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■１．日本企業の海外M＆Aブーム

　近年、日本企業によるM＆Aが活発である。

図１は、1985年以降の日本企業による国内・海

外を問わず全ての形態のM＆Aの件数を示し

たものである。1980年代後半のバブル経済の

時期に増加傾向を示したこともあったが、基

本的には1990年代末から急増を始めたことが

分かる。その後、2008年の世界金融危機後の

数年間の小休止を経たが、2010年代以降にM

＆Aの趨勢的増加は再び顕著なものになった。

　M＆Aの中でもIn−Out M＆Aとも呼ばれ

る日本企業による海外企業買収が盛んであ

り、買収価格の大型化が進んでいる。2018年

７月21日付日本経済新聞朝刊の記事による

と、2018年上期の日本企業による海外企業買

収額は1,122億ドル（約12.7兆円）と過去最高

を記録し、2000年からの累計額で日米欧の先

進国企業による海外企業買収総額の約３割を

占める規模に達し、欧州企業全体のシェアを

越えたという。日本のドル表示の名目GDP

が米国及びEUの名目GDPの４分の１しかな

いこと、東京証券取引所の時価総額が欧州３

大証券取引所（ロンドン、ユーロネクスト、

ドイツ）の時価総額の３分の１程度に過ぎな

いことを考えると、日米欧企業全体の３割と

いうシェアは、既に日本企業が世界のクロス

ボーダーM＆A市場におけるメインプレーヤ

ーであることを物語っている。

　このような日本企業の海外企業買収に関する

積極姿勢には謎も多い。海外企業買収が急増

セグメント情報で見る
大型海外企業買収の事業パフォーマンス

中央大学商学部金融学科 教授

鯉渕　　賢

■論 文─■

〈目　次〉

１．日本企業の海外M＆Aブーム

２．M＆Aの動機

３．近年の大型海外企業買収事例と直接

的変化

４．買収後の被取得事業のパフォーマンス

５．おわりに



43
月
刊資本市場　2019．10（No. 410）

し始めた2000年代の前半は、日本経済の失わ

れた10年（20年）と重なり、経済全体の不良

債権問題の下で、企業部門は不採算な不良企

業や不良事業をいかに再生するかに追われて

いた。後半以降は、世界金融危機による輸出

の急落等を通じて日本の主要輸出企業部門が

大きな悪影響を受けた時期であり、主な買収先

である米欧地域が金融危機の震源地であった。

　日本企業の海外企業買収のもう一つの謎

は、日本企業の海外企業買収の全般的なパフ

ォーマンスの評価が定まっていないことであ

る。新聞報道等によれば、日本の主要企業に

よる近年の大型海外企業買収は必ずしも成功

しておらず、買収以降に経営悪化に見舞われ

ることが多いとの論調がある一方で、日本企

業の海外企業買収の成功例を賞賛する報道も

あり、評価は明確ではない。例えば、デロイ

トトーマツコンサルティングによる2018年の

レポートは、日本の主要企業1,360社を対象

にしたアンケート調査の回答企業145社の自

己評価として、M＆Aを実行する際に設定し

ていた目標を８割超達成したと回答した企業

を「成功」とし定義し、５割未満と回答した

企業の割合を「失敗」と定義すると、「成功」

割合は全回答企業の37％、「失敗」割合は同

21％、「どちらでもない」割合が42％である

ことを報告している。

　日本企業は、なぜこのように積極的に海外

企業買収を行い、しかも内外の金融危機に見

舞われながらも過去20年間もの長期にわたっ

て継続しているのだろうか。そして、これま

で日本企業が実施してきた多くのM＆Aのう

ち、買収価格が一定額以上の大型の海外企業

買収事例に焦点を当てたとき、そのパフォー

マンスはどのように計測され評価できるのだ

ろうか。本稿の著者は一橋大学大学院の後藤

瑞貴氏と共にこうした問題意識に立って研究

を行った。本稿の以下の記述は、鯉渕・後藤

（出所）経済産業省「我が国企業による海外M＆A研究会報告書概要」（平成30年３月）より著者作成
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（図１）日本企業によるM＆Aの件数：1985年〜2017年
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（2019）の研究成果を基礎にしている。

