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平成 23年 5月 23日 
各 位 

西日本シティ銀行 
 
 

「Ｍ＆Ａセミナー」の開催について 

西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）は、Ｍ＆Ａ支援 1500 件以上の実績を持つ、株式会社
日本Ｍ＆Ａセンター（代表取締役社長 三宅 卓）との共催で「Ｍ＆Ａセミナー＆株価診断会」
を開催しますのでお知らせいたします。 

今回の取組は、当行の中期経営計画「New Stage 2011~元気よく~」に掲げる“コンサルティ

ング機能の拡充”の一環として、中堅・中小企業の経営戦略ならびに後継者問題対策をバック

アップするもので、平成 23年 6月 7日(火)にＭ＆Ａセミナー、続く 6月 8日(水）、6月 9日(木)
の 2日間、個別相談形式のＭ＆Ａ株価診断会を開催いたします。 
セミナーでは、株式会社タクショク（現ワタミタクショク株式会社）前取締役 園田 辰義氏

をお招きし、『後継者が語るＭ＆Ａ体験談』として、Ｍ＆Ａの実体験をパネルディスカッション

形式で振り返っていただきます。さらにＭ＆Ａ支援経験豊富な株式会社日本Ｍ＆Ａセンター執

行役員 安丸 良広氏よりＭ＆Ａ成功のポイントを説明いたします。 

記 
■セミナーの概要 

日 時 平成 23年 6月 7日(火) 13：30～16：00（13：00受付） 

会 場 
西日本シティ銀行本店 7階 
福岡市博多区博多駅前 3丁目１番 1号（ＪＲ博多口正面） 

内    容 

●『Ｍ＆Ａの現状と実例』 

  講師  ：株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 

       執行役員 安丸 良広 

●『後継者が語るＭ＆Ａ体験談』 

  パネラー：株式会社タクショク（現ワタミタクショク株式会社） 

       前取締役 園田 辰義 氏 

       ＩＧグループ（タクショクの顧問税理士） 

       代表 岩永 經世 氏 

定    員 150名（先着順） 

参 加 費 無 料（但し、事前のお申込みが必要となります） 

主 催 西日本シティ銀行、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 

申 込 先 
日本Ｍ＆Ａセンター 大阪支社 担当：荒川、西井 
TEL：06－4797－6363 FAX：06－4797－6364 

以上 

 
本件に関するお問い合わせ先 

法人ソリューション部 深見・亀渕  TEL092-461-2021 

中期経営計画「New Stage 2011~元気よく~」 
“コンサルティング機能の拡充” 
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■株価診断会の概要 

開  催  日 平成 23年 6月８日(水)、6月 9日（木） 

会 場 
西日本シティ銀行本店 別館 4階 
福岡市博多区博多駅前１丁目３番６号 
（ＪＲ博多口から徒歩 5分・大博通り沿い） 

内    容 
●株価診断会 
ご持参頂いた財務資料をもとに、定量的データを作成 
＊当日持参物：決算書 3期分、税務申告書、内訳書 

定    員 10名程度（先着順） 

参 加 費 無 料（但し、事前のお申込みが必要となります） 

主 催 西日本シティ銀行、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 

申 込 先 
日本Ｍ＆Ａセンター 大阪支社 担当：荒川、西井 
TEL：06－4797－6363 FAX：06－4797－6364 

 
 



［講 師］株式会社日本Ｍ＆Ａセンター
 執行役員　安丸 良広

講演内容

事例紹介

Ｍ＆Ａセミナーのご案内

Ｍ＆Ａ株価診断会のご案内

後継者が語るＭ＆Ａ体験談

・Ｍ＆Ａ（企業譲渡・譲受）の戦略的活用により「後継者問題」や「先行き不安」を解決！
・Ｍ＆Ａの具体的なステップおよび注意点とは？
・最新の事例を交えて、Ｍ＆Ａ成功ポイントをご説明いたします。

実際に「あなたの会社のＭ＆Ａ株価」を算定する診断会を開催します（費用はかかりません）。
所要時間は２時間程度です。なお診断会当日は上記セミナー講師の安丸が対応いたします。

ご参加頂きたい方  ： 経営者の皆様ご参加頂きたい方  ： 経営者の皆様 参加費：無料参加費：無料

経営者のためのＭ＆Ａセミナー&株価診断会経営者のためのＭ＆Ａセミナー&株価診断会

●父がＭ＆Ａを決意した時に思ったこと
●M&Aを進めながら感じたこと
●M&A後の社員、顧客、取引先の反応について

●中小企業の事業承継

～これからの中小企業の生き残り戦略～

●Ｍ＆Ａを活用した生き残り戦略

［株式会社日本Ｍ＆Ａセンター］ 会社概要

［パネラー］株式会社タクショク（現ワタミタクショク株式会社）
　　　　　前取締役 　園田 辰義 様（左から２番目）

Ｍ＆Ａの現状と実例 13：30 ～ 16：00
（受付開始 13：00）

西日本シティ銀行本店　７階
福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号（ＪＲ博多口正面）

第１部　Ｍ＆Ａの現状と実例
第２部　後継者が語るＭ＆Ａ譲渡体験談

社長のご子息で後継者候補であった園田様と、顧問税理士の岩永先生に、当時から現在の状況までパネルディスカッション
にて振り返っていただきます。ご案内役は日本Ｍ＆Ａセンター取締役の大山敬義です。

