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景気後退期のM&A　その利点
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Opportunities
for Action

景気後退下の
営業・マーケティング投資再考

　BCGが最近実施した消費動向に関する国際比較調査によれ
ば、経済環境が不透明さを増すなか、日本では半数を超える消
費者が「ワンランク下の消費」をするつもりであることがわかった。
この比率は他の先進国と比べても高く、日本の消費者が物価上
昇に対する自衛策を強めていることを示している。

　価格圧力と原材料価格の上昇が同時進行する状況で、すぐに
手をつけたい誘惑にかられるのが、営業・マーケティング費用
の削減だ。広告費として把握できる部分だけでも膨大な金額が
投入されており、日本の総広告費は7兆円に達している1。しかも、
広告費はマーケティング費用の一部にすぎない。SP印刷（チラシ、
カタログ、ポスターなど）や販促イベントなど「日本の広告費」で
捕捉されていないプロモーション関連費用で約6兆円、さらにリ
ベートなどの販促費で約15兆円など、合計２８兆円程度が営業・
マーケティングにつぎ込まれていると見込まれるにもかかわらず、
投資に対するリターンはきちんと把握されていない。さらに、販
売量やマーケットシェアを守るために、流通チャネルに対する販
促費の増額にも手をつけたくなりがちだ。しかし、これらはいず
れも、近視眼的に飛びつくと、ブランド価値を損なう結果に陥り
やすい。

　この困難な環境を克服し、勝者となるのは、事業の成長や顧
客ロイヤルティ向上を導くドライバーは何かを深く理解し、科学
的かつ戦略的なマーケティング施策を策定・実行できる企業で
ある。こういった企業は、広告費だけでなく、販促費や新たなプ
ロモーション手段も含めた営業・マーケティング投資の総額をき
ちんと把握し、これらの施策によって、どのくらいの追加的な売
上向上が見込めるのかを的確に理解している。また、常に消費
者の購買行動のどのステップで、自社の営業・マーケティング活
動に改善の余地が大きいかを把握し、投資効果の高い打ち手を

1株式会社電通「日本の広告費」による。
 http://www.dentsu.co.jp/news/release/2008/pdf/2008008-0220.pdf



編み出し、そこへ集中的に投資するよう努めている。そして、
広告などの旧来のマーケティング手段以外に、顧客にリー
チするための新しい有効な手段の実験と探求を（たとえば、
ロイヤルティ・プログラムやCRMへの投資なども含めて）
継続的に行なう勇気をもっている。

基本に立ち返る

　多くの企業は、マーケティング投資を個別の分野ごとに
最適化しようとしてきた。しかし、マーケティングの効率を左
右するあらゆる要素に対する包括的なアプローチをとって
いる企業は、ほとんどないのではなかろうか。それにはまず、
明確な目標を設定したり、どのようなマーケティング手段が
投資効果が最も高いかを判断したりするためのツールが必
要だが、これを持っていないケースがあまりに多い。マーケ
ティングの投資対効果を測る分析は複雑だが、こういった
分析なしに立案されたマーケティング施策が、かえって市
場に甚だしい混乱を招くことを考えれば、必須のプロセス
だと言えよう。さらに、企業は常に、競合環境の変化を反映
した最新の状況を定量的に把握しておく必要がある。

