
ドイツにおける株主のアクティビズム
ディルク・ベッセ/モリッツ・ホイザー

ここ数年で、公開買付けによりドイツの上場会社の株式の相当数を買い増すヘッ
ジファンドが著しく増加した。かかる買増しの目的は、ドイツ株式会社法で与えら
れている少数株主権の活用にあることが多い。

ドイツの上場会社の支配権を取得しようとする会社は、公開買付けの局面におけ
るアクティビストの株式買増しに関連する潜在的リスク及びコストを認識する必要
がある。

買収後の事業統合とコーポレートアクション

買収が首尾よく完了した後、買収会社は、対象会社の事業を統合することに加え、
買収会社による対象会社のキャッシュフローの利用並びに戦略及びビジネス上の
意思決定の支配を可能にする、いわゆる支配及び損益移転契約（Domination and 
Profit and Loss Transfer Agreement。以下「DPLTA」という。）の締結を希望するの
が通常である。買収会社がDPLTAを締結するためには、株式資本の75%以上を保
有する必要がある。さらに、戦略的投資家であれば残りの少数株主を「スクイー
ズ・アウト（squeeze out）」したいと望むであろうが、（選択した手続次第では）株式
資本の90%乃至95%以上の所有が必要となる。これら2つのシナリオは、いずれも少
数株主に対し好機を提供するものである。
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少数株主権

ドイツ株式会社法（Aktiengesetz）の下では、DPLTAは、支
配株主に対し、少数株主の保有する株式を取得するに際し
て適正な対価（通常現金で支払われる。）の交付を義務付
けるものでなくてはならない。少数株主は、裁判手続により
自己の株式の対価の適正性を争う権利を有する。類似の
権利は、スクイーズ・アウトにより株式を奪われる株主にも
与えられる。

アクティビストの戦略と訴訟

近年、こうした少数株主権を活用する、豊富な財源を備え
たヘッジファンドが現れた。すなわち、こうしたファンドは公
開買付公告後短期間の内に、対象会社の相当数の株式
（対象会社の株式資本の10%強である場合が通常）を取得
する。公開買付け終了後、ファンドはDPLTAの成立を待ち、
支配株主に対し株式買取請求をした上で、提示された対価
の適正性を争うために裁判手続を開始する。多数のヘッジ
ファンドが注目すべき勝訴を収め、保有株式につき相当額
のプレミアムを獲得した。

一般論としての提言

上記の戦略は本質的にドイツ法における制定法上の株主
権に基づくものである。こうした株主権に係るリスクやコス
トを軽減する方法はあるかもしれないが、株主の行動を全
般的に抑制することはできない。

• 投資決定前に対象会社の株主構造を詳しく調べるこ
とは、間違いなく有意義である。例えば、浮動株比率
が高く、細分化された株主構造を持つ対象会社であ
れば、ファンドは公開買付公告の後すぐに大量の株
式を容易に取得できることが多い。

• DPLTA（又はスクイーズ・アウト）に基づき提示される
対価は、当該コーポレートアクションの公告に先立つ
一定期間の加重平均株価に基づくことから、当該コー
ポレートアクションとその公表の時期は、公開買付け

及びその後の会社の統合段階をスケジュール化する
にあたって慎重に検討する必要がある。

• 最後に、少数株主の保有する株式について提示さ
れた対価の適正性を争う裁判手続が開始された場
合、経験の豊富な弁護士によって効果的な反論を
行うことが極めて重要である。

以上は、Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial 
Regulation [http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2014/06/07/shareholder-activism-
in-germany/]に掲載された筆者らの記事からの抜粋である。

ウクライナ関連の対露制
裁措置の強化
クリストフ・ヴァーグナー/フェリックス・ヘルムシュテッター

2014年9月12日、欧州連合（EU）は、ロシアとウクライナに関
する制裁措置の拡大を発表した。EU制裁（「規制措置
（restrictive measures）」と呼ばれる。）は、EU域外に本拠地を
置く企業であっても、EU加盟国の法律に基づき設立された関
連会社を有するもの、若しくはEU市民を雇用するもの、又は
自社の経済活動の全部若しくは一部をEU域内で行うものに
も適用されるため、EUに本拠地を置く企業のみが関係する
わけではない。この輸出制限その他の規制措置に違反すれ
ば、厳格な行政罰（過料等）や（禁固・懲役を含む）刑事罰が
科される可能性がある。よって、ウクライナ若しくはロシアで
事業を営み、又はウクライナ若しくはロシアの企業と取引す
る企業は、自社の取引や関連する金融取引が該当するEU
規制による制限に抵触していないか、慎重に分析を行う必要
がある。

