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目を新たに追加。 
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第Ⅱ部 特集: ファイナンシャル・アドバイザリーの動向 
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近年、オークション案件の増加、株式の公開買付けを伴うゴーイング・プライベートの手法の増加、資金調達手段の多

様化などを背景とし、日本のバイアウト案件の多様化・複雑化が進んでいる。そこで、案件の当事者への助言を行うファ

イナンシャル・アドバイザリーの取り組みに関する特集を企画した。今回の特集では、日本を代表する M&A アドバイザ

ーに日本のバイアウト市場の課題やファイナンシャル・アドバイザリー業務への取り組みについてお伺いしたインタビュ

ー記事などを収録した。 
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社、コンサルティング会社、その他を中心に合計 300 部署に対して実施したアンケート調査の結

果を分析し、日本における M&A アドバイザリー業務・仲介業務への取り組みの実態について明

らかにしている。 
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