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ORRICK COVID-19 Resource Center

この度オリックでは、皆様に有益となる

情報を提供すべく、当事務所のグローバル

ページ ”COVID-19 RESOURCE CENTER
（https://covid19.orrick.com/）” に加え、

日本に関連する情報を集約した特別ぺージを設けました。

ぜひ以下リンクよりご覧ください。

本ページは、今後随時アップデートされます。

https://covid19.orrick.com/japan/

Please visit Orrick's global site 
https://covid19.orrick.com/ as well as the newly 
created Japan specific page 
https://covid19.orrick.com/ for legal issues 
resulting from the COVID-19 pandemic. 

https://covid19.orrick.com/
https://covid19.orrick.com/
https://covid19.orrick.com/


序文 Introduction 

• COVID－19危機は、世界的な合併および買収に重大な影響を与えており、今も影響を及ぼし続けている。

2019年と比べ、米国のM＆A水準は第1四半期で50％以上減少し、2530億ドルとなった。 この危機による企業

の価値評価、流動性、業務およびビジネスの見通しへの影響を把握するのに買主や売主が苦慮している現状を

踏まえ、多くの実務家がM＆A活動が当面の間落ち込むことを予想している。

The COVID-19 crisis is having and will continue to have a material impact on global mergers and acquisitions.  

U.S. M&A levels fell by more than 50% in the first quarter—to $253 billion—compared to 2019.  Many 

practitioners expect M&A activity to remain depressed for the foreseeable future as buyers and sellers struggle 

to understand the impact of the crisis on valuation, liquidity, operations and business outlook. 

• 一方、ディストレスト投資や民間債は投資機会

として捉えられており、投資家はこれらの領域に焦点を

当てた運用会社に資本を充てることを検討している。

In contrast, distressed investing and private debt are seen 

as areas of opportunity, with investors looking to allocate 

capital to managers focused on these strategies.
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“Dealmaking grinds to a halt     on coronavirus impact” 
- Financial Times, March 30, 2020



概要 Overview

日本のバイヤーが米国におけるディストレストM＆Aの機会を評価する上で、どのような問題を考慮す

べきか？

• 米国のディストレストM＆Aの概要

• COVID-19感染拡大下におけるディストレストM＆Aを取り巻く状況

• ディストレストM＆A取引の一般的な取引構造と予想されるタイムライン

• その他のディストレストM＆A取引に関する考慮事項

• 日本の買収者にとっての機会

What issues should Japanese buyers consider when evaluating distressed M&A 

opportunities in the U.S.? 

• Overview of U.S. Distressed M&A

• Climate for U.S. Distressed M&A in light of COVID-19

• Common deal structures and expected timelines for Distressed M&A transactions

• Other Distressed M&A considerations

• Opportunities for Japanese buyers
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I. 米国のディストレストM＆Aの概要
Overview of U.S. Distressed M&A

• ディストレストM＆Aとは

– 通常のM&A + 健全性の懸念による構造、プロセス、タイミングおよびリスク配分の違い

– 倒産に至る様々な段階で、ディストレストM＆Aが可能：

○ 短期的な流動性の懸念または予想されるデフォルトを伴う倒産手前の状態

○ 「破産状態/支払不能ゾーン」に陥っている状態

○ 倒産手続の進行中

• What is Distressed M&A?

– Normal M&A + differences in structure, process, timing and risk allocation due to solvency concerns

– Distressed M&A can be pursued at various stages of insolvency:

○ Pre-insolvency with near-term liquidity concerns or anticipated default

○ “Zone of insolvency”

○ Insolvency proceeding
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I. 米国のディストレストM＆Aの概要 （続）
Overview of U.S. Distressed M&A  (cont’d)

• 誰がディストレストM＆Aに参加できるか

– プライベート・エクイティ企業やその他の金

融投資家

– 戦略的事業会社

• Who can participate in Distressed 

M&A?

– Private equity funds and other financial 

investors

– Strategic companies
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• なぜ、買主はディストレストM＆A をするべきか？

– 低い企業/事業価値評価で戦略資産を取得できる機会

– 潜在的購入者の数が限られるため、競争が少ない

– 米国連邦倒産法 363 条に基づく資産・事業の譲渡 （以

下「363条Sale」という） により他の請求権や責任（承継

者責任を含む）の負担のない状態 （Free and Clean)で

資産を取得できる可能性

• Why should buyers pursue Distressed M&A?

