
成功事例ファイル２２
　　株式会社エスカルラボラトリーズ＆クオール株式会社

年間成約件数、過去最高の１９４件！

日本Ｍ＆Ａセンターグループ スイス国際会議
　　スイス・チューリッヒ国際会議、過去最高の２３０名が参加
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日本初の
医療・介護Ｍ＆Ａ実例集、発刊！
日本初の
医療・介護Ｍ＆Ａ実例集、発刊！

八重洲ブックセンター　医療・介護・福祉書ランキング
第２位！

http://www.nihon-ma.co.jp/
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病医院・介護施設に関する書籍を出版！

【出版記念】記者発表会

出版記念　医療Ｍ＆Ａセミナー開催

日本Ｍ＆Ａセンターグループ　スイス国際会議

日本初の医療介護Ｍ＆Ａの実例集！

【Ｃｏｎｔｅｎｔｓ】
序章　病院こそＭ＆Ａを活用しよう 
第 1章　病院Ｍ＆Ａの特異性について 
第 2章　病院・診療所のＭ＆Ａの事例 

　　事例 1　 地域の医療拠点を守りたい

　　事例 2 　子供の将来を考えて…

　　事例 3　 院内医師への承継は困難

　　事例 4　 医療と経営の分離

　　事例 5　 実質のトップの経営者は誰？

　　事例 6　 サービサーの活用で再生

　　事例 7　 債務カットにより自力再生を目指す

　　事例 8　 譲渡のタイミングを逃してしまい…

　　事例 9　 自身の健康問題と後継者不在

　　事例 10　独身理事長が急逝したら…

　　事例 11　激務理事長の健康不安

第 3章　介護施設のＭ＆Ａ事例 
　　事例 1　 事業展開の意欲を引き継ぎたい

　　事例 2　 新設分割で円滑な譲渡を実現

　　事例 3　 赤字部門の事業譲渡

　　事例 4　 訪問介護会社の株式譲渡

　　事例 5　 訪問看護 ・ デイサービスの株式譲渡

第 4章　病院Ｍ＆Ａの実務手順
第 5章　Ｍ＆Ａ成功のためのチェックポイント

　当社が医療・介護専門チームを設置して 5年余り。その実績をもとに医療機関・介護施設のＭ＆Ａについて、
具体的な事例を多数紹介して成功のためのノウハウを解説しています。後継者不在に悩む医療関係者や介護事
業者に、Ｍ＆Ａという手法の魅力を伝えます。 

●著　　 者　医療介護支援室長 分林 功　
●執筆協力　医療介護支援室次長 谷口 慎太郎
●監　　 修　代表取締役会長 分林 保弘
●出  版  社   株式会社日本医療企画
●体　　 裁   Ａ５判／ 196 頁
●定　　 価   本体 1,575 円
●発  売  日   2012 年 4 月 27 日

　昨年は東日本大震災で中止となっ

たため、２年ぶりの開催となりました。

　今回はスイス・チューリッヒでの開

催で、ＵＢＳ銀行による欧州Ｍ＆Ａ

についての解説や、スイス在住コンサ

ルタント鈴木桂様より本場スイスの資

産保全、ファミリーオフィスについての

紹介などが中心となりました。

　来年も多くの方のご参加をお待ちし

ております。

　4 月 26 日、発売に先がけて書籍出版に関する記

者発表会を開催し、多くの記者にお集まりいただきま

した。　当日は医療介護支援室長の分林功より、書

籍の中から 2 つの事例を紹介し、ご理解を深めてい

ただきました。

　今後とも医療介護Ｍ＆Ａの普及に努めてまいりま

す。そのため、「医療Ｍ＆Ａセミナー」を全国 8 ヶ所

で開催します（概要は次ページ）。

セミナー概要

ＵＢＳ銀行
コーポレート・アドバイザリー・グループ 
欧州ヘッド Dorothee Deuring 氏

※なお国際会議の詳細レポートは当社ウェブサイトでもご覧いただけます。
http://www.nihon-ma.co.jp/network/international_2012.html

