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★事業承継・M＆A(2)★ 

 先月は、日本の事業承継の現状と今後の動向を紹介させていただきました。今後、個人事

業者の 70％、中小企業法人の 30％が廃業する予測の中で、残りの中小企業法人は、事業承

継として、親族への承継、従業員への承継（TOB）に加え、他の企業に事業を譲渡（M&A）

する方法等を選択します。今月は、事業承継等と M&A について、その状況を紹介します。 

 

１、事業承継や廃業等の類型と長短所 

（１）親族内承継 

    親族内承継とは、経営者の子（配偶者）その他親族に事業を承継させることです。 

   親族内承継では、子（配偶者）への承継が多数を占めています。その長短所は、次の

通りです。 

長所 短所 

①後継者を早期に決定でき、後継者教育のた

め、長期の準備期間を確保できる。 

②後継者とすることに関し、従業員、取引先、

金融機関等の理解が比較的得られやすい 

 

①これからの事業環境はさらに厳しいこと

が想定されるため、親族内に、経営者とし

ての資質を有する者を探すのが困難。 

②後継者は、債務に対する個人保証を敬遠

する傾向があり、承継に消極的。 

③事業承継のための租税負担、他の親族と

の相続財産の分割問題。 

 

（２）従業員等への承継 

    これは、企業の従業員等の中から、経営者としての資質のある者に事業を承継させ

る方法です。通常、従業員による株式購入（MBO）により、経営権が委譲されます。

その長短所は、次の通りです。 

長所 短所 

①親族内だけでなく、会社の内外から広く候

補者を求めることができる。 

②特に社内で長期間勤務している従業員に

承継する場合は、経営の一体性を保ちやす

い。 

 

①後継者候補に株式取得等の資金力が無い

場合が多い。 

②企業借入金、個人債務保証の引継等に、

従業員が消極的。 

③後継者に経営能力があるかどうかの判断

が難しい。 

 



（３）廃業 

    企業の後継者として、親族や従業員等がいない場合、選択として廃業、法的整理、

他人への事業譲渡（M&A）等があります。 

    廃業とは、企業の取引関係を清算し、企業が持つ資産負債を処分・整理し、その結

果、資金等が残った場合には、株主に分配することで、企業そのものを法的になくし

てしまうことです。その長短所は、次の通りです。 

 

長所 短所 

①事業に将来性がない場合、経営者自ら事業

の整理を行うことで、取引先や従業員等に

迷惑をかけないようにすることができる。

②残金がある場合、投資（株式等の出資）の

回収を図ることができる。 

③経営者としての苦労から解放される。（親

族や従業員への承継の場合、承継後も相

談・支援・対応が求められる場合が多い）

①赤字が継続し、債務超過状態にある場合、

廃業するには、経緯者の個人資産等で補

填する必要がある。 

②資産・負債を処分した結果、多額の資金

が残る場合、みなし配当課税により多額

の税金負担となる。 

③企業に多額の借入金がある場合、自主廃

業できず、自己破産等の法的整理となる。

 