　包括的アプローチでは、マーケティング活動全体を視野
に入れてマーケティングプロセス全体を最適化することに

なる（図1参照）。最上位の概念が、ポートフォリオおよび
ブランド戦略である。その下に、消費者セグメントに対する
洞察、購買行動に対する理解、マーケティング計画、マー
ケティング施策の実行、マーケティングのインパクトという、
マーケティング効率を左右する5つの要素がある。理想的
には、この5つの要素すべてにわたって、自社のマーケティ
ングの効率を評価すべきだが、まずは最も改善の余地が
大きい分野に集中して取り組むだけでも、驚くほど迅速に
結果を出すことができる。この5つの要素は、ケイパビリティ
（組織能力）のプラットフォームに支えられている。このプ
ラットフォームには、組織の連携、統合されたプロセス、指
標重視の風土、分析能力、ITシステムおよびインフラ、と
いった要素がある。
　
ポートフォリオおよびブランド戦略　多様なセグメントを
ターゲットとするブランドポートフォリオを擁する企業のう
ち、戦略上の優先順位と市場環境に応じて、メリハリのあ
る投資を行っているところは極めて少数だ。まず、ブランド
に関わるすべての意思決定の基となるポートフォリオ戦略
を策定する必要がある。ポートフォリオ戦略があれば、そ
れに従って、それぞれのブランドの成長、市場シェア、各セ
グメントのニーズを満たす能力などに関わる目標を設定す
ることができる。また、競合環境に応じて、どの地域あるい
は事業部門に投資すべきか、という点も明確になる。この
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図 1. 包括的マーケティング・アプローチ
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過程で優先順位をはっきりさせることは、個々のブランドの
マーケティング予算を策定する指針となる。

　企業がこの段階で犯しやすい誤りは、ポートフォリオ全
体に投資を分散させてしまうことだ。これは、小規模なが
ら急成長しているブランドに対する投資が過少となったり、
大規模で安定したブランドに対する投資が過多となったり
する結果を招きがちだ。このような不合理な投資を是正す
ると、即座に収益が上がる可能性が高い。たとえばある企
業は、ポートフォリオ内で投資を再配分したところ、利益を
9％伸ばすことができた。この企業は、マーケティング予算
を売上に応じて国やブランドに振り分けるのではなく、見
込まれるリターンに応じて広告・販促費を割り当てるモデ
ルを採用した。この再配分により、支出を5％削減できたに
もかかわらず、2億ドル以上の価値創出を実現したのである。

消費者セグメントおよび購買行動に対する洞察　マーケ
ティング効果を上げるための次の重要な要素は、各ブラン
ドおよびセグメントについて、提供価値とキャッシュフロー
目標を明確に定義することだ。これにより、ブランドに対す
る投資や新商品の投入についての方向性を示すことがで
きる。とりわけ重要なのは、マス広告（従来型のマーケティ
ング）とそれ以外のマーケティング施策（流通チャネルへ
のインセンティブや販売促進活動など）を併せて、マーケ
ティング投資を包括的に管理することだ。これらの予算は、
別部門の管轄下にあることが多いため、全社最適となる資
源配分を全部門に明示するだけで、大きな効果が見込める。

　全社最適での資源配分を決めるにあたって、私たちは次
の3つの分析を推奨している。

◇ ターゲット消費者セグメント、特にヘビーユーザーの分析

◇ 購買行動の分解、すなわち、商品を認知するところから、
購入を検討し、店舗に出向き、購入して、ロイヤルユー
ザーになるまでの、消費者の購買行動のどのステップで、
自社のマーケティング活動に改善の余地があるかの理解

◇ 上記の購買行動のステップにおける決定的なポイントで、
ターゲット消費者にリーチできるマーケティング手段、お
よび、それらの費用対効果。

　図2は、購買行動のステップにそって、ひとつのステップ
から次のステップに進む割合を、競合するA社とB社で比較
したものである。A社製品の認知度（80％）はB社製品の
認知度（69％）より高い。 だが、A社製品の場合、消費者
が認知してから、購入を検討し、店舗に出向くという行動
に進む割合が低いため、実際に購入し、愛用するに至る消
費者はB社より少なくなっている。

マーケティングの計画と実行　ひとつのカテゴリーについ
て最適な投資レベルとメディアミックスを決める際、競合
他社ばかりに目を向けている企業もある。相対シェア・オ
ブ・ボイス（SOV、広告露出量シェア）は、成熟したカテゴ
リーにおいて、もしくは広告投資額やシェアが安定してい
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図 2. 購買行動のどのステップに
 改善の余地があるか



る場合には、有効な指標になりうるが、急成長しているカ
テゴリーや、競合が互いに他社より多く投資しようとしてい
る場合、あるいは、各社のポジションが流動的な場合には、
SOVだけを重視するのは危険である（各社が広告費用を
毎年100％ずつ増やしたら、どのような悲惨な結果になる
かを想像していただきたい）。SOVは、あるカテゴリーにお
ける競争力を示しうる指標のひとつではあるが、見境なく
利用すべきではない。

