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〔要 約〕 

 本調査研究は、第 2 章において我が国機械工業及び海外主要国機械工業の現状分析を行

い、第 3 章において、前章に基づく我が国機械工業の客観的課題の分析と、我が国機械工

業企業の有価証券報告書に見られる主観的課題の分析を行った。次に、第 4 章において我

が国機械工業におけるM&A/事業再編の動向について分析・整理し、第5章においてM&A/

事業再編の分類と事例選定の考え方を示し、第 6 章ではこれに基づいて行ったインタビュ

ー調査の結果をとりまとめた。以上の調査結果を受けて、第 7 章では M&A/事業再編事例

から得られた考察と、機械工業界に対する提言を示した。 

 

1．調査研究の概要 

1.1 調査研究の背景と目的 

金融、医薬品、大手小売（スーパー、百貨店、家電量販）等の業界においては、将来の

生き残りをかけて M&A/事業再編が活発に行われている。我が国における M&A/事業再編

市場を概観すると、公表されているものだけを取り出しても、1997 年から 2008 年の間

に、金額ベースで 5 倍以上に増加している。他方、機械工業界においては、個別製品の分

野が極めて多岐にわたっていること等から、M&A を含めた事業再編、業界再編のスピー
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ドが遅いのではないかとの指摘がなされている。 

そこで、我が国の機械工業が世界で勝ち抜くための方策として、経営資源の選択と集中

の観点から事業再編の調査を行なうことにより、我が国機械工業企業の経営戦略の参考に

資することを目的として本調査研究を行った 

 

1.2 調査研究項目 

 本調査研究は、以下 5 つの内容から構成される。 

（1） 我が国機械工業及び海外主要国機械工業の現状分析（データ分析） 

（2） 我が国機械工業の課題分析 

（3） 我が国機械工業における M&A/事業再編の動向分析 

（4） 我が国における M&A/事業再編の事例調査（インタビュー調査） 

（5） 調査結果に基づく我が国機械工業界に対する提言 

  

2．我が国機械工業の現状 

2.1 我が国機械工業の現状 

 我が国機械工業の現状について、企業数･事業所数、従業者数・売上高、ＧＤＰ、従業

者規模別企業数・総資産・売上高、資本金規模別企業数・売上高・経常利益、財務状況の

各観点について、過去 5 年間（2003～2007 年）のデータを用いて分析を行った。 

 

2.2 海外主要国機械工業の現状 

 世界における主要機械製品（工作機械、産業用ロボット）の生産国であるドイツ、イタ

リア、米国及び韓国について、企業数、従業者数・売上高の各観点から、過去 5 年程度の

データを用いて分析を行った。 

 

3. 我が国機械工業の課題 

3.1 客観的課題 

 前章のデータによる現状分析から、我が国機械工業の課題と思われる事項を指摘した。

第一に、従業者数や資本金規模における大企業への集中傾向が情報通信機械器具製造業に

顕著であり、同産業の近年の売上高の成長率が極めて低いことがこの傾向と関係があると

すると、大企業の成長戦略のあり方について一考の余地がある。 

第二に、海外主要国では企業及び従業員のリストラクチャリングと業界全体としての売

上高の増加が平行して起こっているが、我が国機械工業企業では反対に企業数と従業員数
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増加しており、グローバルな展開を進める上ではリストラを含めた効率化・競争力強化が

重要な課題となりうる。 

 

3.2 主観的課題 

 機械カテゴリーに含まれる機械、電機、輸送用機器、精密機械の各業界における代表的

製品のリーディングカンパニー43 社の最終事業年度有価証券報告書の中から「対処すべ

き課題」を整理し、機械業界に共通する課題認識とそれに向けた取組の整理を行った。業

界共通の課題認識としては以下のものが指摘できる。 

①厳しい経営環境が継続する、 

②経営の基本方針として収益改善を掲げる、 

③受注・売上確保/拡大のためには新規事業/商品開発と海外、特に新興国市場に販売

の力点を置く施策を展開する、 

④グローバルでの拠点再編成を含めた、固定費を中心としたコスト削減を推進する、 

⑤株式の大量買付行為が行われる場合には、企業価値向上、株主価値向上の視点から

検討するプロセスを設け、大量買付に賛同するか否かの判断プロセスを明確にする、 

 

