
 

 

刊行のお知らせ 

待望の新刊 

『日本の LBO ファイナンス』 
本書の特徴 

日本の大手銀行、信託銀行、地方銀行、保険会社、ノンバンク、メザニン・ファンド、格付機関などの実務家が参

加してまとめられた LBOファイナンスの本格的な専門書。基本的な解説にとどまらず、市場発展に向けた課題や将来

展望についてのメッセージも発信。また、今後日本でも大きな発展が期待されるメザニン・ファイナンスの特徴、活

用機会、市場動向、課題についても解説。そして、巻末には、LBOファイナンス実務に従事する立場から知っておく

べき専門用語を平易に解説した「LBOファイナンス用語集」を収録。 

 

大手銀行、信託銀行、地方銀行、保険会社、ノンバンクにおいて、LBOファイナンス、シンジケート・ローン、メ

ザニン・ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンスなどの業務に従事する方々に必読の書。また、審査・与信

管理・リスク管理などの担当者にも待望の実務書。さらに、プライベート・エクイティ・ファンド（バイアウト・フ

ァンド、メザニン・ファンド）の運用会社や広く金融業界で活躍されている方々にとっても必携の書。 
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