　最適なメディアミックスを決定するには、以下にあげるよ
うに、さまざまな角度から検討する必要がある。

◇ 消費者が実際に、どこで、どのように商品を使っている
のか、実態をつぶさに観察する。

◇ 現在のパフォーマンスを維持するにはどれくらいの投資
が必要か、売上やシェアを拡大するにはどの程度の投
資が必要か、を見極め、それぞれのカテゴリーやブラン
ドの戦略上の位置づけに見合った投資を検討する。

◇ 新しいマーケティング手段を試す。

◇ 広告の打ち方に関わる選択肢を常に見直す。たとえば、
どの媒体を使うか、TV広告の時間帯はプライムタイムか
その前後か、集中的に出すか継続的にするか、リーチを
広げるかフリークエンシーを上げるか、マスを対象とする
かセグメントを絞り込むか、など。

　旧来の広告には目を向けない消費者も増えているため、
新たな手段を試している企業もある。たとえば、伝えたい
メッセージをエンターテインメント性のあるコンテンツの形
で発信するブランデッド・エンターテインメント、スポーツ・
文化イベントなどのスポンサーシップ、テレビ番組や映画
の中で企業の商品を登場させるプロダクト・プレースメント、
口コミで利用者を広げるバイラル・マーケティングなどがあ
げられる。米国では、スポンサーシップの成長率は2006
年、8％を超えるレベルに近づき、プロダクト・プレースメン
トの市場規模は2009年には69億ドルにのぼると見込まれ
ている。だが、必ずしも、これらの新手法を最大限活用し
ようと躍起になる必要はない。これらはあくまで代替的手
段であり、他のマーケティング手段と組み合わせて活用す
ることを考えたほうがよい。

マーケティングのインパクト　宣伝した商品についての認
知が実際の購入に結びついているかどうかをつきとめない
限り、何人の消費者が広告と接触したかを追求する意味は
ない。多くの企業が、各ターゲットセグメントについて、媒
体の組み合わせやカバレッジ、メッセージの内容を検証
する新たな方法を試している。結果はデータベース化され、
今後のキャンペーンで高いリターンが見込まれるものには
十分な資金が投じられ、見込みの薄いものについては予
算を削減するなどのコントロールが可能になっている。多く
の企業は、広告代理店と共同でこの問題に取り組んでいる
が、社内で精度の高い投資対効果の測定方法を開発する
ことも検討すべきである。

ケイパビリティ　今日では、効率的なマーケティングを行
なううえで、ITシステム・ツールの役割がかつてないほど大
きくなっている。しかし、データを収集するだけでは道半ば
だ。生データを、戦略的に活用できる情報へと転換できて
はじめて、優位性が生まれるのである。そのためには、関連
部門間での密な連携が必要だ。

　マーケティングの目的と、プロセス・指標・インセンティ
ブなどの整合性をはかるため、組織内部にマーケティング
プロセス全体に責任を持つチームをおくことが必要となる。
変化の早い環境に適応できるよう、このチームは新たなア
プローチを積極的に取り入れることを厭わない組織でなけ
ればならない。こまめな軌道修正や迅速な展開が可能な、
柔軟なプロセスを根付かせれば、間違いなく目標を達成す
ることができるはずだ。

マーケティング効率の高さで、
競合優位を築く

　新しいマーケティングモデルを組織に根付かせ、持続的
に進化させていくためには、ケイパビリティの向上が求めら
れる。そのカギとなるのが、ふたつの変革である。ひとつは、
マーケティング戦略を企業戦略と整合性のとれたものにす
ること。もうひとつは、勘に頼ったやり方から、定量的な効
果測定や科学的分析に基づいたやり方へ変換していくこと
である。流通パートナーやサプライヤーに支援を求める企
業もあるが、自らの力でこれを行おうとする企業もある。信
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頼できるデータを引き出し、最適な効果を生み出すための
秘訣は、戦略的視点で分析ツールを設計することだ。自社
の組織がマーケティングの大変革を行う準備ができている
かを評価するには、次の5点について自問してみるとよいだ
ろう。

