
アジア・スタートアップ投資の実務

～イノベーションを軸としたバリュエーションの考え方



自己紹介: 岡田知也（おかだともや）
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M&Aアドバイザリー経験（2003.9～）

日本企業とインド企業のM&Aをお手伝い

www.manascp.com
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3年6ヶ月 インド・ムンバイに駐在（2009.9～）

日本とインドのクロスボーダーM&Aにフォーカスした
独立系アドバイザリーファーム



会社概要

www.manascp.com

インド企業の買収・出資、合弁会
社設立等に際してのフィナンシャ
ル・アドバイザリー・サービス

インド企業との協業関係の見直し、
資本に関する協議に関するコンサ
ルティング・サービス

その他関連専門家のご紹介/協働
による、インド事業の拡大支援

1 2 3
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日本とインドのクロスボーダーM&Aにフォーカスした
独立系アドバイザリーファーム



Amit Goyal Prashant Pareek

Ethos Capital
Managing Director

Ethos Capital
Director & Co-Founder

https://ethoscapital.in/

笹山 宏 山本 裕弥

スクエアコーポレート
アドバイザリー株式会社
代表取締役 公認会計士

VIZ会計事務所
税理士

http://www.squaregroup.co.jp/ https://viz-tax.com/

パートナーシップ：M&Aアドバイザリー
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第1部：

従来型のM&Aにおけるバリュエーションの考え方と、
スタートアップ投資におけるバリュエーション・
リターン分析のアプローチの違い
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バリュエーション（事業価値評価）の目的

M&A等の投資に際して、
「確定拠出の”投資額”」と「不確定の将来リターン」
が見合うかどうかを客観的に判断する為の手段

「何を獲得するための対価か？」「リターンの源泉は何か？」
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1. 伝統的なM&A 

「何を獲得するための対価か？」

会社の支配権（議決権その他）＝対象会

社が生み出すフリーキャッシュフローを

支配する権利

「リターンの源泉は何か？」

（主に）対象会社の生み出すFCFの現在

価値、対象会社に生じるシナジーの価値

①対象会社の本源的
価値

②対象会社に生じる
シナジーの価値

③投資者に生じるシ
ナジーの価値

買収対価
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「何を獲得するための対価か？」

対象会社が持つ、ビジネス・インフラに

アクセスするための権利

「リターンの源泉は何か？」

投資者に生じる（事業の）価値

①対象会社の本源的
価値

②対象会社に生じる
シナジーの価値

③対象会社のビジネ
ス・インフラにア
クセスして投資者
に生じる事業の価
値

2. スタートアップ投資

投資額
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伝統的なM&A スタートアップ投資

獲得する
もの

対象会社が生み出すFCFの支配権 対 象 会 社 の ビ ジ ネ ス ・ イ ン フ ラ へ の
アクセス権

評価対象=
リターンの
源泉

主：対象会社の本源的価値

従：対象会社に生じるシナジー

従：投資者に生じるシナジー

主：対象会社のビジネス・インフラへの
アクセスにより投資者に生じる事業
の価値

従：対象会社に生じるシナジー(%)

従：対象会社の本源的価値(%)

重 要 な 分 析
と 必 要 な 手
当て

・対象会社の事業計画/シナジーの信憑性
・ガバナンスへの参画権や、事業計画・

利益分配等、意思決定に関する権利
（支配権に関する契約）

・期待しているビジネス・インフラが適
切に存在するか？

・アクセス権が適切に担保されるかどう
か（協業に関する契約）

⇒ 当該新規事業に関する計画の信憑性
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ケース：三菱UFJによるGrabへの出資

2020年2月25日

三菱UFJフィナンシャルグループ
が東南アジアにおけるスーパーア
プリ事業者大手Grabに最大総額
783億円の投資を公表

出所：三菱UFJフィナンシャルグループプレスリリース
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アユタヤ銀行出資時のプレス（2013年7月）

（引用開始）

アユタヤ銀行への出資を通じ、三菱東京 UFJ 銀行 およびアユタヤ銀行両行の強みを最大限活用する

ことで、現地の個人のお客さまからグローバ ルに展開される法人のお客さまに至るまで幅広い層の

お客さまに対し、総合的な金融サービス の提供が可能になると考えております。

（引用終わり）

出所：三菱UFJフィナンシャルグループプレスリリース
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Grab出資時のプレス（2020年2月）
（目的）

MUFG は パートナーバンク（”PB”※）への戦略的出資を通じて、東南アジアにおけるビジネスプ
ラットフォームを構築、同地域の事業を強化しており、PB とのシナジーの深化および同地域におけ
る事業の更なる拡大を図るべく、本提携に至りました。