パネルディスカッション事例発表の様子（本社セミナールーム）

会議の様子

～２３０名の会計人が参加～

日　程 会　場

東　京
大　阪
名古屋
札　幌

６月２７日(水)  

広　島 ホテルＪＡＬシティ広島　「シリウス」

日本Ｍ＆Ａセンター東京本社 セミナールーム

福　岡 ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡　「コーラル」

ウインクあいち　１１０８号室
梅田阪急ビルオフィスタワー ２６階会議室

札幌グランドホテル　「新緑の間」
仙　台
新　潟

７月１８日(水)  
７月１９日(木)  
６月２１日(木)  

７月１１日(水)  
７月１０日(火)  

６月２８日(木)  
６月１９日(火)  

仙台国際ホテル　「桜」
朱鷺メッセ　３０３号室

※開催時間は 1 4 ： 0 0 ～ 1 6 ： 3 0 （受付開始 1 3 ： 3 0 ）

0120-03-4150
●詳細・お申込はこちらから●

http://www.nihon-ma.co.jp/seminar/

八重洲ブックセンター　医療・介護・福祉書ランキング　第２位！（２０１２年４月第４週）

～２０１２年４月２７日発売の新刊です～
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クオール株式会社
代表取締役社長
中村　勝　様

クオール社
代表取締役社長
中村 勝 様

株式会社エスカルラボラトリーズ
代表取締役
渡辺　国信　様

エスカル社
代表取締役
渡辺 国信 様

株式譲渡契約調印式にて（２０１２年１月）

当社ホームページでは、これまでのＭ＆Ａ
成功事例を他にも紹介しております。
ぜひご覧ください。
→　http://www.nihon-ma.co.jp

※職称は当時のもの

（東証二部 ： ３０３４）
域社会に、より上質なQOL（クオリティ・オブ・ライフ）
をお届けすることができます。「食」と「医薬」は、地域社会

の健康にとって、切っても切れない関係があります。フェーズ

オンという子会社で医薬品のＳＭＯはすでに取り組んでおりま

したので、相乗効果も期待できると考えました。ただの利益

云々だけではなく、地域社会への貢献のためにも取り組むべ

きお話だと直感致しました。

―渡辺様、クオール社との資本提携を決意された理由を
お教えください。

渡辺　Ｍ＆Ａの相手を選ぶ際、どこでもいいというわけではあ

りませんでした。エスカルはニッチな事業内容でかつ独自の考

え方で経営してきたので、事業内容や運営の難しさを理解
してくれ、更に伸ばしてくれるような相手を望んでいま
した。クオール様を紹介してもらい理念や方向性を伺い、ク
オール様との提携であれば、グループ内でのエスカルの
存在意義を見出してもらい、将来性のある形で承継する
ことができると思い決意しました。

―現状はいかがですか？

渡辺　Ｍ＆Ａをするのは少し早いかもしれないと考えて

いましたが、結果的にはいい形で会社を承継することが
でき、経営者として最後の任務をやり遂げた思いです。多
くの中小企業経営者同様、休みらしい休み無しで走り続けて

きましたので、初めてゆとりのあるライフスタイルになりました。

業務をサポートしてくれた妻には、海外旅行に行きリフレッシュ

してもらいました。

 今後もこれまでの経験を活かして「健康」をキーワードに微力

ながら社会に貢献できるよう、ガーデニングをしながら構想を

練っています。

中村　社員の皆さんと一丸となって非常に良い雰囲気で
す。エスカル社の経営課題である人員補強についても
着々と進んでおります。採用強化のため、本社を埼玉県内

の主要拠点である大宮駅前に移転いたしました。

　その他、クオールの様々な経営資源を活用して、全社一丸

となって新しい取組みを始めています。社外からエスカル社
に合う経営者を招聘できたことも良い結果となってお
ります。また、お客様である食品メーカー様からは、クオール