◇ 自ら進んで厳しい選択をするつもりがあるか？　チャン
スが最も大きい分野に投資するために必要なトレードオ
フを理解しているだろうか。

◇ 消費者について深く理解しているか？　購買行動の重
要なポイントでヘビーユーザーにリーチできているだろう
か。自社の商品のヘビーユーザーがどんなメディアと接
触し、どんな購買行動をとっているのか、彼らの行動が
一般消費者とどのように異なるのか、を理解しているだろ
うか。

◇ マーケティングミックスの多様な可能性を試みているか？
従来の手法と新しい手法を比較するのに加え、多様な
市場でさまざまな手法を試して、その結果を検証してい
るだろうか。実験と検証を通して知識・能力を高めていく
ことを奨励する風土が醸成されているだろうか。

◇ 自社の持続的優位性を築くために、ケイパビリティを
高めているか？　営業・マーケティング投資に対するリ
ターンを正しく測定できているか。消費者を深く理解し
ているかどうかを、定期的に検証しているか。それに基
づき卸や流通代理店とより効果的に協働しているか。

◇ 組織全体で取り組んでいるか？　マーケティングのリ
ターン最大化に注力するよう組織全体に働きかける、経
営幹部レベルの推進者がいるだろうか。モチベーション
の高い人々を惹きつけ、社内にとどまらせることができて
いるだろうか。

　企業の予算において、マーケティングは大きな割合を占
めることが多く、全体の5～15％に及ぶことも少なくない。
しかし、他の予算項目と比べると、厳密に管理されている
とは言い難い。マーケティングがますます複雑になるにつれ
て、マーケティングの投資効果向上はより重要な課題になっ
ている。今日、企業戦略に合致したマーケティングを行う能

力と、営業・マーケティングの投資対効果を測定する能力
に、企業の存亡かかっているといっても過言ではない。営
業・マーケティングに投資しても期待しただけの成果が上
がらないとすれば、それは誤った方程式を用いているから
かもしれない。

 津坂　美樹
 ジョン・ボガート
 イエンズ・ハルゾウ
 ヒューバート・シュー
 ジョー・マンゲット

原題：Smarter Marketing for Tougher Times

津坂　美樹
BCG東京事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

ジョン・ボガート
BCGトロント事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

イエンズ・ハルゾウ
BCGコペンハーゲン事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

ヒューバート・シュー
BCG香港事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

ジョー・マンゲット
BCGトロント事務所　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
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Opportunities
for Action

景気後退期のM&A
その利点

　米国サブプライム問題に端を発した世界的信用収縮の動きは、
M&A市場にも大きな影響を与え、世界のM&A市場は減速して
いる。だが、マルチプルを押し上げていたプライベートエクイティ
の資本が後退した今の状況は、戦略的なM&Aを通じた成長を
考える企業にとって好機ともいえる。

　景気後退期1にはM&Aから手を引く企業が大半だが、BCGの
研究によれば、戦略に合致した案件であれば、経済が低迷して
いるときこそM&Aに理想的なタイミングであることが多い。統計
的に見ても、平均すると景気後退期のディールのほうが株主価
値を創出し、より高いリターンを実現する可能性が高いことがわ
かる。

　景気後退期におけるディールの成否は、適切なタイプの企業、
特に収益性は低いが財務状況が健全な企業に的を絞れるかど
うかにかかっている。だが同時に、いかなる経済状況の下でも当
てはまるM&Aの基本原則もおろそかにはできない。

景気後退期のM&Aの力を活用する

　M&A案件の半数以上が、買収側企業の株主価値を損ねる
結果となることは広く知られている。だが、ディールを景気サイ
クルで分析すると、この話の違った面が見えてくる。BCG M&A
レポート2003年版　“Winning Through Mergers in Lean 
Times”2は、M&Aを行った企業の２年間のパフォーマンスを比