タクショクは、九州を基盤に高齢者向け弁当宅配事業を３０年間経営してきました。２００８年、後継者問題・事業拡大の課題を解決すべく、外食・介護事業
を手掛けるワタミとのＭ＆Ａを決断しました。

主催 共催
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ご持参頂いた財務資料をもとに、
定量的データを作成

会社の事業・財務の課題について
ヒアリング（定性情報の確認）

Ｍ＆Ａ株価をその場で算出、
ご説明と今後の経営アドバイス

ステップ１ステップ１ ステップ２ステップ２ ステップ３ステップ３

講　演

■設　　　立 ： 1991年4月
■本社所在地 ： 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
■大阪支社  ： 大阪府大阪市北区梅田2-4-9  ブリーゼタワー11階
■事業内容  ： Ｍ＆Ａ（企業の譲渡・譲受）支援業務
■ホームページ ： http://www.nihon-ma.co.jp/

■特　　　徴 ： 
　●Ｍ＆Ａ仲介専門会社唯一の東証一部上場企業。
　●企業の存続と発展を目的とした友好的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、Ｍ＆Ａ支援実績1,500件以上。

＜セミナー概要＞

６/７（火）

●開 催 日 時：２０１１年６月８日（水）・９日（木）
●会　　　場：西日本シティ銀行本店　別館
●当日持参物：決算書３期分・税務申告書・内訳書

［パネラー］ＩＧグループ
　　　　　代表　岩永 經世　先生（左）

ワタミグループの知名度を活かし、関東における事業拡大を進
めやすくなる。またワタミファームを通じた食材調達や食品加工
工場の共通化によりコストを低減することができる。

確立されたビジネスモデル（製造・物流ノウハウ・従業員・顧客）
を持つ企業を譲受けることで、低リスクで新規事業へ進出する
ことができる。

【タクショクのメリット】 【ワタミのメリット】

パネルディスカッション



貴社名

部署・お役職

受講票
送付先

〒

メール

株価診断会
について
（無料）

お申込
について

Ｍ＆Ａに関するご関心について □ 自社の譲渡を検討中　　□ 他社の買収を検討中　　□ 事業承継について検討中

様（他　　名様）

TEL

氏名

※参加申込書およびセミナー後のアンケートに記載されました情報については、西日本シティ銀行および㈱日本Ｍ＆Ａセンターにて共有いたします。
　また、お客様に承諾を得ることなく、当セミナーの開催およびサービスに関する各種ご案内以外の目的で使用いたしません。

経営者のための
Ｍ＆Ａセミナー&株価診断会

＠

備考欄：

お申込・お問い合わせ

http://www.nihon-ma.co.jp/seminar/Webから
開催日の3日前までに受講票が郵送されない場合は、06-4797-6363までご連絡ください。

[選択制：所要時間は２時間程度です]

※お申込後、「戦略セミナー事務局」から受講票を郵送させて頂きます。

担当：荒川・西井

福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号
（ＪＲ博多口正面）

 ＦＡＸ.  ０６－４７９７－６３６４

大阪支社（代）

下記事項をご記入の上、
FAXをお送りください。

06-4797-6363
FAX.  06-4797-6364

お電話から

FAXから

（株）日本Ｍ＆Ａセンター行

特別ご招待
参加無料

６月８日（水）　⇒　　□午前　　・　　□午後
６月９日（木）　⇒　　□午前　　・　　□午後

□セミナーと株価診断会の両方に参加する
□6/7のセミナーのみに参加する
□株価診断会のみに参加する

※お申込後、「戦略セミナー事務局」より日程についてお電話にてご連絡差し上げます。
　上記日程でご都合が合わない方もお気軽にお問い合わせください。別途調整させて頂きます。

※株価診断会のご希望日程は
　下記よりお選びください。

西日本シティ銀行本店　７階

福岡市博多区博多駅前一丁目３番６号
（ＪＲ博多口から徒歩５分・大博通り沿い）

西日本シティ銀行本店　別館

Ｍ＆Ａセミナー

日　程 場　所

株価診断会

６月７日（火）
 13：30～16：00（受付13：00～）

６月８日（水）午前/ 午後
６月９日（木）午前/ 午後

お申込用紙