（４）企業再生と法的整理 

    多くの中小企業法人や個人事業者の中には、赤字が継続し、多額の借入金を有し、

債務超過となっている企業が数多くあります（中小企業の約 70％が赤字）。リーマン

ショック後、政府は景気対策（貸し渋り対策）と称して、政府による信用保証に加え、

金融機関に対し、赤字企業や債務超過企業にも継続して融資を行うように指導して

きました。このため、本来なら、資金繰りができず倒産している企業がゾンビのよう

に生き残り、現存しています。 

    しかし、金融機関の体力にも限界があります。また、少子高齢化・人口減少により、

国内需要は毎年減少しており、新たな投資等ができない場合、業績改善を実現できる

企業は限られています。 

    業績の改善が難しい企業では、親族への事業承継、従業員への事業承継、自主廃業、

M&A 等の方法も望めません。残された方法は、事態がさらに悪化しないうちに、企

業再生や法的整理により、事業を再生・整理することが望まれます。 

    企業再生や法的整理の方法としては、次のような方法があります。 

   ①企業再生 

     企業再生の場合、債権者の協力（債権切捨て）が必要です。仕入先・下請等の取

引先、金融機関、従業員等の協力を得るとともに、再建の協力者が必要となります。 

    企業再生の方法としては、次のようなものがあります。 

    イ、民事再生法による民事再生 



    ロ、会社更生法による会社更生 

    ハ、企業再生支援機構による事業再生 

   ②法的整理等 

     経営内容の厳しい企業のほとんどが、法的整理の方法を採用しています。しかし、

個人資産が全くない経営者の中には、企業を放置して、借入金の返済もせず、買掛

金や未払金の支払いをしない者もいます。このような企業（経営者）との取引を行

わないようにすることが必要です。 

企業整理の方法としては、次のようなものがあります。 

    イ、会社法による会社整理 

    ロ、自己破産による整理 

 

（５）M&A 

    M&A とは、他の事業を合併や買収等により、取得することです。M&A の形態は

多種多様であり、欧米を中心に、経営資源の獲得、新規事業の早期立ち上げ、事業規

模の拡大、経営の効率化等を目的に、件数も増加しています。 

    最近では、中国企業による M&A が増加しています。また、欧米ばかりでなく、日

本を含め、アジア地区でも件数が増加しています。 

    日本では、中小企業の後継者難から、事業を売却する企業も増加しており、また

M&A を仲介する M&A 仲介企業が増加し、M&A 市場が成長市場から成熟市場にな

りつつあります。 

事業承継という観点から、その長短所は、次の通りです。 

     長所   短所 

①身近に後継者に適任な者がいない場合で

も、広く候補者を外部に求めることができ

る。 

②企業価値が高い場合、廃業より低い租税負

担で、株式売却の利益を獲得できる。 

 

①希望の条件（従業員の雇用、価格等）を満

たす買い手を見つけるのが困難である。

②高い M&A 報酬を支払う。 

③経営の一体性を保つのが困難である。 

④中小企業の M&A 場合、5 年～10 年後に

は、元の会社名は消え、元の従業員は転職

している場合がみられます。 

 

２、M&A の現状 

   欧米ばかりでなく、日本やアジア地区でも増加している M&A の状況は、次の通りで

す。 

（１）国内外の M&A の件数 

    M＆A 助言のレコフが把握している 2017 年の M&A の件数は、約 3,000 件です。 

2018 年 1 月～7 月実績では、2017 年の 1 月～7 月実績を上回り、2011 年以降、



年々増加しています。 

2017 年の実績と特徴は次の通りです。 

   ①日本企業間での M&A 

     M&A の当事者が、双方とも日本企業である M&A の件数は、約 2,200 件(73％)

です。M&A の件数は、2011 年以降増加に転じ、2018 年に入っても増加していま

す。 

②外国企業と日本企業間での M&A 

  日本企業が外国企業を買収する件数は、約 600 件（20％）、外国企業が日本企業

買収する件数は約 200 件（7％）です。 

   ③日本企業間の M&A 件数が増加 

     M&A の件数としては、日本企業間の M&A が増加していますが、外国企業と日

本企業間での M&A 件数は、ほとんど変化はありません。 

 

           国内外の M&A の件数（推移） 

 

                                （出典：レコフ） 

（２）M&A 取引金額 

    M&A の取引金額は、2017 年では約 14 兆円ですが、その多くは、日本企業が外国

企業を買収するために支払った金額です。 

   ①日本企業間での M&A の取引金額 

     2017 年、日本企業間の M&A での取引金額は、約 2 兆円であり、全体の約 14％

程度です。M&A 件数は全体の 73％ですので、取引金額が小さいのが特徴です。そ

の理由は、中小企業に対する M&A が大部分を占めることによります。    

 

            国内外の M&A の取引金額 



 