強化されたEU制裁体制の下では、多くの個人や企業が資
産凍結や渡航禁止等の規制措置の対象となる。さらに、特
にEU資本市場への参入、防衛産業及びエネルギー部門関
連では、各部門特有の制限が適用される。 

EU制裁の主眼は、次の項目にある。

• 資金・資産の凍結：EU制裁は、次のとおり、対象者リ
ストに挙げられた個人及び法人の資産の凍結及び
回復につき規定する。資産の凍結は、対象者リスト
に挙げられた個人、法人、関連団体に帰属し又はこ
れらが所有、保有若しくは支配する一切の資金及び
経済資源に関するものである。さらに、EU制裁の対
象者が、当該対象者リストの個人、法人、関連団体
に資金又は財源を利用させることも禁じられる。

したがって、ドイツの対象会社に対する公開買付けを検討

している外国投資家は、買収プロセス中にこのような株主

のアクティビズムがあることを予め想定しておく必要があ

る。

• 二重用途物品、軍需物資及び特定の技術の輸出：
軍需物資及び軍事目的で使用され又は使用される
可能性がある二重用途物品の対露輸出は、禁止さ
れている。2014年9月12日現在、特定の対象企業
（JSC Sirius、OAO JSC Chemcomposite、JSC　
Kalashnikov等）に対する二重用途物品の販売又は
資金・技術援助の提供も禁じられている。特定の技
術、特に石油探査に関しては、追加制限措置が適
用される。

• 資本市場：特定のロシア国営銀行並びに防衛産業、
エネルギー産業に携わる国有企業については、EU
の資本市場への参入がさらに制限されている。EU
加盟国の国民及び企業は、例えば　Gazprombank、
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最近の動向
EUへの外国直接投資が増加傾向に

EUの統計局であるEurostatは、2013年の外国直接投資
（FDI）の速報値を発表した。

• 対EUのFDIは3,270億ユーロに達した。

• 対EUの投資額が最も大きかったのは米国（3,130億
ユーロ）で、ブラジル（210億ユーロ）、スイス（180億
ユーロ）、日本（100億ユーロ）、香港（80億ユーロ）、
ロシア（80億ユーロ）の順でこれに続いた。

• 対EUのFDIのうち、2,400億ユーロがルクセンブルクに
投資され、英国（240億ユーロ）、オランダ（140億ユー
ロ）、アイルランド（120億）、スペイン（110億ユーロ）、
ドイツ（70億ユーロ）の順でこれに続いた。

詳細はプレスリリースを参照。 

信頼感の高まり－2014年上半期の欧州のM&A
トレンド

Mergermarketは2014年上半期のM&Aトレンド報告書を発
表し、次のような調査結果を明らかにした：

• インバウンドの取引額は、金額ベースで47.4%（2013
年上半期の1,000億ドルから1,473億ドル）増加した。

• 欧州の取引額は4,536億ドルと、2013年上半期の水
準を35.5%上回り、2008年下半期以来の最高水準を
記録した。

• 被買収企業の所在地として最も多かったのは英国及
びアイルランド（25.9%）で、フランス（25.1%）が僅差でこ
れに続き、従来、より妙味が大きいとされていたドイ
ツ語圏諸国を上回った。

• 欧州の取引の平均取引額は4.308億ドルと、2013年
上半期の3.295億ドルを30.7%上回った。

• 最も取引が多かった部門は、製薬、医療及びバイオ
テクノロジーで、取引件数191件、取引額866億ドル
（2013年上半期は、取引件数158件、取引額182億ド
ル）と市場全体の19.1%を占めた。通信（シェア
15.0%、682億ドル）、工業及び化学（同12.3%、558億ド
ル）並びにエネルギー、鉱業及び公益事業（同
9.5%、434億ドル）がこれに続いた。

Gazprom　Neft、Rosneft、Transneft等の企業に対す
る特定の融資及び金融商品の提供が禁じられてい
る。

• ウクライナ固有の禁止事項：クリミア及びセヴァスト
ポリの併合に関しEUは、東ウクライナの個人又は
企業との取引に関し考慮しなくてはならない追加制

裁措置体制を設けている。例えば、EU制裁は、クリミ
ア及びセヴァストポリの石油、ガス及び埋蔵鉱物の
探査用インフラの創設又は開発に関する重要な機器
類及び技術の通商を禁じている。

ウクライナ関連の制裁プログラムが変更され続けているこ
とを踏まえると、適用される制裁体制の対象範囲にある個
人及び法人は、現行の制裁措置を遵守し、かつ継続的な
遵守を確実にするためにその進捗状況を監視する適切な
手続を整える必要がある。

