
人をつなぐ、事業をつなぐ、次代へつなぐ

貴社の目指すゴールに対して

私たちが示すルートは

1つではありません。

山田ビジネスコンサルティング株式会社
資本戦略本部

年間 1,644件

1,602名
山田グループ 全体

うち、山田ビジネスコンサルティング463名
（派遣9名、出向者2名を含む／2017年4月時点）

※2016年3月期

国内

9
拠点

私たちは、日本の主要都市とアジアマーケットの核となる地域に拠点をもつ、
国内最大級の経営コンサルティングのプロ集団です。

社　名
創　業
代表者

資本金
株　主

山田ビジネスコンサルティング株式会社
2000 年 7月
代表取締役会長　山田 淳一郎（会計士・税理士）
代表取締役社長　増田 慶作（税理士・司法書士）
1億円
山田コンサルティンググループ株式会社（100%）
JASDAQ上場 4792
資本金15 億 9,953 万

東京都千代田区丸の内1丁目8番 1号
丸の内トラストタワーN館 10 階 ( 受付 9階 )
〒100-0005

03-6212-2510（代表） ／ 03-6212-2520●所在地　 ●TEL/FAX

JR 東京駅日本橋口より　徒歩1分●アクセス

事業内容 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M&Aコンサルティング
事業承継コンサルティング
海外事業コンサルティング
医療機関向けコンサルティング
事業再生コンサルティング
持続的成長コンサルティング
人事コンサルティング
グループ会社組織再編、その他諸問題の解決

’14年
京都支店
開設 

’15年
バンコク
現地法人 設立
神戸事業所 開設 浜松事業所 開設

熊本事業所 開設

スパイア
リサーチ アンド 
コンサルティング　
子会社化 

’12年
福岡に九州支店
開設 
上海現地法人
設立

仙台に東北支店 
開設
シンガポール支店
開設 

名古屋支店 
開設大阪支店

開設 

2000年 ’02年 ’04年 ’11年

創業

’16年

海外

3
拠点

年間 1,089社
コンサルティング実績取引社数

従業員数

沿 革

拠点数

会社概要

※2017年3月時点



さまざまな業界を
サポートしており
ノウハウも豊富です。

年間実績件数

1,644件

いろいろなサービスを組み合わせて、貴社を全面的にサポートします。

事業承継先の意思決定支援
事業承継先は親族、役員等（MBO）、第三者（M＆A）
の3つに大別されます。それぞれに承継した場合の
メリット・デメリットをシミュレーションを基に比較し、
納得のいく承継先の決定をご支援します。

クロスボーダーM&Aもお任せください

外国企業の買収課題は、文化、制度、規制、商習慣の違い。
当社では、中国、ASEAN、アメリカ西海岸の直接拠点や世界的ファームとの連携を
通じて、最適なサービスをご提供します。

当グループの相続税申告・事業承継コンサルティングは、年間 800 件。
川田剛税理士事務所（元仙台国税局長）や尾崎三郎税理士事務所（元熊本
国税局長）などの外部組織との提携も多 ご々ざいます。

中堅・中小企業の自社株承継
後継者が円滑に事業を行うために欠かせない自社株の
承継。当社では現経営者のご意向、後継者のご負担、
次世代の経営体制などを踏まえて、最適な自社株の
承継手法をご提案します。

組織と人材の承継
次世代経営者の登用は、自社株の承継と同じくらい
重要なテーマ。当社では、後継者の選定に留まらず、
幹部育成、各種研修プログラムの開発、人事評価制度
づくりまで幅広くサポートいたします。

資産ポートフォリオの最適化
個人、法人問わず資産運用、資産構成の見直しに
関するさまざまなニーズにお応えできるようオーダー
メイドのプランをご提案します。
（保険、不動産、オペレーティングリース‥など）

上場企業オーナー向け資産承継
上場会社にかかる法規制や資産管理会社の設立・運営
など、特有の論点に精通した専門家がオーナーの事業
承継・資産承継に数多く対応しております。

創業以来、オーナー経営者の悩みを二人三脚で解決してきました。
究極の経営判断である事業承継を経営者の立場になってご支援することができる
私たちに、ぜひお任せください。