1ここでは、実質GDP成長率が調査対象期間の平均(3％)未満の期間を「景気
後退期」と定義している。
2“Winning Through Mergers in Lean Times: The Hidden Power of 
Mergers and Acquisitions in Periods of Below-Average Economic 
Growth”　(2003年7月)
http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/files/Winning_T
hrough_Mergers_Lean_Times_Jun2003.pdf



較し、景気後退期のM&Aが平均8.3%の価値を生み出し
ているのに対し、好況期のM&Aは企業価値を6.2%も損
ねる結果となっており、両者の間に14.5%ポイントもの差
がついていることを明らかにした（図1参照）。

　興味深いことに、好況不況に関わらず、M&Aの公表当
初は、市場は否定的な反応を示す傾向にある。ところが、
長期的に見ると、景気後退期のM&Aは好況期のM&Aよ
りも大きな価値を創出している。景気後退期のM&Aの長
期的な優位性は、従来の短期的に「安く買って高く売る」
という原理では説明がつかない。むしろ、経済状況が厳し
いときの方が、買手はより高いポテンシャルを備えたター
ゲットを巧みに見きわめていることを示しているのだ。これ
はおそらく、１セントにいたるまで無駄にはできないという
意識が働くためだろう。

　それでは、景気後退期のM&Aにより大きな価値を生み
出している企業は、どのように成果をもたらすターゲット企
業を見きわめているのだろうか。

景気後退期の勝ち組を見きわめる

　景気後退期のM&Aを通じて大きな価値を生み出す買
収側企業は、収益性が低く、かつ、財務状況が健全な企
業を厳選している。

自社より収益性の低い企業を選ぶ　好況期・景気後退期
それぞれにおいてM&Aを通じて価値を創出した事例につ
いて、買収側と被買収側企業の収益性の差をキャッシュフ
ローROI(CFROI)で測ってみると、その差は歴然としてい
る。景気後退期のM&Aを通じて企業価値を創出した案件
では、好況期のM&Aを通じて価値を創出した案件と比べ、
収益率の差が実に5倍もある（図2参照）。また、調査対象
企業が景気後退期に行ったM&Aを見ると、自社より高収
益の企業を買収した場合、創出された価値は株式市場の
平均レベルである一方、自社よりも低収益の企業を買収し
た場合には、市場平均を14％も上回る価値が創出されて
いる。この調査結果は、M&Aの成功にはごく短期に利益
を拡大することが不可欠であるという通念に疑問を投げか
けるものだ。

　上記の分析結果は、景気後退期のM&Aで価値を創出
した企業は、自社より収益性がかなり低いターゲット企業
を買収して、オペレーションを改善し、その結果、収益性が
向上することで価値創出を実現していることを示している。
景気後退期のM&Aで価値を創出したケースでは、ディー
ル公表の2年後のCFROIは1.3%改善しており、これは好
況期のM&Aで価値を創出したケースでの改善幅(0.4％)
の3倍以上である。その上、収益性の絶対値も平均10.4%
と、好況期に価値を創出したM&Aにおける7.8％を凌駕す
る。景気後退期に価値を創出したM&Aでは、買収側企業
はキャッシュフロー・マージンと資産効率を改善することに
より利益を確保しているのである。

　しかしながら、単にパフォーマンスの低い企業を選びさ
えすれば、M&Aが成功するわけではない。すぐに導入で
きる妥当なビジネスプランを伴った買収であることが、ター
ゲット企業の収益性を改善するには必要不可欠だ。重要
なのは、業績が悪く、「同時に」財務状況が健全な企業を
ターゲットに選ぶことであり、これが難しいところでもある。
収益性の低さは往々にして財務状況をも悪化させるからだ。

