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成功事例ファイル２３
　　株式会社富岡調剤薬局＆株式会社メディカルシステムネットワーク

３ヵ月Ｍ＆Ａ成約件数実績２３％増
　　第１四半期（４～６月）は４８件（２６組）のM&A成約件数を支援

１０月、全国１２ヵ所でＭ＆Ａセミナー開催！
　　すべての会場でM&A体験談がお聞きいただけます！

企業再生タスクフォース
結成

２０１３年３月の金融円滑化法終了予定に対応

（前年同期比）
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金融機関
顧客

企業再生タスクフォース結成 日本Ｍ＆Ａセンター 金融法人部のご紹介

当社の金融法人部は、地方銀行・第二地方銀行・信用金庫など、金融機関の皆様方と共同でＭ＆Ａ情報

開発からエグゼキューションまで行う部署です。また再生タスクフォースのメンバーは、金融法人部のメンバ

ーが主体となっております。金融機関の皆様から「Ｍ＆Ａトレーニー」として出向者を受入れるなど、さまざま

な活動を行っております。お気軽にご相談ください。

～２０１３年３月の金融円滑化法終了予定に対応～

私たちにご相談ください！

２０１２年６月８日、「企業再生タスクフォース」を結成しました。金融円滑化法終了に伴う中小企業の倒産増加や金融機関の不

良債権増加を緩和させるために、スポンサー探索などを通じて中小企業の再生を支援します。

東日本担当
金融法人部　課長

羽田 晶年

プロジェクトマネージャー
執行役員　金融法人部長

鈴木 安夫

常務取締役　統括事業本部長　大山 敬義

・ 全国金融Ｍ＆Ａ研究会

金融法人部のサービス

・ 支店長Ｍ＆Ａ研修

・行員向けＭ＆Ａ研修

・ Ｍ＆Ａトレーニー受入れ

相談会やセミナーの企画・実施
により共同で情報開発を行います

金融機関のお客様へ
Ｍ＆Ａ仲介サービスを
共同でご提供

地域金融機関

日本Ｍ＆Ａセンター

再生タスクフォースリーダー
経営支援室長

笹 雄一郎

金融法人部（東京）
課長　高橋 裕幸

金融法人部（大阪）
副部長　渡邊 成巳

金融法人部（大阪）
課長　町田 浩康

金融法人部（大阪）
ディールマネージャー　中村 健太

金融法人部（東京）
ディールマネージャー　渡部 恒郎

金融法人部は、社員１８名体制で取り組んでいます。
このほかに地域金融機関から、現在５名の出向者を金融法人部の
「Ｍ＆Ａトレーニー」として受け入れています。

金融法人部（東京）
課長　笠置 正人

金融法人部（東京）
ディールマネージャー　橋本 崇

日本Ｍ＆Ａセンターの企業再生タスクフォース

日本Ｍ＆Ａセンター　企業再生タスクフォースメンバーのご紹介

銀行入行後、証券会社へＭ＆Ａのトレーニーとして出向。以来Ｍ＆Ａ業務に従
事し、２００４年日本Ｍ＆Ａセンター入社。主な著作として、「地域金融機関のため
の中小企業M&A入門」（（社）金融財政事情研究会）、「中小企業のための
M&A徹底活用法」（PHP研究所）、などがある（共著）。また、金融機関や経営
者向けの講演も多数。

