
欧州以外の企業が欧州でM&Aを検討す
る場合の注意事項
ジェームズ・ロビンソン

2014年に欧州以外の企業が欧州で実施したインバウンドのM&Aは前年に比して
68.6％増加し、欧州で実施された総額9,014億米ドルのM&Aの3分の1超を占めた 
。欧州以外の買主にとって、取引の基本的な枠組みは類似しているものの、欧州
でのクロスボーダーM&A取引を実施するに当たり、注意すべき重要な事項を以
下に挙げる。

• 文化　　ライフスタイルや社会的保護、歴史観の相違を軽視すべきではな
い。これは、米国又はアジアと欧州との間で実施されるM&Aにおいてのみ考
慮べき問題ではなく、買収対象企業が欧州全域で、同じ大陸の複数の国に
またがって事業を展開している場合には、特に注意が必要である。

•  「欧州法」　　欧州では、欧州全域で法の調和が図られてはいるものの、これ
は欧州全域で同一の法が適用されていることを意味するものではない。EU
法の一部は直接的に適用されているが、実際には、各加盟国がEUレベルの
法規制を国内法化することによって実施しているため、わずかに（時には相
当程度に）異なる場合がある。
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•  デューディリジェンス計画　　適切な管理・通信・報告体
制を構築し、物理的な距離や時差を考慮して時間的猶
予を確保するなど、（オンラインではない）対面でのデュ
ーディリジェンス会議の実施に向けた準備が必要であ
る。オンライン上のデータルームの利用が一般的とな
ってはいるが、欧州の取引においては、総じて買収後
の統合計画（及び文化面での適応）をより効率的に進
めるために、（オンラインではない）対面での会議を実
施することが重要である。

•  情報開示と表明保証　　（売買契約における表明保証
に関する）情報開示のアプローチは大きく異なる可能
性がある。開示事項が特定されて規定されることが多
い一方で、欧州では通常、デューディリジェンス手続中
に買主に提示された情報の全般的な開示が容認され
ている。（具体的に指定された事項を除き）補償に関す
る規定が盛り込まれない傾向にあることを考え併せる
と、欧州以外の地域でのM&Aと比較して、売買契約に
おいて規定される契約上の保護は脆弱であるといえる
かもしれない。

•  労働法　　欧州では、労務や社会的保護に関する法規
制が非常に手厚く整備されているが、ここでもそれぞれ
の国によって規制の内容は大きく異なる。大企業の多
くは、それぞれの国ごとに（又はそれぞれの子会社ごと
に）、従業員による労働評議会や労働組合を設置して
いる。これは、デューディリジェンスだけでなく、取引の
スキームを検討する上でも重要となる。従業員との協
議に向けたタイムスケジュールの作成及び将来の人員
計画に関する（拘束力を有する）声明の作成が必要と
なろう。欧州の労働法の長所の一つとして、一般的に
Transfer of UndertakingsないしTUPEと呼ばれ、事業
譲渡取引の場合、事業と併せて従業員も自動的に承
継させることができることとなっている。

•  反トラスト法及び腐敗行為防止法（FCPA）　　欧州で
は、反トラスト法や腐敗行為防止法に対する意識が高
い。このため、欧州の標準的なコンプライアンス方針
は、欧州以外のどの地域と比較してもより適切な整備
が確立されており、特に欧州の中でも先進的な経済国
では適切なコンプライアンスが確保されている（但し、
当然ながらコンプライアンスもデューディリジェンスの対
象とすべきことは言うまでもない。）。 しかしながら、反
トラストの問題については、それぞれの国で異なる規
則が実施されていることから、コンプライアンスの状況
を「EUの基準」で一律に確認すれば良いとの考えは誤
りである。

•  企業結合に係る届出　　EUは、域内における企業結合
について「ワンストップショップ」での届出制度を採用し
ているが、当該制度を利用するためにはそれぞれの
取引ごとに対象となる基準を満たす必要がある。基準
を満たさない場合には、かかる企業結合取引について
複数の国で届出を行わなければならず、その場合、様
式、言語、スケジュール、手数料がそれぞれ異なり、場
合によっては最終的な審査結果も異なる可能性があ