景気後退期のM&A　その利点	 �

公表
5日前

景気後退期のM&Aは価値を創出する傾向

好況期のM&Aは価値を破壊する傾向

公表
5日後

1年 2年

10.4%
ポイント

累積相対株主収益率
(合併公表時 = 100）

公表日前後

公表年末

94.1
93.8

108.3

104.5

5.9%
ポイント

95.5

97.4

97.8

110

105

100

95

90

101.4

14.5%
ポイント

図 1. 景気後退期のM&Aは高いリターンを実現

注： この分析はBCGレポート "Winning Through Mergers in Lean Times: The Hidden 
Power of Mergers and Acquisitions in Periods of Below-Average Economic Growth"
（2003年6月）より引用
出所： Thomson Financial/SDC Platinum、BCG 分析
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財務内容が健全な企業を選ぶ　景気後退期に買収を計
画する側の懸念のひとつは、M&Aが自社の財務の足かせ
になるのではないかという点だ。ターゲット企業の財務の
足腰が弱い場合はその懸念は否めないが、BCGの調査に
よれば、ターゲット企業が健全な財務状況にあり、最小限
の負債しかない場合、M&Aはむしろ買収企業のポジショ
ンを向上させるものとなる。

　景気後退期に健全なターゲット企業を選んだ買手は、そ
うでない場合と比較して、株価にポジティブな影響を受け
ている可能性が高い。アルトマンのZスコア（倒産リスクを
数値化したモデル）を使って、調査対象としたターゲット企
業の財務内容の健全性と、買収側企業の株価への影響を
分析してみると、M&Aの2年後に、健全なターゲット企業
を選んだディールの56.8%が価値を創出しているのに対し、
そうでない企業の場合は39.3%にとどまった（図3参照）。

　成功のカギを握る要因のひとつはレバレッジの低さだ。
具体的には、景気後退期に価値を創出したターゲット企業
は、資産に対する負債の比率が平均47％であるのに対し、
価値を損なう結果となったターゲット企業の場合は61％
だった。一方、平均を上回る経済成長が続く期間において

は、ターゲット企業の負債状況と全体的な財務状況は、企
業価値に対して相対的にわずかな影響しか与えていない。

　さらに重要なのは、景気後退期に健全な企業を買収す
ることで、買手の支払い能力がむしろ改善することだ。健
全な企業を買収した事例を比べてみると、景気後退期の
M＆Aは、好況期のM&Aよりもインタレスト・カバレッジ・
レシオ（税引き前金利控除前利益（EBIT）が支払利息の
何倍であるかを表す比率）を大幅に改善させている。景気
後退期の健全な企業の買収が、インタレスト・カバレッジ
を約16％（6から7へ）改善させている一方、好況期の買収
案件はターゲットが健全な企業であっても、これを約10％
（5.9から5.3に）悪化させている。

ターゲット企業選定の基本原則

　ここまで、景気後退期のM&Aに特有の、ターゲット企
業選定にあたって留意すべきポイントについて考察してき
たが、言うまでもなく、どんな経済状況においても買い手
企業がターゲットを見きわめる際に留意すべき基本原則が
ある。最後にそのポイントを簡単にあげておく。

図 2. 景気後退期のM&Aを通じて価値を創出した例では、買手･ターゲットの収益性の差が大きい

1. 合併公表日の5日前から2年後までの相対株主リターンがマイナスの案件
2. 合併公表日の5日前から2年後までの相対株主リターンが0%以上の案件
注： この分析はBCGレポート "Winning Through Mergers in Lean Times: The Hidden Power of Mergers and Acquisitions in Periods of Below-Average Economic Growth"（2003年6月）より引用
出所： BCG M&A リサーチセンター、Thomson Financial/SDC Platinum
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◇ 小規模の企業を選ぶ　上場企業同士のM&Aの場合、
ターゲット企業の規模が買手企業と比較して大きいほ
ど、失われる価値は大きくなる。ターゲット企業の価値
が買収側企業の価値の50％を超えると、それが10％未
満である場合と比べて2倍近くの価値を損ねる。さらに、
BCG　M&Aレポート2007年版3が示すとおり、ディール
の規模も重要となる。たとえば、10億ドルを超えるM&A
の場合、より小規模なM&Aと比べ、損なわれる価値は2
倍近くとなり、大きなターゲット企業を統合することの難
しさを反映している。

◇ バリュエーション・マルチプルが低い企業を、プレミア
ムを支払って買収する　買収側企業は往々にして、何と
かしてプレミアムを最小限に抑えようとする。だが、BCG  
M&A レポート2007年版では、価値を創出したM&A案
件のプレミアムが21.7%なのに対し、そうでない案件の
場合は18.7%であるとしている。通常、平均（14.7％）を

