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カーブアウトのチェックリスト
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カーブアウト対象の
範囲の特定

目標とするモデル

移行期間中のモデル

入札プロセス

取引関連契約等の
ドラフト作成

カーブアウトの
ストラクチャーの

選定
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債務

事業譲渡

会社分割

移行サービス契約（TSA）
サービスカタログ

分離プラン

供給契約

業務委託契約

リース契約

ライセンス契約

SPA 財務諸表

スタンドアローン

移行サービス契約別紙

プロフォーマ

ロックドボックス方式

コンプリーション・アカウント方式

買収価格

買主側の
プロテクション

事業の継続性に関する誓約事項

wrong pockets条項

資産の充分性に係る保証

追加保証（Further
assurances）

カーブアウトコンサルタント及び
リーガルアドバイザーの選定

移行サービス契約に基づき提
供されるサービス（移管が完

了するまで）

入札参加者との秘密保持契
約の締結

移行サービス契約に基づくサービスの終了

買主側がDay 1より手配する
サービス

入札参加者に対するインフォ
メーション・メモランダムの送付

取引関連契約等の原案の作
成

VDDレポート、財務諸表、分
離原則及び移行ロードマップ

の作成

バーチャルデータルームの開
設及び取引関連契約等の原

案の配布

優先交渉者の選定

ティーザーの配布
取引関連契約等の締結（サイニング）

SPAのクロージング

入札者との交渉並びに独占的
交渉権及び／又は費用の負

担に関する契約の締結



カーブアウト対象の範囲の特定

何が売却されるのか？

対象事業の価値の中核をなす
資産は？

当該資産は対象事業においての
み使用される資産なのか、

それ以外の事業にも使用される
資産なのか？

対象事業において専ら
（Exclusively）使用される資産

vs

対象事業において主として
（Predominantly）使用される資産
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カーブアウト対象の範囲の特定

財務情報

以下のいずれか

（一定の仮定に基づき対象事業の
財務情報を切り出した）

プロフォーマ財務諸表の作成
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対象事業が独立している場合は

スタンドアローンベースの財務諸表の
作成

又は



カーブアウトを行うべきか？

検討すべきポイント – まずはじめに

どの程度の期間を
要するのか？

どの程度の資金が
必要になるのか？

ストラクチャーを決める
要因となるのは何か？
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どのような税効果があるのか？ 貸借対照表や収益にどのような
影響があるのか？

債権者との関係で

どのような問題や課題に直面する
可能性があるのか？

1 2 3
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カーブアウトを行うべきか？

検討すべきポイント – 分離元企業からの分離

カーブアウトを行った場合、
分離元企業グループの現行の
取引契約等にどのような影響が

及ぶのか？
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分離元企業からの分離により
実務において生じ得る問題

• IT・会計システムを利用できなく
なること

• 事業に必要なサービスを受けら
れなくなること
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雇用に関する課題

• 重要な従業員の引き留め

• 従業員の新たな採用、転籍、
移動の管理

• 従業員のインセンティブの管理
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分離後１日目（Day-1）に向けた準備：事業の継続性

移行サービス契約：法律上の事項と業務上の事項の両方について定める契約
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全体像を把握した上で 移行サービス契約（TSA）の策定に取り組む

サービスカタログ

現在の状態 目標とする状態Day-1の状態

方向づける 方向づける

分離プラン

作業 作業計画 テスト・評価

移行サービス契約の別紙

料金設定
サービスレベル

契約
サービスの内容

適用 適用

移行サービス契約

エスカレーショ
ン及び

紛争解決
ガバナンス 契約条件

その他の関連契約として、
例えば、以下のものが
挙げられる：

• 業務委託契約

• リース契約

• 供給契約

• ライセンス契約



取引の流れと各段階のタイミング
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目安となる
タイミング サイニングの3-6か月前 サイニングの4-6週間前 サイニング Day-1/クロージング 移管

財務

運営管理

現在の
モデル

目標とする
モデル

法務

準備 実施

カーブアウトコンサルタ
ント・リーガルアドバイ

ザーの選定

売主側のDD報告書とSPA及び
TSAの原案を策定・提出。データ

ルームを開設

SPA及びTSAの締結
SPAのクロージング

TSAに基づく業務
の終了

TSA（移行サービス契約）に
基づくサービス

（サービスの内容は様々）

Day-1 
買主側が手配するサービス

(IT)