（戦略的意義）
MUFG の強みである金融知見・ノウハウ（金融商品開発力、信用力およびリスク管理力など）に、

Grab 社が有する先進的テクノロジーやデータ活用ノウハウを掛け合わせることで、Grab 社のサー
ビスを利用するユーザーやドライバーなどへ向けて新たな次世代金融サービスの提供を目指します。
更には、本提携を通じた東南アジアにおける取組・経験を活かし、本邦を含めた MUFG のビジネス
モデルの進化、次世代デジタル金融サービスの実現に向けた取組の加速にもつなげてまいります。

出所：三菱UFJフィナンシャルグループプレスリリース ※：アユタヤ銀行等
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伝統的なM&A スタートアップ投資

獲得する
もの

対象会社が生み出すFCFの支配権 対 象 会 社 の ビ ジ ネ ス ・ イ ン フ ラ へ の
アクセス権

評価対象=
リターンの
源泉

主：対象会社の本源的価値

従：対象会社に生じるシナジー

従：投資者に生じるシナジー

主：対象会社のビジネス・インフラへの
アクセスにより投資者に生じる事業
の価値

従：対象会社に生じるシナジー(%)

従：対象会社の本源的価値(%)

重 要 な 分 析
と 必 要 な 手
当て

・対象会社の事業計画/シナジーの信憑性
・ガバナンスへの参画権や、事業計画・

利益分配等、意思決定に関する権利
（支配権に関する契約）

・期待しているビジネス・インフラが適
切に存在するか？

・アクセス権が適切に担保されるかどう
か（協業に関する契約）

⇒ 当該新規事業に関する計画の信憑性

再掲
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対象会社の事業計画の信憑性の検証よりも、ビジネスモデルの理解
とエクセルモデルのロジックの把握にフォーカスする

提言:バリュエーション起点のスタートアップ投資検討実務

対象会社の（コア）無形資産×️自社リソースで何が生み出せそうか
を考える

上記に基づき自社新規事業のPL計画を、対象スタートアップの事業
計画と同じようなロジックで作ってみる

新規事業に対するハードルレートを設定しておく

1

2

3

4
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（事例）Facebookによる、インドReliance への投資

Reliance Industries

Jio Platform

Facebook

WhatsApp Reliance Retail

売上高 9兆円
時価総額11兆円
石油精製他

第三者割当増資

コマーシャル
パートナーシップ契約

• 2020年4月22日公表

• 約6,100億円で、Jio Platformの9.9%
を取得≒5兆6千億円の株式価値

• 同時に、「コマーシャルパートナー
シップ契約」を締結
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（事例）Facebookによる、インドReliance への投資（続き）

（契約件数:千件）

2019年12月末 シェア 2014年12月末 シェア

Bharti Airtel 327,298 28.4% Bharti 217,215 23.0%

Reliance com 18 0.0% Reliance com 106,294 11.3%

Vodafone Idea 332,613 28.9% Vodafone 178,676 18.9%

BSNL 118,025 10.3% Tata 66,167 7.0%

BSNL（VMO) 91 0.0% Idea 150,536 15.9%

MTNL 3,376 0.3% Aircel 78,674 8.3%

Reliance JIO 370,016 32.1% BSNL 81,385 8.6%

合計 1,151,437 100.0% MTNL 3,451 0.4%

その他 61,575 6.5%

合計 943,972 100.0%

（出所： ）

（ご参考）インドオペレーター別無線通信契約件数ランキングの変遷

（出所：Telecom Regulatory Authority of India）

Reliance JioのEC：Jio Mart

インドのWhatsAppユーザー

4億人



第2部 パネル・ディスカッション
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⚫ シンガポール本社、インド・バンガロールオフィス、日本・東京オフィスの3拠点にて活動

⚫ 2011年よりアジア諸国で投資開始、4本のファンドを運用中

1号：インドネシア投資ファンド

2号：東南アジア投資ファンド

3号 及び 4号：インド投資ファンド

⚫ LP(ファンドご出資者)の約40社(名)は日本の上場企業様やファミリーオフィス中心

リブライトパートナーズはインド・東南アジア地域に特化した日本企業とのゲートウェイVCです

’94年日本合同ファイナンス(現
JAFCO) ’08年 リブライトパートナーズ
株式会社を日本で設立しスタートアッ
プ投資育成に携わり、2010年よりシン
ガポールに事業拠点を移し、東南アジ
アでのベンチャー投資を開始、また
2014年にはインドに常設チームを設置
し投資活動を始める。