■２．M＆Aの動機

　良く知られているように、上場企業同士の

企業買収においては、多くの場合、買収側の

企業は買収される側の被買収企業の買収前の

株価を大きく上回るプレミアムを支払って買

収する。標準的な金融理論に従えば、買収企

業が被買収企業の株主にプレミアムを支払う

ことが正当化されるのは、買収による「シナ

ジー」が存在する場合である。シナジーの源

泉の具体的な類型としては以下が挙げられる。

　第１は、合併買収がもたらす企業体の規模

の拡大による規模の経済と範囲の経済であ

る。第２は、サプライチェーンにおける垂直

的統合である。第３は、特定の技術領域や市

場に関する専門的知識やノウハウの獲得であ

る。第４は、同一産業内の競合企業を合併買

収することによる独占的利益の獲得である。

第５は、被買収企業の無能な経営者を交替さ

せることによる効率性の改善である。第６は、

被買収企業の損失によって買収企業の利益を

相殺することによる節税効果である。最後は、

多角化がもたらすメリットである。

　以上のシナジーに起因する買収の動機は取

得企業の株主の利益に合致するものであるが、

一方で、金融理論では、企業買収が必ずしも

買収企業の株主の利益に合致せず、買収を主

導する経営者自身の利益に基づく意思決定が

なされるというコーポレート・ガバナンス上の

利益相反も指摘される。この第１は、経営者

がより規模の大きい企業を経営することで自

身の報酬の増加や名声の高まりを期待すると

いう経営者の「帝国建設（規模拡大）」の動機、

第２は、経営者が自身の経営能力への過信か

ら買収が必ず成功すると信じており、シナジー

によって正当化されない買収が実行されてし

まう経営者の「傲慢（自信過剰）仮説」である。

　以上のM＆Aの動機に関する金融理論上の

論点を、近年の日本企業による大型海外企業

買収に当てはめると以下のようになる。

　第１に、近年の日本企業が志向している大

型海外企業買収は、M＆Aにおける標準的な

シナジー効果の多くを享受できる可能性があ

る。まず大型買収であることは、既に大企業

である事業体を買収することによって規模の

経済及び範囲の経済の獲得をもたらす可能性

がある。また、海外の特定の市場で既に一定

以上のシェアを維持している既存企業を買収

することは、その市場に特化した専門知識や

市場支配力を獲得する上で有効である。そし

て、海外企業買収は取得企業の既存主要事業

と日本市場に集中した事業ポートフォリオを

事業面及び市場面で多角化する可能性がある。

　第２に、大型企業買収そのものが買収企業

の経営組織を肥大化させること、さらに海外

企業買収によって本社と地理的に距離のある

経営組織となることから、買収後の統合プロ

セスにおいてシナジーを享受するよりも、む

しろ経営の複雑さの増加によるリスクや非効

率性が増大する可能性がある。この観点では、
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大型海外企業買収による規模の急拡大と急激