– Opportunities to acquire strategic assets at lower 

valuations

– Less competition as pool of potential buyers is limited

– Possibility of acquiring assets “free and clear” in a 

363 sale



I. 米国のディストレストM＆Aの概要 （続）
Overview of U.S. Distressed M&A  (cont’d)

• 法廷外（倒産手続前）

– 第三者への売却

– リファイナンス/資本再編取引

– デット・エクィティ・スワップ/UCC担保権実行

– 州法に基づく売却手続（ABCs (債権者のための売却代行））

• Out of Court (Pre-Insolvency Proceedings)

– Sale to third party buyer

– Refinancing / recapitalization transactions

– Debt for equity exchanges / UCC foreclosures

– State law procedures (ABCs (Assignment for the Benefit of Creditors))
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I. 米国のディストレストM＆Aの概要 （続）
Overview of U.S. Distressed M&A  (cont’d)
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• 倒産手続

– 米国連邦倒産法 363 条 － 債務者は、裁判所が承認した公売手続に従い、買主へ資産を売却。

– 米国連邦倒産法第11章の再建計画 － 債務者（または再編成された債務者の資本）は、通常広範な

再編の枠組みにおいて、裁判所が承認した公売手続を経て、買主に資産を売却。

o 再建計画では、一般的に363条Saleによる売却よりも売却手続に時間を要し、且つ多数の法的要
件 （例えば、少なくとも１つの毀損される債権者クラスによる再建計画の承認、実現可能性および
最善の利益テスト、誠実、公正かつ衡平、絶対的優先権原則の遵守）が伴う。

• Bankruptcy Proceedings

– Section 363 – Debtor sells assets to buyer pursuant to a court-approved public auction process

– Chapter 11 Plan of Reorganization – Debtor (or equity of reorganized debtor) sells assets to 

buyer, usually through a court-approved public auction process within a broader restructuring 

context

o Plans of reorganization generally take more time than a 363 sale and has numerous legal 
requirements (e.g., acceptance of the plan by at least one impaired class, feasibility and best 
interests test, good faith, fair and equitable, compliance with absolute priority rule)



II. COVID-19感染拡大下におけるディストレストM＆Aを取り巻く状況
Climate for U.S. Distressed M&A in light of COVID-19 

• M&A全般に与える影響 COVID-19パンデミックに関連する金融危機により、取引価格に対する下方圧力と

、買主の現金に代わり（またはその補完として）株式が対価として使用される可能性への注目の高まり、さら

にはアーンアウトまたは分割払い（マイルストーンによる支払）を含む価格体系がもたらされるであろう。

• Impact on M&A Generally.  The financial crisis associated with the COVID-19 pandemic will likely 

result in both downward pressures on deal values and a greater focus on the possible use of stock 

consideration in lieu of (or supplemental to) the buyer’s cash, as well as pricing structures involving 

earnouts or milestone payments.

• 既存M&A取引への影響 COVID-19パンデミック発生前に調印された多くの案件がクローズし、またはク

ローズ予定である一方、多くの注目度の高い案件が中止されている (例：L-Brands / Sycamore Partners、

WeWork /SoftBank、Hexcel Corp / Woodward Inc.、Xerox / HP）。

• Impact on Existing M&A Deals.  While many deals signed prior to the COVID-19 pandemic have 

closed or remain on track to close, a number of high profile deals have terminated (e.g., L-Brands / 

Sycamore Partners, WeWork / Softbank, Hexcel Corp / Woodward Inc., Xerox / HP).
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• 倒産状態となる前の計画 ポジティブキャッシュフローの無いVC支援の初期段階の企業の多くは、

利用可能な資本の不足により、部門や製品ラインの販売または支配権移転を含む戦略的な代替案

の検討の必要性を迫られることになる。

• Pre-Insolvency Planning.  For many VC-backed and early stage companies without positive 

cash flow, the lack of available capital is forcing companies to consider strategic alternatives, 

including sales of divisions or product lines or change of control transactions.

