
Ｍ＆Ａ「成功」と
「幸せ」の条件

1991年4月

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

M＆A（企業の譲渡・譲受）支援業務

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

M＆A仲介専門会社唯一の東証
一部上場企業。中堅、中小企業
に特化した友好的M＆Aを支援。
全国の約230の会計事務所、約
240の地域金融機関とネット
ワークを構築し、累計約700件
のM＆A仲介実績。　
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主催 共催
1970年3月

東京都千代田区丸の内1-6-16
日本生命丸の内ビル21F

経営コンサルティング業

http://www.funaisoken.co.jp

1988年にはコンサルティング業界
初の株式上場を果たし、顧問先企業
が現在5,000社にまで至っていま
す。「お客様の業績を向上させるこ
と」を基本方針とし、独自の船井流
経営法による実践的なコンサルティ
ング手法は、あらゆる業種のお客様
に幅広く高い評価を頂いています。
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お問い合わせ・
お申込み

日時・会場

16：00～18：00（受付 15：30より）２０１０年７月29日（木曜日）

下記のFAX送信用お申込み用紙をコピーまたは切り取ってご利用下さい。お申込み
方法 お申込みいただきました後、下記ご参加者様宛てに「戦略セミナー事務局」の名前で郵便にて受講票をお送りいたします。

開催日の3日前までに受講票が郵送されない場合は、0120-03-4150までご連絡下さい。

東京
会場

日本M&Aセンターセミナールーム
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

大阪
会場

日本M&Aセンターセミナールーム
大阪市北区梅田2-4-9　ブリーゼタワー11階
※一部講座は東京会場からの中継となります。

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

ＴＥＬ

FAX

WEB
お申込み専用

お申込み専用

@E-mail

〒　　　　　　－　　　

今回はセミナーに参加できないが資料と本が欲しい。

ご希望の会場を選択して下さい。 東京会場 大阪会場

□自社の譲渡を検討したい　　□他社の買収を検討したい　　□経営コンサルを検討したい

M＆A、経営コンサルティングへの興味　

産業用機械業界向け　顧客減少対策セミナー お申込み用紙

日本M&Aセンター行　FAX03-5220-5455
※ご記入いただいた情報につきましては、（株）日本Ｍ＆Ａセンター、（株）船井総合研究所の２社で共有し、各種サービスのご案内・ご提供のためのみに利用し厳重に保管・管理及び破棄いたします。

※いずれか一つをお選び下さい。

講座スケジュール

第１講座
【装置産業の現状と今打つべき手とは！】

１．勝ち残るためのＭ＆Ａ戦略
　 ～“事業継続“の視点から見た活用法～
２．Ｍ＆Ａを成功させるための秘訣 
　～具体的な事例からわかりやすく解説～

第2講座
【Ｍ＆Ａ事情と活用法】

質疑応答

㈱船井総合研究所
産業財マーケティングチーム
チームリーダー

井上 雅史

講師全員

［発送元］株式会社 日本M&Aセンター 東京都千代田区丸ノ内1-8-3丸の内トラストタワー本館19階
［差出人］L-NET Co.,LTD 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24　　［返還先］L-NET郵送事業局 〒555-8691 私書箱3号DMD

東京都千代田区丸ノ内1-8-3
丸の内トラストタワー本館19階

http://www.nihon-ma.co.jp/日本M&Aセンターオフィシャルホームページ http://www.nihon-ma.co.jpTEL:0120-03-4150 FAX:03-5220-5455