な多角化は買収後の大きすぎる統合費用によ

って企業価値を毀損させる可能性がある。ま

た、大型海外企業買収は、それを実施した経

営者の名声に大きな影響を与えることから、

帝国建設や傲慢仮説というガバナンス上の問

題が生じやすい可能性がある。

　つまり、もし日本企業による大型海外企業

買収が、第１のシナジー効果の存在よりも、

もっぱら第２の買収企業の経営者のガバナン

ス上の失敗によって引き起こされているとす

れば、買収後の被買収企業のパフォーマンス

も低迷あるいは著しく悪化するかもしれな

い。つまり、被買収企業の事業の買収後のパ

フォーマンスを計測し評価することが重要で

ある。以上の観点から、日本の近年の大型企

業買収における買収直後の企業構造の変化

と、買収以降の被買収企業の長期的パフォー

マンスを計測し評価する。

■３．近年の大型海外企業買収
事例と直接的変化

　本研究で考察対象とするのは、日本の上場

企業の事業会社のうち、1999年度から2015年

度の期間に買収価格（会計上の取得原価）

1,000億円以上で海外企業（事業）を買収し

50％以上の株式を保有して連結子会社化（企

業結合）した大型海外企業買収25社37事例で

ある。被買収企業（被取得企業）の所在国別

は、米国19事例、欧州12事例、アジア太平洋

地域４事例である。近年の日本企業の海外企

業買収の対象がもっぱら米欧先進国の企業に

集中していることが分かる。

　取得原価が1,000億円以上の大型事例を対

象にしているものの、取得原価の相対的な大

きさは事例により様々である。本研究では、

各事例における取得原価の大きさを以下の２

つの尺度で評価する。

　まず１つ目の尺度は、取得原価の買収直前

の決算期末における買収企業（取得企業）の

時価総額に対する比率である。これは、買収

前の取得企業の企業価値と比べて当該買収案

件がどの程度の相対的規模であったかを評価

するものである。

　次に、買収により取得企業が被取得企業を

連結子会社にするとき、取得原価が被取得企

業から取得した資産及び引き受けた負債に配

分された純額（純資産）を超過する金額は、

取得企業の連結財務諸表上に「のれん」とし

て計上される。こうして発生するのれんの金

額は、被取得事業の今後の事業展開や事業統

合効果等により期待される超過収益力に対し

て取得企業が支払った対価として解釈され

る。つまり、取得原価の大きさを測る会計上

の一つの尺度は、取得原価が被取得企業の純

資産をどの程度超過するかであり、それはの

れんの純資産に対する相対的な大きさによっ

て示されることになる。図２は横軸に取得原

価−時価総額比率、縦軸にのれん−取得原価

比率を示した散布図である。

　図２において、サンプル事例の取得原価の
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相対的大きさという尺度から、主に２つのグ

ループに注目できることが分かる。第一は、

取得原価−時価総額比率が極めて大きいにも

関わらず、のれん−取得原価比率が低い事例

であり、2013年のソフトバンクグループによ

るSprint買収、2015年に実施された２事例（近

鉄エクスプレスによるAPL Logistics買収、

DMG森精機によるDMG MORI SEIKI買収）

が含まれる。これらの事例では、買収価格は

もっぱら被取得企業の純資産に対する対価に

充てられたことを示している。対照的に、第

２は、取得原価−時価総額比率は中位程度で

あるにも関わらず、のれん−取得原価比率が

極めて高く１を超過している事例である 

2013年の電通によるAegis Group買収、2012

年のダイキン工業によるGoodman買収、

2007年の日本たばこ産業によるGallaher 

Group買収などの事例がこのグループに含ま

れる。これらの事例は、取得原価の大半を事

業統合効果等から期待される超過収益力への

支払に充てている事例であると言える。

　本研究で分析対象の大型海外企業買収事例

25社37事例において、買収直後に取得企業の

連結売上高や連結総資産の増加が顕著である

事例が多く存在した。この観点で大型海外企

業買収は、買収企業の規模の短期的で顕著な

増大に大きく貢献した。さらに、大型の企業

買収は、買収それ自体によって、取得企業の

売上高などの規模だけでなく、その事業構造

や地理的な販売構造も大きく変化させる可能

性がある。日本の上場企業の事業面及び市場

面の構造は、有価証券報告書に記載されてい

る事業セグメント情報と地域に関する情報に

よって把握可能である。37事例について、事

（図２）取得原価−時価総額比率とのれん−取得原価比率
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（図３）買収前後の連結売上高の最大事業セグメント比率と海外地域比率の変化
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業セグメントと地域に関する情報を用いて、事

例ごとの事業面と市場面の多角化の程度を示

したのが図３である。図３は横軸に海外地域

における売上高比率（日本を除く全地域の売

上高合計の連結売上高に占める比率）の買収

前１期（FY−１）から買収後１期（FY１）ま

での変化分、縦軸に買収直前の決算期（FY−

１）に最大の売上高シェアを持っていた事業

セグメントの売上高比率の買収前１期（FY−

１）から買収後１期（FY１）までの変化分を

示している。つまり、縦軸が負の値を取るほど、

買収前の最大事業セグメント以外の事業セグ

メント比率が高まるという意味で大型買収に

よる事業面での多角化の程度が大きい。また、

横軸が大きな正の値を取るほど日本以外の地

域の販売比率が高まるという意味で、市場面

による多角化の程度が大きいと判断される。

　図３が示す主な特徴は、近年の大型海外買

収事例は多角化という観点で見た場合、既存

の最大事業セグメント比率を減少させ、その

他の事業セグメント比率を増大させる事業多

角化よりも、日本地域以外での売上高を増加

させる市場多角化の傾向がより顕著であるこ

とである。買収前後における海外地域比率の

変化分の平均値は約11％であるが、最大セグ

メント比率の変化分の平均値は−2.7％である。

最大事業セグメントの比率の変化分が小さい

ことは、近年の日本の大型海外企業買収にお

いて、主要事業への更なる集中を志向する買

収と事業面での多角化を志向する買収とがほ

ぼ拮抗していたことを示唆するものである。

　さらに、市場面での多角化は海外のどの地

域への依存度を増加させたであろうか。買収

前後で、サンプル事例全体の平均として、日
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本地域の比率が53％から42％へと大幅に低下