上場企業から中小企業まで幅広い会社規模・地域・業
種・立場でのＭ＆Ａ経験を背景に、10年以上のM&A
キャリアを持つ。累計成約社数は50以上にのぼる。

銀行にて法人営業を経験後、日本Ｍ＆Ａセンターに入
社。現在は東海から九州北部担当。地域金融機関との
共同成約事例を多数有する。製造業のＭ＆Ａが得意。

都市銀行勤務後、日本Ｍ＆Ａセンターに入社。
金融機関との協働案件を中心にＭ＆Ａ実績多数。

大手ベンダー系システム商社で法人営業を経験後、日本
Ｍ＆Ａセンター入社。関東・東北地方の金融機関とともに
Ｍ＆Ａ実績多数。製造業のＭ＆Ａを得意とする。

地域金融機関で法人営業などを経験した後に日本Ｍ＆
Ａセンターに入社。担当する地方銀行からの紹介案件を
中心に多数のＭ＆Ａ仲介実績を有する。

神戸大学経営学部卒、２００８年入社。
現在は、関西圏～北陸圏を中心に活動。金融機関から
の紹介案件を中心にＭ＆Ａ仲介実績多数。

京都大学経済学部卒。学生時代にベンチャー企業の経
営に参加。2011年12月に朝日新聞『就職の先輩』で取り
上げられる。昨年は当社最多の９件を成約に導く。

大阪大学理学部卒、２００５年入社。
２０１０年４月より金融法人部所属。現在は、関西圏～東
海圏を中心に活動し、累計約３０件の成約実績がある。

大学卒業後、大手リサーチ会社で中堅・中小企業のリ
サーチ業務に従事。その経験を活かして日本Ｍ＆Ａセン
ターに入社、以来数多くのＭ＆Ａを成約に導いている。

金融法人部（大阪）
Ｍ＆Ａアドバイザー　西井 正博

金融法人部（大阪）
Ｍ＆Ａアドバイザー　飯塚 仁康

コンサルティング会社で新規上場（IPO）支援コンサル、業務改善、経営計画
策定業務に携わった後、日本Ｍ＆Ａセンター入社。関東を中心に中堅中小企
業の株式譲渡、事業譲渡、株式移転などあらゆるスキームの成約実績が累計
20件以上にのぼる。

メガバンク入行後、本部・支店での勤務を経て、監査法人系コンサルティング
ファームFAS部門で企業再生実務を担当。その後、日本Ｍ＆Ａセンターに入社
し、製造業からサービス業まで幅広い業種で企業再生コンサルティング実績が
ある。

西日本担当
金融法人部

徳永 洋亮

中堅ゼネコン勤務を経て、実家の建設会社に入社、代表取締役に。
その後、再生支援会社のVTCコンサルティング㈱にて十数年の間、企業
再生の現場に入り込み、建設関連企業だけでも２００社以上の支援に関わ
る。２０１０年には、NHK教育テレビ「ETV特集」（再建は可能か、社長た
ちの正念場）でコンサルティングの様子が取り上げられる。

当社はスポンサー探索業務だけでなく、提携専門機関の活用に関して全体コーディネートを行います。

再生実績の豊富な実務家によるワンストップ ・ サービスをご提供します。

再生に必要な専門機関の調整および当事者間の調整を日本Ｍ＆Ａセンターが担当します。
スーパーリージョナル型事業再生を実施することで、「地域」の雇用・消費を維持し、地域経済衰退を防ぎます。

再生対象企業
（売り手）

再生コンサル
弁護士・公認会計士

日本Ｍ＆Ａセンター

地域金融機関
会計事務所 等
（紹介者）

スポンサー
企業

（買い手）

スーパーリージョナル型事業再生

当事者間調整当事者間調整

専門機関の調整・
コーディネート

スポンサー探索

デューデリ・再生スキーム構築

資産換金・ファイナンス

無税償却対策

再生ファンド
ABL（動産・債権等担保融資）

サービサー
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Ｍ＆Ａ成功ファイル２３
～本業強化・成長拡大のためのＭ＆Ａ～  

２０１２年４月、当社がお手伝いしてＭ＆Ａを実行された２社、伊丹様（富岡調剤薬局）と田中様（メディカルシステムネット
ワーク）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。