上回るプレミアムを支払う買収側企業は1.5%高いリター
ンを確保しており、このようなディールでは、価値を創出
するM&A案件の割合も5％近く大きい。最大の価値を
創出する組み合わせは、高いプレミアムと低いマルチプ
ルである。高いプレミアムが必ず高い価値をもたらすとい
うわけではないが、市場の評価が高くない（マルチプル
の低い）企業に平均を上回るプレミアムを支払うことは、
買収側企業が市場の認識していないターゲット企業の
価値を見出した、というメッセージであり、正しいディー
ルを見極めたというプラスのシグナルを市場に送ること
ができる。

◇ キャッシュ･イズ･キング　上場企業同士の買収において
は、全額をキャッシュで支払うことがその後の企業価値に
はるかに大きなプラスの影響を与える。この理由としては、
株式や、株式とキャッシュの組み合わせ、その他の手段
の組み合わせによる支払いによるディールに比べ、キャッ

アナウンスメント効果 2年後のパフォーマンス
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出所： BCG M&A リサーチセンター、Thomson Financial/SDC Platinum、エドワード I. アルトマン　"Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediciton of Corporate Bankruptcy,"
 　　  The Journal of Finance, 1968年9月

図 3 景気後退期には財務内容の健全な企業の買収が有利
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3“The Brave New World of M&A: How to Create Value from 
Mergers and Acquisitions”　（2007年7月）
http://www.bcg.co.jp/publications/globalreport/2007.html
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シュでの投資の場合、買収側企業が慎重な検討の結果、
資本コストよりも高いリターンを達成できると判断したと
いうシグナルを市場に対して送ることになる、という説明
が最も妥当であろう。

◇ 習うより慣れろ　企業のM&A活動レベルと株式市場
でのパフォーマンスの関連を分析したところ、積極的な
M&Aによる成長戦略を追求するタイプの企業の10年間
のシェアホルダーリターンの中央値は、自前の成長戦略
をとる企業、また自前の成長とM&Aを組み合わせる混合
型戦略をとる企業のパフォーマンスと比べ高い、という結
果となった。さらに重要なことには、なかでも最も買収に
積極的な企業群は最高のリターンを上げており、まさに
「習うより慣れろ」が正しいことを示唆している。4

◇ 収益を伴った成長が不可欠　M&Aによる成長を目指
す企業にとっても、価値を創出する成長には、資本コス
トを上回る収益性が絶対条件となることは同様で、採
算の取れない成長は価値を破壊する。ディールに着手す
る前に、買収側企業はターゲット企業の収益性が加重
平均資本コストの閾値を上回っていることを確認しなけ

ればならない。さらに、この条件を満たしていたとしても、
ターゲット企業の事業部門それぞれを吟味し、価値を壊
しかねない事業を見きわめることが重要だ。景気後退
期は、事業部門を売却するのに適した時期でもある。

 ジェフ・ゲル
 イエンズ・ケンゲルバッハ
 アレクサンダー・ルーズ

ジェフ・ゲル
BCGシカゴ事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

イエンズ・ケンゲルバッハ
BCGミュンヘン事務所　プリンシパル

アレクサンダー・ルーズ
BCGベルリン事務所　パートナー＆マネージング・ディレクター

本稿は、BCG report “The Return of the Strategist: Creating 
Value with M&A in Downturns” （2008年5月）の第2章、“The 
Advantage of Doing Deals in Downturns”　を翻訳・再編集した
ものです。同レポート全文は弊社ホームページでご覧いただけます。
http://www.bcg.co.jp/publications/globalreport/2008.html

弊グループでは、企業経営に関する様々なテーマについてコンサルティングサービスを提供しております。
ご関心をお持ちの方は、下記までお問合せください。

　　秘　書　室　久
く す み
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4詳しくは、以下の出版物をご参照ください。
展望Vol. 159「M&Aの幻想と真実」（2006年5月）
http://www.bcg.co.jp/publications/tenbo/2006.html
BCGレポート「M&A(合併・買収)による成長」(日本語版、2004年7月)
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