する一方で、北米地域が19％から23％、及び

欧州地域の比率が14％から20％へと顕著に上

昇し、アジア地域の比率はほぼ横ばいであっ

た。こうした市場面での変化は、日本企業の

海外企業買収の対象がもっぱら米欧先進国の

企業に集中していることを反映している。

■４．買収後の被取得事業のパ
フォーマンス

　企業買収の実施以降のパフォーマンスを計

測し、その成否を判断するには次のような困

難が伴う。まず、いったん企業買収が行われ

てしまうと、買収した取得企業が買収された

被取得企業と同一の経済主体となってしまう

ため、買収が行われなかった場合とのパフォ

ーマンスの比較が困難である。さらに、買収

以降の長期的なパフォーマンスを計測して評

価する場合には、全般的な企業業績に影響を

与える様々な要素が業績に反映されてしまい、

買収によって引き起こされたパフォーマンス

のみを評価することは困難である。したがっ

て本研究では、被取得企業の買収以降のパフ

ォーマンスを検証するため、取得企業全体の

全社的なパフォーマンスではなく、買収後に

被取得企業の事業が含まれたセグメントに着

目し買収以降の事業パフォーマンスを計測す

る。具体的には、買収後に買収時に発生した

のれんの減損損失の状況と、事業面及び市場

面での売上高成長率と利益率の分析を行う。

　日本の上場企業は、日本基準の他に国際会

計基準（IFRS）や米国基準に基づいて有価

証券報告書を作成しているが、どの会計基準

を採用していても、のれんは企業買収によっ

て取得した資産に付随した取得事業からの超

過収益力の会計的表現であるため、買収後に

のれんに減損損失が発生しているかどうかを

確認することは、買収以降に買収時点におい

て期待された超過収益力が順調に実現してい

るか否かについての情報を提供する。こうし

た観点で37事例の有価証券報告書の記載を精

査すると、37事例のうち、買収後に何らかの

金額の減損損失が発生した事例は10事例（全

37事例の27％）であった。図４は、これらのれ

ん等減損損失発生10事例について、縦軸にの

れん減損損失及びその他の減損損失等の累計

額の取得原価に対する比率、横軸にのれん等

減損損失が発生した年度を示したものである。

　図４によると、のれんの減損損失の累計額

が取得原価の50％を超えるのは３事例（2006

年の東芝のWestinghouse買収、2008年のリ

コーのIkon Office Solutions買収、2013年の

ソフトバンクグループによるBrightstar買

収）のみである。Westinghouse破綻により、

東芝の関連損失は取得原価を大きく上回って

いる。残り７事例では取得原価に対する割合

で見た場合、相対的に限定的な損失であった

ことが分かる。さらに、東芝及びリコーに減

損損失が発生したのは、それぞれ当該企業の

取得から10会計年度及び９会計年度も経過し

た決算期であったことを示している。
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　次に、取得企業の事業セグメント情報と地