• 移行のロードマップをカーブア
ウトコンサルタントに相談

• SPAとTSA（移行サービス
契約）の草案を作成

• 売主側の法務DDの報告書を
作成

カーブアウトコンサルタント／財務
アドバイザーが
• 財務モデルを分析し
• 売主側の財務DD報告書や財

務データを作成

カーブアウトコンサルタントが
• 分離に関する原則を策定し

• （リーガルアドバイザーの助言
を得て）移行のロードマップを
策定

• 入札者会議
• Q&Aプロセス
• 買主側のDD
• 入札者との交渉 – 独占的交渉権及

び／又は費用の負担

締結

• ガンジャンピング規制の
違反となる情報交換等を
行わない

• 移管計画を策定

• クロージングの前提条件
（CP）の充足

• 規制当局から許認可を取
得

• 移管作業• 入札者会議
• Q&Aプロセス
• 買主側のDD
• 入札者との交渉

• 移管計画を策定し、Day-1

までの分離プロセスを進め
る

移行期間中
のモデル

• ティーザーを配布

• インフォメーション・メモランダム
を配布

• 選定された一部の入札者との
秘密保持契約を締結



実務上のヒント

有意義なカーブアウトを実現するために何をすればよいのか？

万全の準備を整えておくことが
何よりも重要

分野・領域をまたぐ協力体制 取引関連契約等の全部を
一体のものと捉えて管理すること
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売主側のオークション戦略

2022年5月
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オークションのプロセス

オークションのフレームワーク

• 最適なフレームワークは様々な要因の影響を受け
る（例えば、ファイナンシャル・スポンサー（PEファン

ド）は一般的に初期的段階での出費を避ける傾向
にある）

• 今は二段階入札（第1次入札・第2次入札）が最も
一般的

• 良い条件を提示した入札者が多ければ、最終段階
まで残る入札者の数もその分多くなる

• 入札者の数は少なめ、入札において提示される
条件の水準は高めという方向に進みつつある
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（海外の）入札者の多くは
スピードを重視

逆に日本の入札者は
慎重なスケジュールを望むこ

とが多い

有力な入札者をみながら戦
略的なスケジュールを立てる



オークションのプロセス

売主側のデューディリジェンス（VDD: Vendor Due Diligence）

• オークションプロセスにおいて財務VDDレポート及
びビジネスVDDレポートが参加者に対して配布され
る場合が多い。

• 環境、保険その他の分野の専門家が作成したVDD
レポートが入札者の資金調達に役立つか否かを
検討する必要もある。

• 法務VDDレポートが何らかの形で作成されることの
方が多い（が米国や日本を含むアジアがメインの

プロセスではまだ珍しい）。日本の場合であっても
ファクトブックは作るべきであるし、法務VDDがあっ
たほうが入札者の負担は軽くなるためより好ましい。

検討すべきポイント

• 精査の対象範囲を適切に定め、徹底的な精査及び
全てのレポートの内容の確認を行うために必要な
時間を確保しなければならない。

→急ぎすぎてしまうと回復不能なダメージを受ける
おそれがある。

• センシティブな商業的情報の開示の方法及びタイミ
ング

• VDDを適切に行い、参加者に指摘される前に問題
を発見、対応策を練っておく。
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オークションのプロセス

経営陣の動きをコントロールする

経営陣が足並みを完全にそろえるよう
準備しておくことが価値最大化のポイント

• 効果的なモチベーション作り

• 経営陣に「売主に守られている」という
感覚を持ってもらう対策（十分な退職
手当の確保等）

よくある落とし穴：

• 経営陣をプロセスに参加させる時期が遅すぎた

• 経営陣からプラスアルファの協力を得るための経済的なモチベーション作
りが不十分であった

• 経営陣の入札者とのやりとりを十分に把握できていなかった

• 経営陣によるプレゼンが十分な準備やリハーサルを経ずに実施されてし
まった

• Q&Aのやりとりを十分にコントロールしなかったことで経営陣に過度な
負担がかかってしまった

• 入札者がPEファンドである場合において、必要とされる文書等の交渉や
作成に要する時間が十分に確保できていなかった（例えば、マネジメント・
ワランティー・ディードやエクイティ・タームシートはその内容の交渉をサイ
ニングまでに済ませておく場合が多い）
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売主側の戦略