• 破産申請の増加 過去数年に渡り、歴史的に低い申請数を維持していたが、大型破産案件の申請

数が増加（例： J. Crew, Neiman Marcus, True Religion, John Varvatos, FoodFirst Global)。

• Rising Bankruptcy Filings.  After historically low bankruptcy filings over the past few years, 

the number of large bankruptcy filings has ticked up (e.g., J. Crew, Neiman Marcus, True 

Religion, John Varvatos, FoodFirst Global).
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II. COVID-19感染拡大下におけるディストレストM＆Aを取り巻く状況（続）
Climate for U.S. Distressed M&A in light of COVID-19 (cont’d)



III. 取引構造と時期に関する考慮事項
Structure and Timing Considerations

• 責任軽減 買主は、望まない債務引受及び詐害行為取消のリスクを最小限に抑えるために、取引構造を

慎重に検討する必要がある。

• Liability Mitigation.  Buyers need to give careful consideration to deal structure to minimize 

assumption of unwanted liabilities and mitigate fraudulent conveyance risk.

• COVID-19によるデュー・デリジェンスへの影響 買主は、 COVID-19 が商業上の契約（例：不可抗力条

項／終了条項、最低購入要件、保証金）、開示問題、在宅命令の遵守、雇用および労働問題、政府による

経済的便益（例えばPPPローンの適格性）などの分野に及ぼす短期的および長期的な影響を評価する必

要がある。 また、買主は、買収価格の計算においてCARES法の利点をどのように取り扱うかを検討する

必要がある。

• COVID-19 Impact on Diligence.  Buyers need to assess short-term and long-term impact of 

COVID-19 on areas such as commercial contracts (e.g., force majeure clauses / termination 

provisions, minimum purchase requirements, deposits), disclosure issues, compliance with stay-at-

home orders, employment and labor issues, government benefits (e.g., PPP loan eligibility).  

Buyers also need to consider how to address CARES Act benefits in purchase price calculations.
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• リミテッド・リコース（限定的補償請求権 ） 買主は、標準的な補償構造の下、苦境に陥った売主に対して、

限られた回復/回収しか望めない。表明保証保険を活用できる可能性はあるが、COVID-19や潜在的な除

外事由に関する詳細な質問を保険会社から受ける可能性がある。

• Limited Recourse.  Buyers should expect limited recovery against distressed sellers under 

standard indemnity constructs.  Rep & warranty insurance may be available but expect detailed 

questions from underwriters related to COVID-19 and potential exclusions.

• 複数の利害関係者 ディストレストM&Aの買主は、売主だけでなく、他の利害関係者（例えば、貸し手、供

給者と顧客、従業員と組合、政府機関）と交渉する必要があることが多い。

– 倒産状態下での取締役の善管注意義務の変容

• Multiple Stakeholders.  Buyers in distressed M&A often need to negotiate not only with the seller 

but also with other stakeholders (e.g., lenders, suppliers and customers, employees and unions, 

government agencies).

– Shift of fiduciary duties of directors under insolvency
12

III. 取引構造と時期に関する考慮事項 （続）
Structure and Timing Considerations (cont’d)



• 広範なM&A市場の遅延 パンデミック下に存続する既存のM＆A契約と、パンデミック時に締結された新規

契約の両方において、契約期間が大幅に延長される見込み

– 現金の保全と買収のための説得性のある戦略的根拠の必要性

– 不確実な企業/事業価値評価

– 買収資金調達の困難性

– COVID-19に関連する新しいM&Aデュー・デリジェンスの問題

– 第三者の同意（家主、顧客、知的財産ライセンサーなど）

– 独禁当局その他の規制当局の承認の取得の遅延（CFIUSを含む）

• Delays in Broader M&A Market.  For both existing M&A deals that survive the pandemic and new 

deals entered into during the pandemic, it is expected that deal timelines will be significantly 

extended. 
– Conservation of cash and the need for compelling strategic rationales for acquisitions

– Uncertain valuations

– Difficulty obtaining financing 

– New M&A due diligence issues related to COVID-19

– Third-party consents (e.g., landlords, customers, and intellectual property licensors)

– Delays in obtaining antitrust or other regulatory approvals (including CFIUS) 13

III. 取引構造と時期に関する考慮事項 （続）
Structure and Timing Considerations (cont’d)



• 加速されたタイムフレーム しかしながら、流動性上の懸念から、ディストレストM＆A契約は非常に

短い期間でのクローズが必要とされることが多い。買主は、必要とされる迅速性を保ちつつ、十分な

保護の確保をバランスよく行う為に、主要な問題に焦点を当てなければならない。

• Accelerated Timeframes.  However, due to liquidity concerns, distressed M&A deals often 

need to be closed within a very short timeframe.  Buyers must focus on key issues to balance 

the need for speed vs. ensuring it is adequately protected.
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III. 取引構造と時期に関する考慮事項 （続）
Structure and Timing Considerations (cont’d)



