の 500 億円を超えた。純利益は

12 億円と、14 期ぶりの黒字を確保した。2015 年には、流行語大賞にも選ばれた「爆買い」

の影響もあり、純利益は約 85 億円まで拡大した。 

しかし現在、「爆買い」は以前ほどの盛り上がりはない。ラオックスは今後、蘇寧電器など

の中国企業と連携し、中国人向け電子商取引サイトの拡充や、中国主要都市でのショールー

ム開設などに取り組む。これまでの免税店事業を拡充した、リテール事業で、更なる成長を

目指す。 

 

④三洋電機とパナソニック 

日本の電機メーカーであるパナソニックは 2011 年 4 月 1 日に、同じく日本の電機メーカー

である三洋電機を買収し、完全子会社とした。 

三洋が世界に誇る技術を持つ、太陽電池やリチウムイオン電池事業に目を付け、その事業で

2 社の技術を組み合わせ、一気に世界上位にたつことが狙いで買収した。しかし、この買収

は完全に失敗と言われている。原因は、三洋の強みであったリチウムイオン電池が、韓国・

サムスン電子に完敗したことだと考えられる。そして、買収前の 2 社の技術を組み合わせ

るという狙いについて、見込みが甘かったことが明らかになっている。それは、両社の電池

技術は根本的な思想が違い、技術を相互利用できる部分が少なく、ゼロから設計し直さなけ

ればならなかったことである。更には、日本企業が国産材料に固執する一方で、韓国勢は、

安い中国産の材料を使って品質を維持する努力をしてきたこともあり、パナソニックは電



池事業で失敗した。 

しかし、経営者側は三洋の買収は失敗ではないと言う。これまでのパナソニックでは手薄だ

った太陽電池や車載用電池という成長分野を手中に収められたとの理由だ。ただ、この分野

においても、価格競争は避けては通れず、先は決して明るいわけではない。 日本企業同士

の合併で互いの技術を活かそうという狙いであったが、結果的に失敗となった例を挙げた。

経営陣の見通しの甘さや、技術にこだわるあまりに販売競争に敗れるという典型的な日本

のメーカーの失敗例となってしまった。 

 

第 3 章 成功と失敗の違いの分析と考察、M&A のメリット 

前章のケーススタディは、以下のように分類できる。 

・M&A による、新規市場の開拓（拡大による成功） 

→「ラオックスと蘇寧電器」 

・M&A による、リストラの決行や余剰資産の見直し（縮小による成功） 

→「シャープとホンハイ」、「日産とルノー」（成功例） 

→「パナソニックと三洋」（失敗例） 

以上の分類から、前章のケーススタディの成功と失敗の違いは、リストラや余剰資産の見直

しが適切なタイミングで行われなかったところにあると考える。以下、その違いが生じた要

因を考察するとともに、M&A のメリットを述べることとする。 

 

リストラの有無や余剰資産の見直しの違い 

リストラの有無や余剰資産の見直しの違いは、日本的経営（意思決定の際に調和を重んじる

傾向）からの脱脚という点で違いが生じたのではないだろうか。 

シャープとホンハイのケースにおいて、買収以前の約束ではホンハイ側はシャープの社員

のリストラはしないとのことだったが、結果的にリストラは決行された。シャープ側が騙さ

れているように感じ取れるが、ホンハイ側としては、赤字を出し続けている会社に対し、大

きな投資をしたのだから、思い切った行動をするのは仕方ないことだとも考えられる。また、

日産とルノーのケースにおいても、カルロス・ゴーン氏による「日産リバイバルプラン」の

計画のもと、7 人に 1 人の人員削減という大幅なリストラが決行され、余剰な生産拠点の閉

鎖も行われた。そして、どちらのケースにおいても、割高となっている取引の見直しや、販

売網の再構築が行われた。こうした、経営危機に際して大胆な行動できる点が、日本企業に

は足りないところではないだろうか。 

一方でパナソニックと三洋電器のケースでは、パナソニック側の手薄な部門に三洋の技術

を取り組むという狙いであったため、リストラはもとより、経営方針の変更や余剰コストの

削減などは行われなかった。日本企業同士の M&A では、経営陣に新しい風が吹き込まれな

かったため、起爆剤となるような策が打ち出せなかったのではないだろうか。 

 



M&A のメリット 

ここでは、経営危機に瀕した日本企業を勢いのある海外企業が買収することのメリットを

双方の立場から考える。 

・買収される側のメリット 

まず、買収される側の経営危機に瀕した日本企業にとってのメリットは何より、経営方針の

変更で、悪くなっている業績を改善するチャンスが生まれることである。これは日本企業で

あることや海外企業であることに関わらず、M&A の一般的な考えではあるが、大前提とし

てこのメリットがあることは間違いない。 

具体的にどのような経営方針の変更が行われるかというと、主に 2 つある。 

第 1 に、リストラや余剰資産の見直しによる大幅なコストカットである。前述した通り、私

は海外企業による M&A だからこそ、日本的経営の範囲では中々できない、こうした大幅な

コストカットを決行できるのではないかと考える。 

ただ、リストラと聞くとマイナスなイメージが大きく、リストラされる社員の気持ちを考え

ていないのではという批判的な意見があるが、経営危機に瀕した状況で、倒産してから手を

打つのでは手遅れである。 

第 2 に、新規市場の開拓である。買収する側の企業の顧客や取引先との関わりを作ること

ができる。買収される側の企業にとっては、新規の顧客の獲得や、新規エリアへの進出の機

会が得られる。モノやサービスの質が高いが、販売力が弱いために経営危機に陥る日本企業

にとっては、経営危機から脱脚する良い機会になるだろう。 

以上の考察から、M&A が行われることで、経営陣の刷新により、買収以前の経営方針を大

幅に変えるチャンスが生まれる。買収される企業の資産や雇用などの現状を見て、売上が低

下している原因を見極め、拡大か縮小の正しい選択をし、それを決行することが重要である。 

 

第 4 章 終わりに 

第 1 章において、M&A の概要、そして経営危機に瀕した日本企業は、勢いがあり大胆な経

営方針の変更ができる海外企業に買収されるべきということを述べた。第 2 章では、経営

危機に瀕した日本企業が M&A によって買収された事例を紹介し、第 3 章では、その事例を

考察、分析し、M&A によって買収されることで成功した企業と、逆に失敗した企業の違い

やその原因について述べた。 

経営危機に瀕する日本企業に共通するポイントは、技術や商品の質にこだわるあまりに売

ることに会社として注力していなかったところである。そこに、勢いがあり大胆な経営方針

の変更ができる海外企業による買収が行われ、販売網や余情資産の大幅な見直しがなされ

たことで、経営危機に瀕した日本企業は復活を遂げてきた。その事実から私は、第 1 章でも

述べた通り、経営危機に瀕した日本企業の復活、そして更なる成長のためには、大胆な経営

ができる海外企業による M&A が大きな役割を果たすことを主張する。 

 