様々な買主候補の異なるニーズに応える

14

課題 ファイナンシャル・スポンサーである買主 戦略的投資家である買主

経営陣による
保証

• サイニング以前のデューディリジェンス／対象事業のクオリティに関して経営幹
部による何らかの保証を求めることが多い

• 一般的に経営陣による保証は想定されていない

財務情報 • 「エクイティ・ブリッジ」の金額の算定のために必要な情報が売主やそのアドバイ
ザーから得られることを期待するケースが多い

• 巨額の出資金を単独ではなく他のスポンサーやLPと共に負担することを選択肢

として考える場合もある。提案されたアプローチの内容を早い段階で把握するこ
とは、取引実行の確実性やタイミングへの影響の有無の検証に役立つ

• 自身が提出する届出書等に対象事業に関する財務情報そ
の他の情報を盛り込まなければならない場合もある

• シナジーを考慮に入れるためには更なる時間や情報が必
要になる

タイミング • 海外では早いスピードで物事を進める傾向にあり、先手（pre-empt processes）
を取ろうとすることもよくある

• （買主が上場企業である場合は特に）ディールの承認に
必要なコーポレートガバナンス上のプロセスが通常よりも
複雑なものになることが想定される

• 買主が上場企業である場合には、公表を行う規制上の
義務が課せられている場合もある

• 社内専門家が関与することで、デューディリジェンスに関す
るコンサルティング・精査の厳格化につながり、デューディリ
ジェンスは細かくなる可能性がある



売主側の戦略

様々な買主候補の異なるニーズに応える
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課題 ファイナンシャル・スポンサーである買主 戦略的投資家である買主

デューディリジェンス • シナジー効果に関わる事項については特に徹底的な精査を行う可能
性

• 重複・統合に関する問題に注目が偏る可能性がある
• クリーンチームの必要性が高まる

• 社内専門家が関与することで、デューディリジェンスに関す
るコンサルティング・精査の厳格化につながり、デューディリ
ジェンスは細かくなる可能性がある

専門家 • 提案されたディールのストラクチャーの税効果や資金調達に関する

隠れた問題点（例えば、売主が対象事業のために提供していた担保・
保証がクロージングをもって解除される点）を特に精査する

• 反トラスト法・規制上の問題がより複雑になり、ディール実
行の不確実性が増す、クロージングまでの期間が長くなる
といった影響をもたらすおそれ

コミュニケーション戦略 • 経営陣を口説こうとして結果的に売主の予想に反した行動に出る
可能性も

• 自らのコミュニケーション戦略（社内コミュニケーションに関
するものを含む。）により注力する結果、不要な圧力を生む
可能性も

• ディールに対する格付機関の反応を把握する必要性が高
まることが見込まれる



売主側の戦略

表明保証保険

売主用表明保証保険

• 従来は、買主が買主用表明保証保険を活用するか表明保証保険を全く活用しないことを好む
傾向にあったため、売主用表明保証保険の提案それ自体がめずらしく、提案があっても受け入
れられないというケースが多かった

• 今後は世界で（特に米国で）表明保証保険の活用が主流になっていくことが予想される
日本でもそれなりの規模の案件では、売主側が表明保証保険の利用を入札の条件とすること
が増えている

• 保険ブローカーが保険加入のプロセスを管理し、プロセスの完了まで通常2～3週間かかる

• 保険会社に対し、SPA、インベストメント・メモランダム及び財務諸表といった重要な取引関連
契約等を提出しなければならない

• 保険会社は、第三者によるデューディリジェンスにおいて発見された問題点等が記載された
文書やデータルームに保管された資料の閲覧を必要とし、その内容を検証する

• 保険契約締結の際に保険契約者は無事故告知書（No Claims Declaration）に署名しなければ
ならない。保険契約発効日をもってリスクは保険会社に移転する
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1 売主用表明保証保険の
提案あり→受入れあり

6%

2 売主用表明保証保険の
提案あり→受入れなし

12%

3 売主用表明保証保険の
提案なし

82%

売主用表明保証保険

1

2

3

出所：フレッシュフィールズが助言を提供した直近の50件 （2019年10月）



売主側の戦略

入札者が提案した条件の検証

• 買収価格

• 合併規制 （Hell or High Water受け入れの有無）

• 外国直接投資規制に関するリスク

• 資金調達リスクはないか

• その他の社内手続（買主側の株主の承認）

• その他取引の確実性に影響のあるCPの有無

• MAC条項その他類似の条項

• 契約に基づくリスクの分担（表明保証の範囲、期間
の限定、キャップ、デミニマス、バスケット）

• 表明保証条項の「Bring down」

上記を買収価格に対する減額要素又は加算要素とし
て検討・比較
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