の流通経路（調剤薬局店舗、ローソンとの併設店舗）の活用

を見込んだ依頼も増えてきております。

　今回のＭ＆Ａは当社にとって非常に有意義なお話であり、

今後も「食」を通じて地域社会に貢献できるような企業様と手

を携えていきたいと強く願っております。

―渡辺様、エスカル社のご紹介と、Ｍ＆Ａを検討した経緯
をお教えください。

渡辺　エスカルは、食品ＣＲＯの会社です。特定保健用食
品（特保）の申請目的や機能性食品のエビデンス検証を目
的の食品に関するヒト臨床試験を支援します。試験計画

作成から被験者確保、試験経過管理、統計解析、報告書提

出までトータルでサポートします。

　十数年前に起業した当時、食品ＣＲＯは、５社程度しかあ

りませんでしたが、現在では大学のベンチャービジネスをはじ

めとする異業種からの参入も多く、１００社が競合しておま

す。そのような業界で、受託した仕事は結果にこだわり、労
を惜しまず徹底的にサポートを遂行するポリシーで続
けてきた結果、業界内で確固たる地位を築くことができまし

た。

　会社としては順調に成長している中でのＭ＆Ａを決意した

理由は２つあります。

　１つ目は、「後継者問題」です。創業者である私が６２歳に

なり、私に万が一のことが起こった場合、会社はどうなるだろう

と考えました。従業員もいるし私を信頼し、業務を委託された

クライアントに迷惑をかけるわけにはいかず、会社を存続 ・継

続させなければなりません。まず義理の息子への承継を考え

ましたが、まだ若く経験も浅いため、親族への承継はあきらめ

ました。次に、役員に継がせることも考えましたが、株式の買い

取りや個人保証の問題や社長業の大変さなど、承継は現実

的には難しく、断念しました。そんなときにＭ＆Ａという選択肢

があることを知りましたが、小さい企業ですしＭ＆Ａの対象に

なるのだろうかと不安でした。数年前の新聞に掲載された会

社継承の記事を思い出し、日本Ｍ＆Ａセンターに相談しまし

た。いろいろ話を聞いていくうちに、Ｍ＆Ａによる承継が十分

可能だということがわかり、前向きに考え始めました。

　２つ目は、エスカルが受託する仕事の量が多くなってき
て、事業体制を強化しなくてはならないと感じていたこと

です。仕事量が増えすぎて、現体制では対応できなくなりつつ

あると考えていたところでした。１０数名の従業員では業務対

応が困難で、さまざまな方法で人材確保を試みましたが、増

加する仕事に対してスピードが追いつきません。体制を強化し

てくれる会社と提携して、事業インフラを強化したいと考えたこ

とが、Ｍ＆Ａを決意したもうひとつの理由です。

―中村様、クオール社のご紹介と、エスカル社との資本提
携に至った経緯を教えて下さい。

中村　クオールは、１９９２年の会社設立以来、「真実と誠
実をもって」を企業理念に掲げ、保険薬局経営を中核に企

業活動を行って参りました。地域社会の健康を担う一員とし

て、地域の一人ひとりへ健康で快適な環境を提供するこ
とこそが使命と考えております。

　日本Ｍ＆Ａセンターから、エスカルラボラトリーズ様のお話を

伺い、その場ですぐに是非取り組みたい、一緒に拡大させたい

事業だと思いました。当社グループに参画して頂くことで、地

株式会社エスカルラボラトリーズ クオール株式会社

：埼玉県北本市

：食品ＣＲＯ

：約２.５億円（当時）

：１５名

所 在 地

業 務 内 容

売 上 高

従 業 員 数

所 在 地

業 務 内 容

売 上 高

従 業 員 数

：東京都港区

：調剤薬局

：６０９億円（2011/3 期、連結）

：約１,８００名（2011/3 期、連結）

Ｍ＆Ａ成功ファイル２２

私が仲介しました！
～担当者の声～

　今回のＭ＆Ａは、エス

カル社にとっては事業承

継問題をクリアーし、かつ企

業として更なる成長 ・発展につながる、とても

有効なＭ＆Ａでした。クオール社にとっても

「食」と「医薬」というコンセプトにマッチした意

義のある取り組みとなりました。

　両社ともに満足いただけるＭ＆Ａを実現で

き、とても嬉しく思っております。今後の両社の

益々のご発展を祈念しております。

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
事業法人部　吉丸　彰一郎
（よしまる　しょういちろう）