域に関する情報を用いて、以下の２つの論点

に留意して、被取得企業の買収後のパフォー

マンスを計測する。

　第１に、企業結合により、被取得企業の事

業の業績は親会社である取得企業の連結財務

諸表に反映される。被取得企業の損益計算書

関連の売上高等のフローの業績が１会計年度

を通して取得企業の連結損益計算書に計上さ

れるのは、企業結合が行われた年度の翌年度

（FY１）においてである。そのため買収後の

被取得企業の事業パフォーマンスを評価する

ためには、FY１を基点にしてそれ以降の年

度の事業セグメントの売上高の推移を計測及

び分析する必要がある。具体的には、FY１

以降の毎年度の１期間の成長率を、前会計年

度の当該セグメントの外部顧客への売上高か

ら当会計年度の当該セグメントの外部顧客へ

の売上高への増加率として計測し、これら毎

期の成長率を、FY１を基点とする計測期間

にわたって乗じることにより得られた売上高

成長率から、計測期間全体についての年率換

算の平均売上高成長率を算出する。

　第２に、買収後の被取得事業セグメントの

売上高成長率の評価において、企業結合の直

接の影響を含まない事業セグメントとの比較

を行う。つまり、当該企業の被取得事業セグ

メントを除く事業セグメントのうち、最大の

外部顧客への売上高を持つ事業セグメントを

「主要既存事業セグメント」と定義し、被取

得事業セグメントと同じ計測期間における売

上高成長率（年率）を計測して被取得事業セ

グメントの売上高成長率と比較する。また、

被取得事業セグメント以外の全ての事業セグ

メントについても同様の比較を行う。

　図５は、本研究の全37事例について、買収

後の事業セグメント別に、各事例の企業結合

年度１期後（FY１）から１期間（FY１から

（図４）のれん等減損損失等の発生状況
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FY２）、３期間（FY１からFY４）、５期間（FY

１からFY６）の年率換算の売上高成長率の

サンプル平均値と中位値をそれぞれ示してい

る。図５によれば、被取得事業セグメントの

買収後の売上高成長率の平均値は、１期間で

5.0％、３期間で1.9％、５期間で2.8％であり、

図５には示していないが中位値は、それぞれ、

4.1％、0.8％、2.6％であった。被取得事業セ

グメントは買収直後から平均的に正の売上高

成長率を達成していることが分かる。一方、

主要既存事業セグメントの売上高成長率のサ

ンプル平均値（中位値）は、買収後１期間で

−0.1％（−0.0％）、３期間で−1.4％（−0.2％）、

５期間で−2.6％（−1.2％）であり、近年、

大型海外企業買収を実施した取得企業の最も

主要な既存事業のセグメントでは売上高の減

少傾向が継続していたことを示している。さ

らに被取得事業セグメント以外の全ての事業

セグメントの売上高成長率も平均的に低迷も

しくは減少に直面していたことが分かる。

　次に、被取得企業の買収後のパフォーマン

スを市場面で評価する。図６は図５と同様の

手法を用いて、被取得企業の所在地が含まれ

る地域セグメント及び日本地域セグメントの買

収後売上高成長率のサンプル平均値を示して

いる。被取得企業の所在地の地域セグメント

の買収後売上高成長率のサンプル平均値（中

位値）は、買収後１期間で4.5％（11.2％）、３

期間で2.2％（0.2％）、５期間で3.3％（3.3％）

である。被取得企業の所在地の地域セグメン

トは、買収直後から順調に正の売上高成長率

を達成していることが分かる。一方、日本地

域セグメントの売上高成長率のサンプル平均

値（中位値）は、買収後１期間で1.9％（−0.1％）、

３期間で−0.6％（−0.8％）、５期間で−2.1％（−

1.0％）である。これは、近年、大型海外企業

買収を実施した被取得企業の所在地の地域セ

グメントのサンプル平均値と比較して顕著に

（図５）買収後の事業セグメント別売上高成長率（年率）
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低い売上高成長率であるばかりか、取得企業

の本社が所在する日本地域で売上高の趨勢的

な減少傾向に直面していたことを示している。

　図５及び図６では、近年の大型海外企業買

収事例において、買収後の被取得企業の含ま

れる事業セグメントもしくは被取得企業の所

在地の地域セグメントの平均的な売上高成長

率は、それぞれ、取得企業の既存セグメント

もしくは日本地域の売上高成長率を上回って

いたことを示した。しかし、買収によって取

得した事業が高い成長性を示す一方で、その

事業の収益性は買収後、平均的にどのように

推移したのであろうか。

　被取得企業の事業の買収後の収益性を示す

ために、各事業セグメントの営業利益（セグ

メント利益）を用いる。各事業セグメントに

は、「外部顧客への売上高」と「セグメント

間の内部売上高又は振替高」、そして「営業

利益（セグメント利益）」が計上されている。

セグメント間の内部売上高又は振替高は、当

該事業セグメントから他の事業セグメントへ

の企業内の売上高である。各事業セグメント

から見ると、連結の範囲の外部の外部顧客へ

の売上高から生じる営業利益と、連結の範囲

の内部の他部門への内部売上高から生じる営

業利益が計上されているため、各事業セグメ

ントの売上高営業利益率を算出するために

は、外部顧客への売上高と内部売上高を合計

額に対する営業利益の比率を求めている。

　図７はFY１を初年度とする買収後の２年

ごとの期間について、被取得事業セグメント

の売上高営業利益率のサンプル平均値及び主

要既存事業セグメントの売上高営業利益率の

サンプル平均値を示している。図７が示す主

な特徴は以下の２点である。

　第１に、被取得事業セグメントの営業利益

率のサンプル平均値（中位値）は買収後１･２

期後（FY１及びFY２）で7.3％（5.0％）であり、

（図６）買収後の地域セグメント売上高成長率（年率）
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それ以降の時点の売上高営業利益率もほぼ同