譲
受
企
業

譲
渡
企
業

―伊丹様、富岡調剤薬局のご紹介と、Ｍ＆Ａを検討した経

緯をお教え下さい。

伊丹　富岡調剤薬局は、群馬県の富岡市に５店舗、東京１店

舗、沖縄１店舗の合計７店舗の調剤薬局を運営しています。大

手調剤チェーンが参入しにくいといわれる群馬県で３５年の業歴

を誇り、県内でも存在感のある企業へと成長しました。

　Ｍ＆Ａを実施した理由は、事業承継問題に直面したことと、調剤

業界の将来的な業界環境を考えた結果でした。調剤薬局の経営

は「間違いのない薬の調剤」と「労務管理」に尽きます。この２点を

追求して、信頼を得ながら成長してきました。しかし私が６０歳とな

り、積極経営を維持するためにも「そろそろ次の世代へ」、と考える

ようになりました。会社を承継するにあたり、まず子供たちに相談し

ました。息子は歯科医師をしており、将来的にも調剤薬局経営をす

る気はないことを確認しました。娘もすでに嫁いでいます。

　一方外部環境として、調剤薬局業界は今後厳しくなるだろうと予

想していました。医療費圧縮で薬価差益も薄くなっていきます。そ

んな中、安定した業績を継続し、人材を確保していくことは地方の

調剤薬局７店舗では難しいのでは、と思うようになりました。社員の

雇用確保も含めて、今のうちに大手チェーンの傘下に入って経営を

安定させる方が得策だという結論に至り、Ｍ＆Ａを決断しました。

―田中様、メディカルシステムネットワークのご紹介と富岡調

剤薬局様との提携に至った経緯をお教え下さい。

田中　当社は、「なの花薬局」を全国で２５４店舗（２０１２年

７月２日現在）展開する国内第６位の調剤薬局チェーンです。

地域住民の皆様に健康に関する多様なサービスを提供する「地域

薬局」を目指しており、薬局サービスの品質向上を図ると共に、積

極的な新規出店で薬局店舗網のドミナント化を推進しております。

創業の地である北海道では１００店舗を超える薬局網を展開し

ておりますが、本州 ・四国 ・九州での薬局網の拡大と地域医療へ

の貢献が現在の重要課題です。近年は、資本業務提携を通じて、

地域調剤薬局の存続と発展に貢献しようという考えを持っていま

す。

　当社としても北関東、特に群馬県は新規参入が難しい保守的な

地域として、どのような店舗戦略を取っていくか課題でした。そうした

時期に、事業承継問題を抱えているという富岡調剤薬局様との提

株式会社メディカルシステムネットワーク
常務取締役 田中 義寛 様
（本件Ｍ＆Ａ担当役員）

株式会社サンメディック
（メディカルシステムネットワークグループ）
取締役 事業部長 薬剤師 錦戸 裕幸 様
（富岡調剤薬局 新社長に就任）

株式会社富岡調剤薬局
代表取締役社長
伊丹 孝 様

伊丹 様

※職称は当時のもの

（東証一部上場 ： 4350）

日経MJにて今回のＭ＆Ａが取り上げられ
ました。当社ウェブサイトにて紙面をご確
いただけますのでぜひご覧ください。
→　http://www.nihon-ma.co.jp