蛯原 健 代表取締役 兼 FOUNDING GENERAL PARTNER

米国ミネソタ大学コンピュータサイエン
ス学科卒業、12年間にわたり米国および
インドのテクノロジー関連企業に従事。
2012年インドで最大のスタートアップ・
アクセラレータ兼VCであるGSF社の創業
メンバーとして参画、以来インドのバン
ガロールにてスタートアップ投資・支援
に従事。

BRIJ BHASIN    GENERAL PARTNER
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ASEAN

インドネシア最大手ECの一角 ※ユニコーン

インドネシア首位のレストラン検索サービス

インドネシア首位のアドテク

インドネシアのB2Bビジネスポータル

マレーシアの個人向け金融商品企画サイト

フィリピン最大手のウォレットアプリ

タイの自動車事故査定アプリ

シンガポール首位のスマートカーシェア

インド

国内首位のラストマイル物流

国内首位のヘルスケアプラットフォーム

国内首位の病院向けマーケットプレイス

ニュースアプリ&動画アプリ

フィンテック向けビッグデータ解析

農家向けAI支援&サプライチェーン

画像解析コンピュータビジョン

AIべース半導体デザイン

音声認識技術&ポッドキャスト向けSDK

動画コンテンツプラットフォーム

企業向け製品備品のマーケットプレイス

ワークフローやソフトウェア開発用RPA

都市間バスのアグリゲーションサービス

弊社投資先ポートフォリオ例
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当社支援企業 日本企業

資本業務提携

出資/提携

資本業務提携

業務提携

資本業務提携

買収

資本業務提携

出資

弊社による日本企業とアジアスタートアップの提携支援実績 (一部抜粋) 
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ディスカッション・テーマ

1. 従来型M&A vs スタートアップ投資のバリュエーションの違い

2. スタートアップ投資よって得るべきものとは？

3. スタートアップ投資における「無形資産」の相互活用可能性
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Q1： 従来型のM&A vs スタートアップ投資における

バリュエーション方式の違いとは？

バリュー投資 vs グロース投資 過剰流動性時代のRule of Game

DCF vs リアルオプション
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Q2： スタートアップ投資によって自社が得るべきもの類型、

その具体的な検討の進め方

アライアンス契約

IP戦略

データ活用
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AsiaWise Groupのご紹介

AsiaWise GroupはCross-Border Professional Firm from Asiaをコンセプ

トとして設立されました。設立以来、アジアのクロスボーダー案件に

フォーカスし、高品質なリーガル・IPサービスを提供しています。

AsiaWiseのチームメンバーは多様なバックグラウンドをもったプロフェッショナル集団です。AsiaWise Groupは、
法的な側面から、アジアの経済、国（Nation States）、人々のつながり（相互理解・尊重）の実現に貢献します。

General Corporate / M&A
契約法務 / M&A

日本企業の現地進出、M&A/JV
案件を支援します。インドを始
めとするアジア現地企業との取
引から生じる契約についてアド
バイス可能です。

Risk Management
不正等のリスクマネジメント

現地でトラブルに見舞われた日
系企業の「駆け込み寺」、「守
護神」として、日系企業のアジ
アビジネスの展開を下支えしま
す。

Intellectual Property (IP)
知的財産権

アジアでは、日系企業がIPを
登録、執行する場面が増えて
います。AsiaWiseは、現地に
根差したIP保護サービスの提
供が可能です。

- Services -
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日本人プロフェッショナル10名（日本法弁護士8名）
＋ インド人プロフェッショナル20名強

久保 光太郎
Chair of Legal 
Practice
AsiaWise法律事務所
代表弁護士（日本）

渡邊 満久
Data Practice Leader
AsiaWise法律事務所
弁護士（日本）

Nitin Wadhwa
Chair of India 
Practice
Wadhwa Law 
Offices (Delhi) 代表
弁護士（インド）

Adarsh G
Chair of PE&VC 
Practice
Wadhwa Law 
Offices (Bangalore) 
弁護士（インド）

奥 啓徳
Chair of IP Practice
AsiaWise Cross-
Border Consulting 
Singapore 代表
WLO(Delhi)出向中