る。但し、企業結合取引について3カ国以上のEU加盟
国での届出が必要となる場合には、EU全域をカバーす
る一括での届出への「繰り上げ」を選択することが可能
であることを頭に入れておくべきであろう（なお、届出手
数料は無料となっている。）。 

•  取引に係る訴訟のリスク　　「物言う株主（アクティビス
ト）」や労働組合が買収案に対して訴訟を提起するリス
クは、欧州域内のそれぞれの国によって大きく異なる。
例えば、英国ではそうした訴訟が提起されることは稀で
あるが、ドイツやオランダではより一般的に行われてい
る。

•  税務　　税務上有利なスキームについては、早い段階
から検討する必要がある。これは、最適な買収会社を
選択するためだけに限られない。各国における税務上
のアプローチ次第では、事業取得と株式取得とを組み
合わせた形の取引スキームが有利な場合もある（取引
に係るコスト、公証人への報酬、印紙税等も軽視すべ
きではない。）。また、デューディリジェンスの際に、特
に、欧州の税務当局が移転価格に対する監視の目を
強化していることを考えると、買収対象企業の事業に
与える税務上の影響も慎重に検討することが重要であ
る。

最近の動向
欧州連合（EU）と日本の間の貿易協定の見通し

欧州連合（EU）と日本は、市場を開放し、両経済上の貿易
障壁を撤廃するための自由貿易協定（FTA）の締結に向け
た交渉を進めている。2013年3月以降、これまでに9度の交
渉会議が開催され、次回の交渉会議は2015年4月に東京
で開催されることが発表されている。EUと日本は、物品や
サービスの分野において、また、関税その他の貿易障壁の
撤廃のほか、政府調達、規制問題、競争、持続的な発展
等、貿易に関連する諸問題について包括的な合意を成立
させることを目指している。欧州側はマウロ・ペトリチオーネ
欧州委員会貿易総局次長が、日本側は長嶺安政外務審
議官がそれぞれ首席交渉官を務めている。

EUにとって、日本はアジアで第2位、世界でも第7位の貿易
相手国である。 他方、日本にとって、EUは中国、米国に次
ぐ第3位の貿易相手国である。輸出入だけでなく、投資とい
う点に関しても、EUと日本の間の経済・事業関係は、現在
も双方の市場にとって極めて重要性が高いものとなってい
る。また、EUと日本という2つの主要な経済圏の間でFTAが
締結されれば、欧州の経済はGDPにして0.6％から0.8％成
長し、その結果、40万人の雇用が新規に創出されるものと
期待されている。更に、EUから日本への輸出高は32.7％、
日本からEUへの輸出高も23.5%増加するものと期待される。

 
 
 

continued on page 3
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注目の取引
インテルがドイツの半導体メーカー、ランティック
（Lantiq）を買収 

米国に本拠を置く半導体の世界最大手であるインテルは、ド
イツのネットワーク用半導体メーカー、ランティックを買収する
ことで合意した。インフィニオン（Infineon）の一部門を前身とす
るランティックは、ブロードバンドアクセスやホームネットワー
キング用の半導体を製造している。今回の買収取引により、
インテルは、インターネットに接続する電子機器に搭載され
る半導体の製品ラインナップを更に拡大することが可能とな
る。弊所は、IP関連のデューディリジェンスや契約上の問題
のほか、反トラストや企業結合規制に関する問題についてイ
ンテルにアドバイスを提供した。 

リクルート・ホールディングスがベルリンの新興企業
クアンドゥ―（Quandoo）を買収

広告や人材派遣を手掛ける日本企業、リクルート・ホール
ディングスは、レストラン予約用のプラットフォームを提供す
るベルリンの新興企業クアンドゥ―を総額1億9860万ユーロ
（の現金）で買収した。これに先立ち、リクルートは昨秋、ク
アンドゥ―の7%の株式を買収していた。クアンドゥ―は2012
年に設立され、現在の従業員数は約280名である。同社
は、13カ国の45都市に所在する約6,000軒のレストランと提
携している。ロケット･インターネット（Rocket Internet）、ツァ
ランド（Zalando）、デリバリー・ヒーロー（Delivery Hero）、クア
ンドゥ―といった新興企業が本拠を置くベルリンは、世界各
国の投資家からの注目を一層集めている。 
 
 
 
 
 