※職称は当時のもの

２０１２年１月、当社がお手伝いしてＭ＆Ａを実行された２社の代表・渡辺様（エスカル社）と
中村様（クオール社）をお迎えし、Ｍ＆Ａを決意された理由や当時の心境などをお聞きしました。

～後継者問題解決・今後の成長のためのＭ＆Ａ～  

Ｍ＆Ａ調印式にて

クオール社
関連会社統括部 部長
緒方 伸一 様

クオール社
関連会社統括部 主任
林 隆祐 様

クオール社
専務取締役
荒木 進 様

クオール社
執行役員
山岸 匠 様
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　１年間の出向期間で、多くの案件に携

わらせていただきました。その中で、Ｍ＆

Ａ業務は企業の存続と発展に貢献する

大変有意義な業務であることを実感しました。

　地方の中堅 ・ 中小企業の身近な存在である地域金融機

関の一員として、今後もＭ＆Ａ業務を通じて地域経済に貢

献していきたいと思っております。

　強く印象に残っているのは、ふだん寡黙な

社長が、初めてのトップ面談で、譲渡を決断

した経緯を相手社長に語り始めたときのこ

と。Ｍ＆Ａの現場は、経営者の積年の想いが伝わる場だと実感

した瞬間でした。今回の貴重な経験を活かし、地元のお取引先

の悩み、想いに応えられるよう日々、努力していきたいと思いま

す。日本Ｍ＆Ａセンターの皆様はじめ、お会いしたすべての方々

に感謝しております。

銀行より当社に出向されていた２名の方が、 出向期間を終了されました。 今後のご活躍を祈念するとともに、 ご紹介いたします。

「経営者様向けＭ＆Ａセミナー」 各種開催のご案内

譲渡希望情報 ・買収希望情報の一部を、下記のような形式でご紹介しております。

ご希望に合致する案件がございましたら、お電話にて案件番号をお伝えください。

また掲載登録をご希望の方は、専用の登録シートのＦＡＸまたはホームページからご登録ください。

発行所 ：株式会社日本Ｍ＆Ａセンター （証券コード ：2127）

　　　　   〒100-0005　東京都千代田区丸の内 1-8-3

　　　　   丸の内トラストタワー本館 19 階

　　　　        TEL.03-5220-5454 （代） / FAX.03-5220-5455

　　　 　     h t tp ://www.n i hon-ma .co . j p/

発行人 ：分林　保弘

編集人 ：飯野　一宏

＜ 編 集 後 記 ＞

　このたび、医療と介護に特化したＭ＆Ａ事例集を上梓いたしました。医療や介護は

成長分野と呼ばれる一方で、他業界と同様に深刻な後継者難に見舞われていま

す。また医療法人に関しては主体の多様さや不動産の取扱など、ベテランの医療Ｍ

＆Ａ専門家が求められます。当社では医療介護支援室を５年以上前に設置してお

り、成果を紹介しております。ぜひご覧ください。（と）

Ｍ＆Ａ案件 ・事例は、 日本Ｍ＆Ａセンターのホームページをご覧ください

掲載案件に関するお問い合わせは、 お

電話にて案件番号をお伝えください。

登録 ・掲載についても下記お電話にて

承ります。

1000件を超える案件情報はこちらで　⇒　http://www.nihon-ma.co.jp/anken/
＜案件に関するお問い合わせ＞

登録 No.

