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が必須課題になります。本稿では、自社の現在を見直し、
経営資産の磨き上げ（ブラッシュアップ）を行い、未来に
向けた魅力溢れる企業としてＭ＆Ａに臨むためのポイント
と活用ツールを紹介します。
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当てしておくべき弱みが明らかに

なり、Ｍ＆Ａをスムーズに進める

ことができるのです。そのための

手法が「経営資源の見える化」で

す。売り手が自社の資産を正確に

見える化しておくことは Win-Win
の幸せなＭ＆Ａを実現するために

きわめて重要です。

定量価値の見える化
「ローカルベンチマーク」
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会社売却に向けてまず行うべき
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買い手にとって魅力的な事業内容

新規の事業展開を行うことができ

容は他社と比べて競争力を持って

入力と結果の２つのシートから

Ｍ＆Ａにおいて、買い手企業の

見える化の実施に有効なツール

ます。ローコストでの事業規模拡

いるか、取引先との間にどのよう

な り、
「入力シート」に必要な情

として経済産業省が提供する「ロ

大や、今まで参入できていなかっ

な人脈があるか、適切な会計処理

であることは、売り手企業の必須

た市場への参入など、買い手にと

で健全な財務状況にあるかなど、

条件なのです。

ってＭ＆Ａは、会社を大きくして

ート」に売上持続性、収益性、健

●財務分析シート
いく上で非常に多くのメリットが

報 を 入 力・ 選 択 す る と、
「結果シ
当然、その目的のために買い手

これらを明確にすることによっ

点検ポイントは多々あります。

求めるメリットは「買収による事

し 求 め て い ま す。 逆 に 考 え れ ば、

評価して、より魅力的な企業を探

は売り手の価値を複数の角度から

稲葉 隆治

業拡大」にあります。新規事業を

見える化で、自社の
現状を客観的に把握

日本経営士協会 首都圏支部 副支部長
千葉東葛経営支援センター長
BIZWAY コンサルティング 代表
経営士

あるのです（引用※ ）
。
1

2018
READ statement

20

経営資源の見える化！その〝磨き上げ〟でＭ＆Ａを適正に進める

特 集 企 画 急増！中小企業のための M&A 活用術

めに行っている工夫や他社との差

セスを分解し、価値を生み出すた

にして、課題と対応策に導く仕組

し、現状認識と将来目標を明らか

づく、非財務情報を具体的に記載

④内部管理体制の４つの視点に基

ート集であり、的確な見える化を

の見える化を行うことができるシ

に最低限の手間で導入でき、経営

ドすることができます。このよう

つの指標が計算され、
別化ポイントなどを明確にする

点数が算出されます（図 ）
。
他、取引先チェックを行い、どの

実現する便利な経営分析ツールと

全性など

●非財務分析シート

みになっています（図 ）
。

省のホームページからダウンロー

のツールと利用マニュアルを経産

ォーマットであるため汎用性が高

また、経産省が推奨する官製フ

ローカルベンチマークは、実際

４つの視点シートは名前通り、

いえるでしょう。

ような流れで顧客提供価値が生み

① 経 営 者、 ② 事 業、 ③ 周 辺 環 境、

出されているかを把握します。

「 商 流・ 業 務 フ ロ ー ヒ ア リ ン グ
シート」と「４つの視点ヒアリン
商流・業務シートは、業務プロ

2

1

6

グシート」に分かれています。

く、Ｍ＆Ａの交渉途上で開示を求

められた場合でも、相手先も見慣

れた分かりやすい資料として提供

することができます。

売却を検討している企業には、

これを一つ目のツールとして自社

の現状を把握することをお勧めし

ます。

ヒト・組織・ノウハウを
定性的に見える化する

Ｍ＆Ａにあたって、売り手の経

自技術、各種ノウハウなどの知的

理念、組織、人脈、ブランド、独

多くの「良さ」があります。経営

の企業にはこれらでは見えない数

的なものは財務諸表ですが、実際

とは既述した通りです。最も基本

営内容が厳しくチェックされるこ
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http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
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