～私が仲介しました！～　業界再編 /合従連衡の波を勝ち残るＭ＆Ａ

携のお話をいただき、ぜひとも検討したいということになりました。

―伊丹様、メディカルシステムネットワーク様を選んだ理由を

教えてください。

伊丹　選んだ理由としては、メディカルシステムネットワーク社の企業

理念に共感できたからです。地域医療サービスを守るために多くの

地方薬局と提携し、互いの経営基盤強化に取り組んでおられます。

提携といっても、地域で経営を続けていくために必要な体制は尊重

していただけます。そうした理念の企業のもとへなら、今まで築いて

きた薬局をお任せしてもいいと感じたからです。

―現状はどうですか？

伊丹　現在、役員も社員も活き活きと働いており、非常に安心してお

ります。また人材確保の面でもかなり助かっています。瞬間的に薬

剤師が足りない、といった場合でも、近隣県のグループ店からすぐに

優秀な薬剤師の方々がヘルプに来てくれます。私自身は後々の心

配がなくなり、引退するのに肩の荷が下りた思いです。

田中　今回の富岡調剤様とのＭ＆Ａは北関東拠点の増加への足

がかりとなる第一歩でした。今後は、Ｍ＆Ａや新規出店戦略も交

えて、積極的に店舗網を拡大していきたいと考えています。また、

同じ理念をもって当社グループで一緒に地域医療を守っていただ

ける地域の薬局オーナーの方々とは今後もさらに提携を進めてい

きたいと考えています。

　こうしたグループ経営を通じて、地域調剤薬局の存続と発展に

貢献していく所存です。

株式会社富岡調剤薬局 株式会社メディカルシステムネットワーク

：群馬県富岡市

：調剤薬局

：約１１億円

：４０名

所 在 地

業 務 内 容

売 上 高

従 業 員 数

：北海道札幌市

：調剤薬局 ・医薬品ネットワーク

：約５００億円（連結）

：約１２００名（連結）

所 在 地

業 務 内 容

売 上 高

従 業 員 数

富岡調剤薬局様の
社員向けディスクロージャーセレモニーにて

日本Ｍ＆Ａセンター
企業戦略部　課長
西川　大介
（にしかわ だいすけ）

　業界再編が起こる要因は図の通り様々です。今回のケースでは、その背景に医療費の抑制 ・薬事法の改正 ・消費税の増税 ・調剤チェーンの

全国展開、オーナーの高齢化および後継者難 ・薬剤師の採用難等の環境圧力がありました。自社の経営環境と業界での再編 ・合従連衡の要

因を認識し、Ｍ＆Ａ戦略など今後の取り組みを具体的に検討していくことが、業界で勝ち残るための第一歩となるでしょう。

企業

マクロ環境

［コメント］

ミクロ環境

●法規制

●税制

●政府 ・関連団体の動向

政
治
的
要
因

●景気

●デフレ ・ インフレ

●為替 ・金利

経
済
的
要
因

●技術革新

●特許

技
術
的
要
因

●人口動態 （少子高齢）
●世論
●ライフスタイル ・価値観の
変化
●自然災害

社
会
的
要
因

●市場規模
●市場成長率
●販売単価 ・販売数量
●顧客属性（年齢、性別）

市
場
環
境

顧
客
動
向

●同業者間の競争
●顧客の交渉力
●仕入先の交渉力
●代替品の脅威
●新規参入者の脅威

競
争
環
境
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Ｍ＆Ａ成約件数実績のご紹介

Ｍ＆Ａセミナー、全国１２会場で開催！ お知らせ
I n fo rmat ion

「カンブリア宮殿」（テレビ東京系列）に、日本Ｍ＆Ａセンター社長の三宅がゲスト出演いたしました。
その際に三宅の著書「会社が生まれ変わるために必要なこと」（経済界刊）について、
村上龍氏より「今年読んだ本で一番面白かった！」と絶賛していただきました。

次回は 「カンブリア宮殿」 （テレビ東京系列） 出演特集を予定しています！

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 ＞

■各書店にて好評発売中■

定価８４０円 （税込）

　２０１３年３月には、企業金融円滑化法が終了するとされています。その場合、

金融機関が抱える不良債権予備軍は地方銀行だけで２６兆円にも及ぶ可能性が

あると予測されています。こうした企業再生の問題に対処するため、日本Ｍ＆Ａセン

ターでは「企業再生タスクフォース」を立ち上げました。

再生業務の経験が豊富なコンサルタントがご相談に対応します。（と）0120-03-4150http://www.nihon-ma.co.jp/seminar/
経営者のためのＭ＆Ａセミナーのお申込 ・詳細は、ホームページまたはお電話から