ゆうメール

料金後納

（株）日本M&Aセンター 
企業情報部　部長
伊奈 幸三郎
いな　　 こうざぶろう

いのうえ  　まさし

※後日「戦略セミナー事務局」の名前で郵送させていただきます。

受講票
送付先

部署・
お役職

ご参加者名
他　　　　　名様

TEL ＦＡＸ

貴社名

セミナー生き残る道としてのＭ＆Ａを考える
参
加
費無料 7.29［木］開催

2010

0120-03-4150
03-5220-5455

丸の内トラストタワー本館
東京会場

ブリーゼタワー
大阪会場

東京駅

グラントウキョウ
ノースタワー
（大丸）

丸の内トラストタワー
N館

丸の内トラストタワー本館

外堀通り

永
代
通
り鉄鋼ビル

八重洲北口 日本橋口

呉服橋交差点

日本M&Aセンター

サピアタワー

16:00

18:00

18:00～

Ｍ＆Ａ「成功」と
「幸せ」の条件

産業用機械業界向け
である に

主催

共催

今後急務とされる事業承継対策、
生き残り対策のきっかけ作りのために

是非ご参加ください。

１．設備受注高４割減！業界動向と今後の予測を徹底解説
２．“請け型体質”では生き残れない！産業用機械メー
カーに求められる戦略とは？

３．“自社の技術”“プロセス開発”を軸にマーケティング
を成功させたメーカーＡ社の成功ポイントとは？

４．修理・メンテナンスを活用した、ビジネスモデル転
換方法とは？



主催 共催

講師紹介

“プロセス開発”を軸に「独自技術」を「見える化」し、他分野へ転換！
半年で、引き合い約20億！その成功のポイントとは？

03 “自社の技術”“プロセス開発”を軸にマーケティングを成功させたメーカーＡ社の成功ポイントとは？

大学卒業後、大手コンサル会社を経て、船井総研に入
社。産業機械メーカー、セットメーカーなどの製造業を中心
に、事業戦略等のポイントをついた支援に定評あり。クラ
イアントの再生や株式公開に導くなど実績は多数。セット
メーカー・エンジニアリング経営研究会 主宰。

井上  雅史

株式会社日本M&Aセンター 
企業情報部　部長

大学卒業後、都市銀行を皮切りに大手生保、大手証券に
勤務、金融業界から中小企業の事業承継問題に一貫して
関わってきたキャリアの持ち主。３年前に日本Ｍ＆Ａセンター
に入社、４月より現職。各地の商工会議所等での講演経
験多数。

伊奈  幸三郎

■こんな企業の経営者の方、お越し下さい

■Ｍ＆Ａの成功事例
自社で行うストーリー

他社と行うストーリー
船井総合研究所　
日本M＆Aセンター

本セミナーではこの2つの視点から解決法を
お伝えいたします

産業用機械業界は需要の減少、顧客の減少にどう対処すべきか？？？　
こんな今こそ守備範囲を広げて業容を拡大するチャンスです！！

02 “請け型体質”では生き残れない！産業用機械メーカーに求められる戦略とは？
以前のように“請け型体質”で特定顧客に依存していては生き残りはできず、今後は提案型へ転換するために“自社の技
術”など特徴を明確にし、ローコストでできるWebを活用した新規開拓へ転換する。

産業機械業界は“今”大きな変化を迎えています。“今”　自社が取るべきポジション、戦略を明確にしなければ生き残り
はありません。現状をしっかり把握し、次の手を打つ最後のチャンスです。

01 設備受注高４割減！業界動向と今後の予測を徹底解説

売上減少 顧客の海外移転 顧客の廃業 経営者の高齢化 跡継がいない 設備更新期 業界の行く末が不透明

修理メンテナンスのチャージからみた、修理・メンテを活用した、
ビジネスモデルの転換方法のやり方を徹底解説。

04 修理・メンテナンスを活用した、ビジネスモデル転換方法とは？

㈱船井総合研究所
産業財マーケティングチーム
チームリーダー

リーマンショック以降、顧客の設備投資意欲が低下し伸び悩んでいる。
主力得意先が海外生産に切り替えて、今後の受注が減少しそうだ。
コストダウンのために海外進出を検討したが、単独ではリスクが高いので
進出できない。
単一業界向けに製品を作ってきたが、リーマンショックで大打撃を受けた。
経営の安定化を図るために他の業界向けの産業用機械製造に進出したい。
スピード感のある成長戦略を描きたい。
今後の具体的な打ち手が読めない。今後の業界動向を知りたい。
経営者・オーナーが高齢化してきて無理が利かなくなってきた。家族にも
社内にも後継者たる人物が見当たらない。

産業用機械業界向け　顧客減少対策セミナー

「Ｍ＆Ａという手法」、「専門家への相談」により「悩み」が解決できるかもしれません。
一人で悩まずにご相談下さい！

売り手は半導体製造装置の機構部品の切削及び組立
を営む業歴５０年の老舗。代表者はいったんは退いた
ものの後を継いだ子息が急逝。80代になって体力気
力ともに衰え、親族内・企業内に後継者がおらず日本
Ｍ＆Ａセンターに相談があった。ビジネス内容の精
査、財務内容の精査を経たうえで、候補先を選定し
マッチング活動を展開した結果、大手メーカー商社が
手をあげ成約に至った。

成約のＰＯＩＮＴ　
①明確なシナジー効果
売り手・買い手のシナジー効果が明確であったため、
買い手のＭ＆Ａに対する姿勢が一貫していたこと。

②少数精鋭
売手・買手ともに検討に参加するメンバーを少数に限定。
情報漏えい防止と迅速な意思決定を実現できたこと。

③売手の不惑
会社の存続と従業員の雇用を守るのはＭ＆Ａしかない、
という固い意志が最後までブレなかったこと。

最新の営業戦略手法
●集塵機.com
●枚葉装置.com
●マシンビジョン検査装置.com
●真空機器・部品.com　　
　などの「ダイレクトマーケティング」
　への転換を！

■産業用機械業界の動向と今後の生き残り策

いな            こうざぶろう いのうえ 　  　　まさし