• 363条Sales の時期とプロセス

– 「ストーキング・ホース（当て馬）」として入札へ参加、または競売で落札する機会を窺う

– ストーキング・ホースが利用できるディール・プロテクション（ブレークアップフィーなどの取引保護）

– 裁判所が承認した入札プロセスと売却

– 裁判所が承認した未履行契約の引受および譲渡

• Timing and Process of 363 Sales

– Opportunity to act as “stalking horse” bidder or wait to overbid at auction

– Deal protections such as break-up fees available to stalking horse bidder 

– Court-approved bidding process and sale

– Court-approved assumption and assignment of executory contracts
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III. 取引構造と時期に関する考慮事項 （続）
Structure and Timing Considerations (cont’d)



IV. その他のディストレストM＆A取引に関する考慮事項
Other Distressed M&A Considerations

• 売主の現金ポジションを理解。短期的債務を賄うに十分な流動性を有しているかどうか、など。

• Understand the seller’s cash position.  Does it have enough liquidity to fund its near-term 
obligations?

• 売主の法的責任／債務ポジションの理解。重要な未開示債務の可能性の評価。債権を介した支配

権獲得の機会を検討。

• Understand the seller’s liability/debt position.  Assess the likelihood of material undisclosed 
liabilities.  Consider opportunities to take control via debt.

• 法廷外で取引が成立するかどうかを判断。

• Determine whether a transaction can be consummated out of court.

• 独禁当局の合併審査及びCFIUSはなお363条Saleおよび倒産手続による売却でも必要。

• Regulatory hurdles such as pre-merger filing to anti trust body or CFIUS still apply under 363 
sales and sale through Chapter 11 proceedings.
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• 倒産手続に伴う負担増を便益（例、債務カット、倒産時解約や譲渡禁止条項の無効化、担保権及び請求

権負担のない資産取得）によって正当化できるかどうかの見極め。

• Determine whether the cost of bankruptcy is justified by the benefits (e.g., shedding debt, 
overriding ipso facto and anti-assignment clauses, ability to acquire “free and clear” of liens and 
claims).

• 売主の取引相手と交渉し、将来の見通しを改善 （家主からの家賃譲許、仕入先からの値引きなど）。

• Negotiate with the seller’s counterparties to improve go forward picture (e.g., rent concessions from 
landlords, discounts from suppliers, etc.).

• 交渉を合理化するために、表明保証保険を検討。

• Consider rep & warranty insurance to streamline negotiations.

• 買収に基づく借入れの必要性を回避するために十分な資金を確保。

• Retain sufficient funds to avoid the need for acquisition financing.
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IV. その他のディストレストM＆A取引に関する考慮事項 （続）
Other Distressed M&A Considerations (cont’d)



V. 日本の買収者にとっての機会
Opportunities for Japanese Buyers

• これらの構造的・タイミング的な問題を上手く乗り切れる買収者は、魅力的な機会を迅速に捉えることが

でき、取引成功のチャンスの最大化を図ることができる。

• Buyers that are able to navigate these structural and timing issues will be well positioned to move 
quickly on attractive opportunities and maximize the likelihood of a successful transaction.

• ディストレストM＆A活動の潜在的なターゲット：
– 小売業
– 旅行、レジャー、ホスピタリティ
– シェアエコノミー
– 商業用不動産
– 伝統的なエンターテイメント会社

• Potential targets of Distressed M&A activity:
– Retail
– Travel, leisure and hospitality
– Shared economy
– Commercial real estate
– Traditional entertainment companies
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• 他国企業に比べて豊富な手元資金と自社株買いに対する監視の高まり

• More available cash in hands compared to non-Japanese companies and more scrutiny on
share repurchase.

• 買収による戦略的意義及び社会的意義（雇用保全）

• Strategic objectives and social significance (job security) through acquisition.

• 日本の買収者であることの当局クリアランスの優位性

• Better position as Japanese buyers in connection with regulatory clearance.

• 状況の変化に応じた柔軟な対応及び撤退条件の事前検討

• Be flexible to changes in circumstances while determining the "bottom line" in advance.

• 後の支配権移転取引におけるオプショナリティを最大化するために、優先交渉権を伴うマイノリティー投資を検討

• Consider non-control investments with “first look” rights on a subsequent change of control transaction to 
maximize optionality.
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V. 日本の買収者にとっての機会 （続）
Opportunities for Japanese Buyers (cont’d)
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