刊行のお知らせ

＜日本企業のバイアウト＞シリーズ

待望の新刊
『プロフェッショナル経営者とバイアウト』
本書の特徴

バイアウト・ファンドの投資先企業で活躍したプロフェッショナル経営者とプロフェッショナル CFO へのインタ
ビューを試み、経営者としての経験を積んだキャリア、バイアウト・ファンドの投資先企業に外部から経営者が入
る際の留意点、実際の現場での経営改革の取り組みなどの実態を明らかにした。また、経営人材を紹介する立場の
人材エージェントなどのプロフェッショナルにもインタビューし、成功パターンや失敗要因にも触れて、これから
プロフェッショナル経営者を目指す若い方へのメッセージも発信。
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既刊 ＜日本企業のバイアウト＞シリーズのご紹介
経営課題を抱えた企業や成長意欲のある日本企業に対して、バイアウト・ファンドが各種のソリューションを提供している実態を、
実際の事例を通じて明らかにしたビジネス専門書。バイアウトの事例と経営者インタビューを豊富に収録。
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