田中 陽介
IP Expert
AsiaWise Cross-
Border Consulting 
Singapore
WLO(Delhi)出向中

足羽 麦子
Associate
AsiaWise法律事務所
弁護士（日本）

横山 雄平
Associate
AsiaWise法律事務所
弁護士（日本）

松村 正悟
Associate
AsiaWise法律事務所
弁護士（日本）

江 广嘉
ジャン･ジャスティン・
グアンジャ

Paralegal
AsiaWise法律事務所

鈴木健二郎
AsiaWise法律事務所
顧問（非常勤）
テック・コンシリエ
代表取締役CEO

佐藤 賢紀
Associate
AsiaWise法律事務所
WLO(Delhi)出向中
弁護士（日本）



25

対象会社のビジネス・インフラへのアクセス権を
確保するための契約

①対象会社の本源的
価値

②対象会社に生じる
シナジーの価値

③対象会社のビジネ
スインフラにアク
セスして投資者に
生じる事業の価値

• SHA(board seat、information right等)
• 業務提携契約
• 共同研究開発（R&D）契約
• IPライセンス契約

• 投資契約（SPA、SSA等）＋SHA

(広義の意味での）
ビジネス・アライ
アンス契約
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投資契約だけに目を奪われない。対象会社のビジネスインフラへの
アクセス権はアライアンス契約によって、こちらからとりにいく。

提言：対象会社のビジネス・インフラへのアクセス権を
確保するためのスタートアップ投資契約実務

他方で、IP（知的財産権）は何でもかんでもとりにいってはいけな
い。IP戦略は中長期的な視野を持った経営戦略と心得る。

むしろ、データをとりにいく。契約においてはデータの帰属を意識
し、データにまつわる規制環境にアンテナをはりめぐらせる。

1

2

3
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Q： スタートアップ投資において念頭に置くべき、

無形資産の相互活用の可能性とは？

価値創造サイクル

保有資産の可視化

無形技術資産
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株式会社テックコンシリエのご紹介

株式会社テックコンシリエ

代表取締役CEO

AsiaWise Group

顧問・ストラテジックコンサルタント

鈴木 健二郎

東京大学大学院情報理工学系研究科後期博士課程修了後、株式会社三菱総合研究所、デロイトトーマツコンサルティング合同会社を
経て、現職に至る。

テックコンシリエは、主に自動車、機械、ハイテク・通信、素材、消費財、ライフサイエンス＆ヘルスケア、ITなどを始めとする業界で、技術資
産マネジメントの機能の確立・定着を支援する経営コンサルティング会社として、2019年4月に設立。多くの企業を経営レベルで変革させ
てきた技術資産コンサルタントが、戦略参謀としてクライアントの技術資産のマネジメント力を強化し、自ら持続的な成長力を生み出せる
よう、抜本的な改善を目指す。

三菱総研およびデロイトでは、知財起点のR&D改革、技術移転（M&A含む）、ビジネスエコシステムの構築、オープン＆クローズ戦略、新規事業開発等を通じ
て、トランスフォーメーションをグローバルに実現するための戦略立案と実行支援を行ってきた。取り組んできた案件の数は300を超える。

特許庁主催「知財を切り口とした事業性評価の方法について」「技術立国ニッポンの命運をかけた知財活用ファイナンス」などの基調講演のほか、業界団体
主催のカンファレンス、金融機関や事業会社内での役員・管理職向けセミナーでの講演、各種業界ジャーナルでの寄稿・執筆実績多数。

技術資産マネジメントの強化により
企業の持続的な成長を生み出す

“戦略参謀型”コンサルティングファーム
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これまでの技術資産マネジメントの世界観

自社セントリックに事業運営上の技術資産マネジメントを設計し、必要な機能を外部から補完するのが基本思想だった

※弊社会社案内より抜粋
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これからの技術資産マネジメントの世界観

技術資産を世界に駆け巡らせながらアイデアとクリエイティビティを形にし、価値創造サイクルを回すマネジメントが重要に
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世界レベルの事業戦略において、無形技術資産が生み出す価値創造サイクルを設
計し、その因数分解により必要なピースを洗い出す

提言:無形技術資産による事業価値創造を軸にスタートアップ投資戦略を

スタートアップ投資を、そのピースを獲得するための手段として位置付け、対象会社の
保有資産（知財権、技術力、ノウハウ、データ、顧客接点等）を可視化する

バリュエーションでは、価値創出サイクルにおいて、対象会社の保有資産の事業貢献
度（＝獲得によって得られる付加価値の評価）を反映させる

1

2

3
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ディスカッション1：従来型のM&Aのバリュエーションと、スタートアップ投資におけるそれの違い

▼

買収相手ではなく自社の価値向上に資するシナジー創出

DCF vs リアルオプション 過剰流動性時代のRule of Game

ディスカッション2：「スタートアップ投資により自社が得るもの」の類型

▼

アライアンス契約 IP戦略 データ活用 フロンティア探索投資/シナジー追求投資の峻別

ディスカッション3： 買い手/売り手双方の無形資産の相互活用の可能性

▼

無形技術資産の見極め、可視化 価値創造サイクルの創造

本日のKey Take Away