水準を推移している。これは、一般に言われ

る事業統合に伴う買収関連費用の存在にも関

わらず、被取得事業セグメントは平均的には

買収当初から営業損失に陥ることなく、正の

利益率を達成できていることを示唆している。

　第２に、被取得事業セグメントの営業利益

率の平均値は、同期間の主要既存事業セグメ

ントの営業利益率の平均値を３％程度下回

る。これは買収により被取得事業を受け入れ

た事業セグメントにおいて、無視できない統

合費用が発生したことを示唆するものであ

る。しかし、のれん減損損失が発生した事例

や被取得企業を買収後に売却した事例を除く

と、買収後１・２期後の平均値で８％台に、

買収後５・６期後の平均値で10％以上に改善

し、主要既存事業セグメントとの営業利益率

の平均値の差は概ね１％未満に縮小する。こ

のことは、近年の大型海外企業買収において、

被取得企業を含む事業セグメントの営業利益

が買収後に低迷するケースは存在するもの

の、平均的に見れば、既存事業と比較した買

収後の収益性の顕著な差異はほとんど観察さ

れないことを示している。

■５．おわりに

　本研究では、1999年から2015年までに実施

された日本企業による大型海外企業事例25社

37事例を詳細に分析する鯉渕・後藤（2019）

の結果を概観した。得られた結果は次のよう

にまとめられる。

　第１に、大型海外企業買収は、買収による

直接的効果として、取得企業である日本企業

の規模を拡大させると共に、特に市場面での

顕著な多角化という事業ポートフォリオの再

構築をもたらした。第２に、買収後の企業の

パフォーマンスについては、全事例の約４分

（図７）買収後の事業セグメント営業利益率
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の１の10事例において被取得事業のセグメン

トに計上されたのれんに何らかの減損損失が

発生していたが、減損損失累計額が取得価格

の50％超であった事例は３事例に留まった。

第３に、事業セグメント情報及び地域に関す

る情報を用いて、被取得事業の売上高及び利

益率の推移を長期的に計測すると、買収以降

の被取得事業を含む事業セグメントは、買収

完了後の直後から順調に売上高が増加し、同

期間の主要既存事業セグメントの売上高成長

率を大きく上回る傾向が顕著であった。また

買収後の被取得事業を含む事業セグメントの

利益率は正であり、主要既存事業セグメント

の利益率とほぼ同水準であった。

　過去20年間において、日本の主要企業が直

面してきた構造的な課題は、主要既存事業及

び日本市場における低成長、もしくは趨勢的

な縮小傾向である。同時期の日本企業による

大型海外企業買収が、概ね一定の利益性を確

保しながら既存事業に比べて高い成長性を達

成してきたならば、こうした海外企業買収は、

より高い成長性を追求する事業ポートフォリ

オの再構築において有効な経営戦略となりう

ることを示唆するものである。この観点では、

政策的には、今後も日本企業が効率的に海外

企業買収を遂行できる環境の整備を進めるこ

とが求められる。過去20年間における海外企

業買収の対象は米国や欧州などの先進国に偏

っていたが、今後はアジア地域の成長機会を

取り込むため、アジア太平洋地域における環

境整備が重要な課題となるだろう。

　本研究の結果からはコーポレート・ガバナ

ンス面でのインプリケーションも得られる。

本研究で実践したように、最新の会計基準は

事業セグメントごとの財務状態やのれん減損

の状況に関する情報を提供しており、大型企

業買収による被取得企業の買収後の業績を外

部者が測定及び評価することを可能にしてい

る。こうしたセグメント情報は、企業買収に

関して、既存株主や資本市場の参加者が企業

買収に関して経営者をモニタリングするため

の有用な情報を提供していると言える。

　最後に、本研究の結果は、比較的少数のサ

ンプルに基づくケーススタディの範疇を超え

ないものである。結果の更なる頑健性を求め

て、より多くのサンプルを用いた検証によっ

て、今後も日本企業のM＆Aのパフォーマンス

の計測と評価を行っていくことが重要である。
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