472

希望業種

電気工事 全国 不問 地方に拠点を持つ企業を希望

希望
エリア

希望サイズ
（年商）

備考

0120-03-4150

0120-03-4150

※上記以外にも多くのニーズが登録されておりますので、ぜひご覧ください。

＜買収希望情報の一例＞

　２０１２年６～７月、全国６会場で経営者のためのＭ＆Ａセミナーを開催します。奮ってご参加ください！！

お知らせ

日本Ｍ＆Ａセンターでの出向を終えて

■ 経営者のためのＭ＆Ａセミナー

I n fo rmat ion

●詳細・お申込はこちらから●

２０１１年度は、１９４件（譲渡 ・譲受け別カウント）と年間での過去最高件数（対前年度比２４．４％増）となる成約のお手伝い

ができました。下記に、第４四半期（２０１２年１～３月）の２７組５２件をご紹介します。

年間成約件数、過去最高の 194 件！
M&A dea ls  c losed

http://www.nihon-ma.co.jp/seminar/

第一部

時　間

日　程

第二部

東　京 大　阪 名古屋 福　岡札　幌

6月12日（火） 6月 5日（火）6月1４日（木）7月 3日（火） 6月 7日（木）

１３：３０～１６：４０（受付１３：００～）

●なぜ譲渡を決断したのか？ 
●M&Aを進めながら思ったこと 
●M&A後、従業員・取引先の反応は？ 

●M&Aにより「会社」「社員」「社長」が
　ハッピーになる方法とは？
●これからの会社経営、「５つの法則」
   とは？

●「後継者問題」「先行き不安」を
　M&Aで解決した事例を紹介 
●本には載っていない「成功の秘訣」と
　「リスクの回避方法」を公開

［講 師］株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
 代表取締役会長　分林 保弘

［講 師］弊社取締役
　　　　大槻 昌彦

［講 師］弊社取締役
　　　　大山 敬義

［講 師］株式会社ウスダ製作所
 前社長 　臼田 憲司郎 様

［講 師］ 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
 代表取締役社長　三宅 卓

M&A体験発表／

会社を強くする
経営戦略の作り方とは？

企業の存続と発展を実現させる
Ｍ＆Ａとは？

成功するＭ＆Ａの進め方

広　島

7月 5日（木）
１３：００～１６：1０
（受付１2：3０～）

花澤　理人
（はなざわ　まさと）
出向元：福井銀行

片山　佳祐
（かたやま　けいすけ）
出向元：静岡銀行
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所在地

譲受け企業
取引スキーム

事業内容 所在地 事業内容

譲渡企業

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式交換

事業譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

会社分割

株式譲渡

株式譲渡

株式移転

東海 ・北陸自動車部品小売 東海 ・北陸 リサイクル

関東食品検査 関東 調剤薬局

関西不動産関連 関西 建設

関東自動車用品小売 関西 自動車用品小売

関西造花企画卸 中国 ・四国 花芸商社

東海 ・北陸ソフトウェア受託開発 関東 生産受託

関東清掃サービス 関東 リース

関東調剤薬局 関東 調剤薬局

関西食品卸 関東 業務用食品卸

関東精密部品検査 関西 精密機器販売

関東清掃サービス 関東 ビルメンテナンス

関東外食サービス 甲信越 清酒製造

甲信越自動車整備 甲信越 自動車整備

東海 ・北陸自動車整備 関東 自動車整備

北海道 ・東北食品スーパー 北海道 ・東北 食品スーパー

中国 ・四国人材派遣 関東 広告 株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

関東包装資材卸 関西 食品包装資材卸

中国 ・四国運送 中国 ・四国 運送

関東不動産賃貸 関東 不動産関連

東海 ・北陸自動車部品製造 中国 ・四国 自動車部品製造

東海 ・北陸広告企画 関西 印刷

関西食品製造 九州 ・沖縄 食品製造 株式譲渡

関西精密部品製造 関東 電子部品製造 株式譲渡

北海道 ・東北調剤薬局 関東 調剤薬局 株式譲渡

東海 ・北陸介護 関西 調剤薬局、介護 株式譲渡

九州 ・沖縄食品製造 九州 ・沖縄 食品卸 事業譲渡

関西食品卸 関東 業務用食品卸