ソルベイがドイツの冷媒事業及び医薬品向けプロ
パンガス事業をダイキンに売却

ブリュッセルに本拠を置くグローバル化学企業ソルベイは、
本社を日本の大阪に置く東証一部上場企業ダイキンに冷媒
事業及び医薬品向けプロパンガス事業を売却することで合
意した。ソルベイは、精選された付加価値の高い特殊なフッ
素や純度の高い化学物質の分野に特化するため、フランク
フルトにある事業部門を売却することを決定した。この取引
は、ドイツ及びオーストリアにおける規制のクリアランス取得
等、通例のクロージング条件を満たすことが前提となる。 

NTTコミュニケーションズがドイツのイーシェルター
（e-shelter）の支配権を取得

東京に本社を置くNTTは、本社をフランクフルトに置くドイツ
のデータセンター事業者であるe-shelter facility services有
限会社（e-shelter facility services GmbH）の支配権を取得
することに合意した。ニューヨーク証券取引所（NYSE）及びロ
ンドン証券取引所（LSE）に上場するNTTは、ボストンのプラ
イベートエクイティファンドAbry Partners LLCとイーシェルタ
ーの創設者兼CEOであるRupprecht Rittwegerが保有するイ
ーシェルターの持分を7億4200万ユーロで買収し、その結果
NTTの持分比率は86.7%となった。 

日立がフィンメカニカ（Finmeccanica）の2つの鉄道事
業部門を買収

日本の公開会社であり、事業会社である日立製作所は、イ
タリアのフィンメカニカ株式会社（Finmeccanica SpA）の2つの
鉄道事業部門を買収することで合意した。合意の内容は、列
車製造部門であるアンダルドブレダ株式会社（AnsaldoBreda 
SpA）を3,600万ユーロで買収し、更にフィンメカニカが保有す
る、列車用信号機器ユニットを取り扱うアンサルドSTS株式
会社（Ansaldo STS SpA）の40%の株式を7億7300万ユーロで
買収するというものである。フィンメカニカは航空宇宙・防衛
部門に特化することを目指しており、これが今回の日立によ
る買収につながった。

バークシャー・ハサウェイ（Berkshire Hathaway）がハ
ンブルクのデトレフ・ルイス（Detlev Louis）を買収

ウォレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは、ド
イツのバイク用ウェア及びアクセサリーの小売業者である、
本社をハンブルクに置くデトレフ・ルイス・モトアラート・フェア
トリープ有限会社（Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH）を
総額4億ユーロで買収した。今回の取引は、バフェット氏が欧
州への大規模投資に関する計画を発表してから初めての取
引となる。バフェット氏は自身について、ドイツの中堅企業に
とって「鍵を握る」人物になると述べている。 
 
 
 
 
 

continued on page 4

出典及び詳細情報: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/

EU-Japan "trade in goods" statistics

EU-Japan "trade in services" statistics

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
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サムスンSDIがマグナ・シュタイアー（Magna Steyr）
のバッテリー部門を買収

韓国のデジタルディスプレー機器メーカーであるサムスン
SDIは、ニューヨーク州証券取引所（NYSE）に上場するカナダ
の自動車部品メーカー、マグナ・インターナショナル（Magna 
International）のオーストリア子会社であるマグナ・シュタイア
ー（Magna Steyr）のバッテリー部門を完全買収することで合
意した。 この取引は、2015年上半期中にクローズすると発表
されているが、規制当局による承認が条件とされている。サ
ムスンは、264名の従業員全員と開発拠点を承継し、更に株
式取得と事業譲渡を組み合わせることにより既存の契約に
ついても承継する。

富士通とパナソニックがシステムLSI事業を統合し、
統合新会社を設立

日本のテクノロジー企業である富士通とパナソニックは、双
方のシステムLSI事業を統合し、新たに合弁会社を設立し
た。統合新会社である株式会社ソシオネクストは、横浜に本
拠を置き、欧州や米国でも事業を展開する。弊所は、この合
弁会社について、富士通及び同社の完全子会社である富士
通セミコンダクターにアドバイスを提供した。

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。 クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連
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モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。

本ニュースレターは一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。  

本ニュースレターに記載された見解は、モリソン・フォースター、当事務所の弁護士又は当事務所の顧客に帰属するものではありません。 本ニュースレターは、最近のM&A事情を対象とし

たものです。
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