4．我が国機械工業における M&A/事業再編の動向 

4.1 定量的情報 

 我が国における M&A/事業再編市場は、1997 年と比較し、件数ベースで 3 倍以上、公

表されているものだけを取り出しても金額ベースで 5 倍以上に増加した。このような中、

機械工業界では、過去 5 年間の件数ではそれ程大きな変動はなく 300 件前後で推移して

おり、M&A/事業再編全体に占める割合も 12%前後で推移している。分野別内訳では、電

機機器分野の M&A/事業再編の占める割合が大きく、電機機器分野の M&A/事業再編には、

電機機器メーカー同士の M&A/事業再編に加え、コンピューターソフトメーカーに対する

M&A/事業再編も含まれている。再編スキームでは、株式取得による買収が全体の 47.8%

とほぼ半数を占め、部分的な出資による影響力行使というよりも、経営権取得を目的とし

た M&A/事業再編が主流であることが伺える。 

 

4.2 主要事例 

 過去 5 年間における金額の大きな M&A/事業再編案件上位 6 件について、「マーケット」

「金額」「当時会社」「背景と目的/狙い」「M&A/事業再編スキーム」について文献調査を

行った。とりあげた事例は以下のとおりである。 
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① 東芝、The Shaw Group、IHI による BNLF USA、ウエスティングハウスの買収 

② パナソニック)よる三洋電機の買収 

③ ソニー・アメリカ法人による MGM の買収 

④ 三菱重工業、三菱商事、東京三菱銀行(現三菱東京 UFJ 銀行)による三菱自動車工

業への出資拡大 

⑤ ダイキン工業による OYL インダストリーズの買収 

⑥ オリンパスによるジャイラスの買収 

 

これら事例での各社の期待と注力分野を再度整理すると以下のようになる。 

 

① 東芝他 

・ 関連事業 : 原子力発電 

・ 注力分野キーワード : 環境関連事業 

② パナソニック 

・ 関連事業 : 太陽電池事業 

・ 注力分野キーワード : 環境関連事業 

③ ソニー・アメリカ他 

・ 関連事業 : 映画事業、ブルーレイディスク事業 

・ 注力分野キーワード : 新規事業 

④ 三菱重工業他…救済型 M&A/事業再編 

⑤ ダイキン工業 

・ 関連事業 : 空調事業 

・ 注力分野キーワード : 新興国市場(マレーシア、中国) 

⑥ オリンパス 

・ 関連事業 : 医療用機器事業 

・ 注力分野キーワード : 新規事業(新技術・新製品) 

 

「3.2. 主観的課題」で機械工業界 43 社の有価証券報告書に記載された「対処すべき課題」

の中から業界共通の課題と取組を抽出したが、上記大型 M&A/事業再編も業界共通の課題

と取組と一致する。即ち、「環境関連事業の強化」「新規事業の開発」「新興国市場の開拓」

といった課題解決のための手段として他社の買収を選んだということである。経営課題解決

のために自社で保有する経営資源を用いずに外部資源を活用するという方法は、今後の機械
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工業界においても有効な経営課題解決の手段として期待出来る。 

 

5．M&A/事業再編事例 

5.1 M&A/事業再編の分類と事例選定の基本的な考え方 

 M&A/事業再編を目的別に捉えて分類し、①外部資源の取込みを狙いとするもの（主に買

収・統合など）、②内部資源の外出しを狙いとするもの（主に分社・売却など）、③その他

（主にグループ内再編など）、に分類することとした。 

 

5.2 機械工業界における事例選定の考え方 

 機械工業業界における M&A/事業再編の取り組みについて、収益性の向上、規模の拡

大または縮小、エリア（クロスボーダー）の観点から、外部資源取込み型、内部資源外

出し型、の事例として相応しい企業をそれぞれ選定した。 

 