                             （出典：レコフ） 

②外国企業と日本企業間での M&A 

     日本企業による海外企業の M&A 取引金額は、約 8 兆円であり、外国企業によ

る日本企業の M&A 取引金額は、約 4 兆円です。国際間の M&A は、取引件数が少

ないが、1 件当たりの取引金額が高額になります。 

 

（３）投資会社の日本企業に対する M&A 

    従来、M&A は、事業会社間の取引が多くみられましたが、最近では、ファンド（投

資会社）による取引が増加しています。 

 

投資会社（国内・海外）の日本企業に対する M&A 件数 

 
                            （出典：レコフ） 

   2017 年、日本の投資ファンドによる M&A は約 500 件であり、海外投資ファンドに



よる M&A は、100 件です。 

   企業間の M&A と比較し、投資ファンドによる M&A の特徴は次の通りです。 

①利益の配当 

企業株式の取得による買収を行い、買収企業に、専門の経営者を派遣し、事業を行

わせ、事業で生じた利益から配当を受けることで、収入を得ます。 

  ②投資回収 

投資先の企業が、事業を拡大し、その結果、株式を公開した場合には、保有株式の

売却で投資回収をし、また企業そのものを譲渡することにより投資回収を図ります。 

  ③低利の投資資金が豊富 

    投資ファンドの資金は、一般投資家、金融機関、企業や政府から、低利（年１％前

後）で集めた豊富な資金であり、資金出資者に支払う金利よりも高い投資利回り（年

3％程度）が得られる安定収入の案件であれば、投資を実行することが多くみられま

す。 

 

３、TOB の状況 

（１）大手企業の TOB 

 

財務局に届出を出した TOB の件数（推移） 

 

                            （出典：レコフ） 

 

   上記の表は、TOB として財務局に届け出た件数です。財務局に届ける義務があるの

は、公開会社等一定の要件を満たす会社が対象であるため、中小企業は、この表にはほ

とんど現れません。 

（２）増加する従業員等への事業承継 



    中小企業法人において、従業員等を事業承継者とする件数は、M&A の件数よりも

多く、最近では、親族に後継者がいない場合も多く、従業員に承継する方法が急増し

ています（事業承継ガイドライン・中小企業庁）。 

従業員等に事業承継する方法としては、次のようなものがあります。 

①従業員持株会を利用した事業承継 

     従業員のうち、特定の者が、自己資金で経営者が保有する株式すべてを購入でき

るケースはほとんどありません。従業員持株会が、その企業や金融機関等から資金

を借りて、経営者の株式を購入することで、経営権を取得します。金融機関からの

借り入れは、会社の事業からの配当により、金利と元本を返済します。また、企業

からの借入金に関しては、金利を支払い、元本は一定期間経過後（金融機関の借入

返済後）経に、少しずつ返済していきます。 

   ②金融機関からの借入による事業承継 

     企業の金融資産が豊富にある場合には、一旦、後継者となる従業員が銀行から資

金を借入れ、その資金で経営者の株式を購入し、その後、企業から後継従業員が資

金を借り、金融機関に弁済を行うことで、事業承継を行う場合があります。 

     後継従業員は、自分が経営する会社からの借入金であるため、返済に関しては、

長期の渡り返済すればよく、金融機関からの借金、債務保証の心配なく、事業に専

念できます。 

   ③無償に近い金額で従業員等に引き継ぐ場合 

     多くの中小企業法人では、純資産が少なく、企業価値が少ない場合がほとんどで

す。このため、事業承継にあたり、無償に近い金額で、従業員に事業を引き継ぐ場

合もあります。 

     経営者に退職金を支給すると、企業の評価額は大幅に減少することから、経営者

の出資額に近い金額で、後継従業員に株式を譲渡する場合、また、借入金が多い場

合、個人保証を後継者に変更することだけで、退職金の支給もなく、また株式も贈

与等により無償で渡す場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

★事務所から★ 

台風、地震、豪雨等災の災害が続いています。災害に対する備えを万全にし、安心して

事業活動に専念できるようにして下さい。 （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい）  