セミナー担当係まで

～全国各地にて体験談がお聞きいただけます～

所在地
譲受け企業

取引スキーム

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

会社分割

株式譲渡

事業内容 所在地 事業内容
関東不動産 ・ビルメンテナンス業 中国 ・四国 不動産管理業

関東有料老人ホーム ・デイサービス 北海道 ・東北 有料老人ホーム ・デイサービス

関西飲食業 関西 飲食

北海道 ・東北菓子製造販売 北海道 ・東北 飲食業

関東電気機器卸売業 関東 運送業

関西スポーツ施設 関西 スポーツ施設

東海 ・北陸リネンサプライ 関西 リネンサプライ

中国 ・四国医療法人 中国 ・四国 医療法人

関西電気工事業 関東 電気機械器具卸

関東調剤薬局 関西 調剤薬局

関東運送業 関西 運送業

関西調剤薬局 東海 ・北陸 調剤薬局

関東電気工事業 関東 ガス ・燃料小売業

関西段ボール製造業 関東 包装資材製造販売

関西ビルメンテナンス 関西 マンション管理

関東段ボール製造業 関東 梱包業

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

株式譲渡

株式譲渡

株式譲渡

出資持分譲渡

株式譲渡

関東印刷業 関東 印刷業

関東段ボール製造業 関東 印刷業

東海 ・北陸食品小売 関西 雑貨製造販売

関西医療法人 関東 医療法人

関東塗装工事 関東 塗装工事

17

18

19

20

21

株式譲渡東海 ・北陸金属部品製造業 東海 ・北陸 金属部品製造業22

株式譲渡関東警備業 東海 ・北陸 警備業23

株式譲渡中国 ・四国訪問介護 中国 ・四国 介護事業24

事業譲渡中国 ・四国ビルメンテナンス 関東 ビルメンテナンス25

株式譲渡関東プラスチック製品製造 北海道 ・東北 プラスチック製品製造26

譲渡企業

　２０１２年１０～１１月に「経営者のためのＭ＆Ａセミナー」を開催いたします。多くの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

　第１四半期（４～６月）は４８件（２６組）のＭ＆Ａ成約件数を支援いたしました。下記にご紹介いたします。10 月「経営者のためのＭ＆Ａセミナー」、１２会場で開催決定！ !

東　京

大　阪

名古屋

福　岡

札　幌

10月18日（木）

10月10日（水）

10月16日（火）

10月25日（木）

11月 6日（火）

仙　台 10月30日（火）

新　潟

千　葉

帯　広

金　沢

京　都

11月14日（水）

10月26日（金）

10月17日（水）

11月13日（火）

10月23日（火）

姫　路 10月24日（水）

日　程 会　場

ホテルニューオータニ ザ・メイン「芙蓉の間」

名古屋マリオットアソシアホテル 「タワーズボールルーム」

ヒルトン大阪　「桜の間」 

名古屋市中村区名駅１－１－４

東京都千代田区紀尾井町４－１

三井ガーデンホテル千葉 「天平」
千葉市中央区中央１－１１－１

名古屋会場は約４５０名が参加されました。
（2012 年 6 月 14 日開催）

（東京・大阪・京都・福岡・仙台・札幌会場） （名古屋・帯広・姫路・金沢・新潟・千葉会場）

ホテル日航ノースランド帯広 「ノースランドホール」
帯広市西 2 条南 13 丁目 1 番地

京都ホテルオークラ 「暁雲」
京都市中京区河原町御池

姫路キヤッスルグランヴィリオホテル 「松竹の間」
姫路市三左衛門堀西の町 210 番

金沢都ホテル 「鳳凰の間」
金沢市此花町６－１０

ホテルオークラ新潟 「コンチネンタル」
新潟市中央区川端町６－５３

ホテル日航福岡 「都久志の間」
福岡市博多区博多駅前２－１８－２５

ホテルメトロポリタン仙台 「千代」
仙台市青葉区中央１－１－１

札幌グランドホテル 「グランドホール」
札幌市中央区北 1条西 4丁目

大阪市北区梅田１－８－８

13：30
～
16：00

（受付開始 13：00）

13：30
～
16：40

（受付開始 13：00）

株式会社ペリテック
代表取締役 　平 豊 様

三洋技研工業株式会社
前社長 　早坂 正 様

10 月Ｍ＆Ａセミナー体験談の講師の方