5.3  他業界における事例選定の考え方 

 他業界における M&A/事業再編の取り組みについて、収益性の向上、M&A/事業再編へ

の積極性、の観点から、本調査研究の事例として相応しい企業をそれぞれ選定した。 

 

6 インタビュー調査結果 

6.1 機械工業界における事例 

6.1.1 外部資源取込み型 

 機械工業界における外部資源取込み型の例として、4 社（A～D 社）へのインタビ

ュー調査を実施し、その「背景・考え方」「経緯・留意点」「効果」などを整理した。 

 

6.1.2 内部資源外出し型 

 機械工業界における内部資源外出し型の例として、4 社（A～D 社）へのインタビ

ュー調査を実施し、その「背景・考え方」「経緯・留意点」「効果」などを整理した。 

 

6.2 他業界における事例 

6.2.1 E 社（小売業の多角化事業） 

 他業界における事例として、小売他の多角化事業に従事する E 社へのインタビュー

調査を実施し、その「背景・考え方」「経緯・留意点」「効果」などを整理した。 
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6.2.2 F 社（消費財製造業） 

他業界における事例として、消費財製造業に従事する F 社へのインタビュー調査を

実施し、その「背景・考え方」「経緯・留意点」「効果」などを整理した。 

 

6.2.3 G 社（住宅・建設産業） 

他業界における事例として、住宅・建設業に従事する G 社へのインタビュー調査を

実施し、その「背景・考え方」「経緯・留意点」「効果」などを整理した。 

 

7．機械業界への提言 

 7.1  M&A/事業再編事例から得られた考察 

今回のインタビュー事例を含めた調査から、M&A/事業再編実行にあたり、共通してい

ると思われる要素を（1）正・不両方の M&A/事業再編における実施前の共通事項、（2）

正の M&A/事業再編における実施前の共通事項、（3）正の M&A/事業再編における実施後

の共通事項、（4）負の M&A/事業再編における、実施前の共通事項の枠組みで抽出した。

調査の中で明らかになったのは以下の諸点である。 

① M&A/事業再編の対象として国内企業よりも海外企業を重視する傾向がある 

② 今後の M&A/事業再編は従来の取引関係の中から発生する可能性が高い 

③ 企業文化融合のプロセスがアフターM&A/事業再編における最重要課題である 

④ 「本業回帰」に向けた経営資源外出しが行われる可能性が高い 

 

7.2 提言 

現在の厳しい経営環境の下では、M&A/事業再編の成果を短期間で手にすることは困難

になりつつあるが、M&A/事業再編はその遂行に多くの労力と時間を要する取り組みであ

り、実施前段階も含めて、そのプロセス自体が課題解決に寄与する。この観点から言え

ば、M&A/事業再編は、たとえ「経済合理性（採算）」を重視して行われる場合であって

も、必然的に「戦略的な」成果を、そのプロセスでもたらしうる。あるいは、そのよう

なものとして行われるべきである。 

他方、国内市場の成熟化と新興国市場の拡大に伴って、機械業界における M&A/事業

再編の主戦場はますます海外へとシフトしてゆく。その際、M&A/事業再編の前工程及び

後工程におけるリスクは高まるが、これらリスクを踏まえてでも、国内市場では得られ

ないリターンを得るために、これからの日本企業は海外 M&A/事業再編にあえて取り組

まなければならない。その過程においては、日本企業は「経営のダイバーシティ(多様化)」
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とも言うべき構造的な変化に向かわざるを得ない。すなわち、ボードメンバーの多くを

海外経験者や子会社出身者、さらには外国人が占める、そして、海外経験や子会社経験

がトップに必須のキャリアパスとなる、といったことである。国内市場にしか知見を持

たない経営陣が、グローバル市場を勝ち抜くべく、国際的な M&A/事業再編をマネジメ

ントしうるとは想像しがたい。M&A/事業再編の前工程において現地の市場・企業に対す

る理解を深め、後工程においてはそれらに対して適確なガバナンスを効かせる必要があ

る。 
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