• 欧州最大の取引となったのは、Medtronic（米国）に
よる495億ドルでのCovidien（アイルランド）の買収
（製薬、医療、バイオテクノロジー部門）であっ
た。Holcim（スイス）による400億ドルでのLafarge（フ
ランス）の買収（建設部門）、Altice（ルクセンブルク）
による233億ドルでのSFR（フランス）の買収（通信部
門）がこれに続いた。

出所：Mergermarketのグローバル・トレンド・レポート（2014年上半期）。
『Mergermarket』2014年上半期のリーグテーブルを参照。 
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法制化関連
欧州委員会がEUレベルでの企業結合規制の改正
についてパブリックコメントを募集

欧州委員会は、EUレベルでの企業結合規制の改正案
に対するパブリックコメントを募集している。改正案の概
要は、「より効果的なEU企業結合規制に向けて」と題さ
れたホワイト・ペーパーにまとめられている。この改正案
は、競争に影響を及ぼすおそれがあるが支配権を取得
するには至らない少数株式取得につき、より効果的に対
処すること、及び審査手続を簡素かつ迅速なものにする
ことを目的としている。

改正案の主要な点は、次のとおりである。

• 競争に悪影響を及ぼすおそれがあるが支配権を
取得するに至らない少数株式の取得が国境を越え
て実施される事案について、欧州委員会による簡
素で事案に即した審査を行う。例えば、競争事業
者が少数株式を取得する場合等。

• 手続を簡素化する。例えば、欧州経済領域（EEA）外
で事業を行い、欧州市場に影響を及ぼさない合弁会
社の設立等、一定の問題のない企業結合を欧州委
員会の企業結合審査の範囲から除外する。

• 加盟国の複数の競争当局によって同時並行的に行
われる企業結合審査における協力を強化する観点
及び異なる決定がなされることを避ける観点から、
加盟国間で収れんを促進する。

詳細はホワイト・ペーパーを参照。

注目の取引
アルストムのエネルギー事業を巡る争奪戦でGE
が勝利

2014年に実施されたこれまでの買収合戦の中で最も注
目されたものの一つとなった争奪戦を経て、ゼネラル・エ
レクトリック（GE）はフランスのアルストムのガスタービン
事業を170億ドルで買収し、蒸気タービン、再生可能エネ
ルギー及び送配電の事業で合弁会社を設立する。本取
引の一環として、フランス政府は、政府が本取引を支持
する条件として設定していたアルストムの20%の株式の
取得を実現する。GEは、シーメンス及び三菱重工業（後
に日立も参加）が提示した対案に勝利した。

BSkyBは、21st Century Foxが保有するSky Italia S.r.l.の
100%持分について20.7億ポンドを支払うとともにNational 
Geographic Channel Internationalの21%の持分を譲渡す
ること、また、単独で上場しているSky Deutschland AGの
57.4%の持分について29億ポンドを支払うことに同意した。
同社の残り42.6%の持分に対して1株当たり6.75ユーロ
（9.08ドル）で公開買付けを行う予定である。モリソン・
フォースターは、Sky Deutschlandの売却案について、メ

ディア法、デューディリジェンス及び税務の分野で21st 
Century Foxに助言を提供した（MoFoチーム：クリストフ・
ヴァーグナー（メディア／コーポレート統括）、イェンス・ウ
ヴェ・ヒンダー（税務統括）、セバスチアン・コスト、イェン
ス・ハックル、フェリックス・ヘルムシュテッター、ファビア
ン・ヘンチェル、アンナ・ヴォルシュナー、フリードリケ・ブッ
シュ）。

BlackBerryがドイツのモバイル・セキュリティ会社
Secusmartを買収

カナダのスマートフォンメーカーBlackBerry Ltd.は、ドイツ
を始めとする各国の政府機関や通信サービスプロバイ
ダーに音声及びデータの暗号化や盗聴防止技術を提供
するドイツのSecusmart GmbHを買収することに合意した。

• 加盟国及び欧州委員会の間の案件の照会をより企
業に使いやすくかつ効果的にする。例えば、並行審
査を回避し、ワンストップショップの原則をより良い形
で実現するために、企業結合の届出を行う企業がよ
り簡易な手続で案件を欧州委員会に照会できるよう
にする、また加盟国が欧州委員会による審査を求
める場合の規則を整理する。

21st Century Foxが欧州の有料テレビ局
Sky DeutschlandとSky ItaliaをBSkyBに売却

英国のBritish Sky Broadcasting Group plc（BSkyB）
は、21st Century Foxが保有するドイツ及びイタリアの大
手有料テレビ局Sky Deutschland及びSky Italiaの持分
を、53億ポンド（90億ドル）で買収する契約を締結した。こ
の取引により、2千万人の契約者数を誇る企業が誕生す
る。
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