会計・税務・法律・事業のプロフェッショナルが
「貴社のこれから」を一緒に考え
最適解を出し続けます。

M&Aや事業承継に不可欠な会計・税務・法律・事業のプロフェッショナルが

社内に多数在籍し、中堅・中小企業のお悩み解決に向け、有機的に連携して

まいりますのでスピーディかつ複眼的な視点・手法でサポートできます。

山田ビジネスコンサルティングなら

※山田グループの有資格者
となります。

国家資格を有した多様な専門性が強みです。

14 名弁護士
(有資格者を含む)

8 名MBA201名公認会計士・会計士補
(有資格者を含む)

231名税理士
(有資格者を含む)

12名司法書士
(有資格者を含む)

14 名中小企業診断士
(有資格者を含む)

8 名社労士
(有資格者を含む)

事業承継の
サポート

M＆Aアドバイザリー
サービス

情報
通信業

不動産業

医療
福祉

小売業

製造業

その他
サービス業

運輸
関連業

宿泊業

農業
・
林業

卸売業

娯楽
施設業

建設業

※上記に掲載された業界以外にも 
公益法人、個人、官公庁、鉱業など
の業種でサービス提供しています。

クロスボーダー案件の実績豊富なスパイア（連結子会社）、竹中パートナーズ（業務
提携）の協力により、海外進出・提携・M&Aなどの多様なニーズにグローバル
な視点でお応えします。

金融業

高齢のため事業承継について悩んでおられた社長に、当社は「親族内承継、
MBO、M＆A」の選択肢をご提示。比較検討の結果、ご息女への親族内承継を
ご決断されました。2年後、そのご息女から経営権を戻したいとの相談があり、今度は
「第三者への承継」を支援しました。

包装資材メーカーさまの事例

業界大手の靴の企画卸業／靴製造業さまは事業悪化・資金繰り難の影響でスポン
サー型再生を行うこととなり、当社は両社のアドバイザーとして就任。事業を継続
するために、事業再生ノウハウとネットワークをフル活用し、通常 180日以上かかる
M&Aを約40日で完了させることに成功しました。

靴企画卸業さまと靴製造業さまの事例

当初はM&Aを検討しておられましたが、50人以上の株主の意思統一が困難で
あったため、当社は親族内承継も含めた比較検討をご提案。持株会社設立や
株価適正化、相続時精算課税による贈与なども支援し、親族内承継の成功と
スムーズな意思決定のできる経営体制構築に寄与しました。

大手製造業さまの事例

MBOを企図していたものの資金不足であった経営陣に対し、スポンサーの選定から
SPCの設立支援を行い、現株主の意向もくみ取りながら最適な株式保有の割合を
設定。さらに SPC の保有株式を議決権付配当優先株に設計変更し、貸付金の
回収スキームも同時に構築しました。

コンテンツ制作会社さまの事例

※Special Purpose Company（特別目的会社）

＊上記複数の事例は、クライアント企業さまのご意向やご協力に沿ったものであり、すべての企業さまに当てはまるものではございません。
詳細については、当社担当者にお尋ねください。

情報
通信業

不動産業

医療
福祉

運輸
関連業

宿泊業

農業
・
林業

複数の比較検討材料をご提示しますので
公平にご判断いただくことができます。

豊富なノウハウと有資格者の連携で、
驚くほどスピーディな対応が可能です。

多くの利害関係者に納得いただくための
施策立案、フォロー活動も手厚く行います。

経営者の目的のために新しいスキームまで
生み出すアイデアにご期待ください。
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さまざまな業界を
サポートしており
ノウハウも豊富です。

年間実績件数

1,644件

いろいろなサービスを組み合わせて、貴社を全面的にサポートします。

事業承継先の意思決定支援
事業承継先は親族、役員等（MBO）、第三者（M＆A）
の3つに大別されます。それぞれに承継した場合の
メリット・デメリットをシミュレーションを基に比較し、
納得のいく承継先の決定をご支援します。

戦略策定から統合までをフルサポート
貴社におけるM&A のメリットや全体戦略との関係性
などを明確にし、実行、さらに統合まで確実にサポート。
また、譲渡を終えた株主に対して資産管理のサポートも
行っています。

フィナンシャル・アドバイザリー
会計・税務・法律・事業をまとめたプロジェクト経験が
豊富なため、M＆Aの実現に必要な候補先の選定や
プロセス管理、譲渡価格の検証、条件交渉、資料作成‥
などをワンストップでご提供できます。

買収監査／価値算定／将来の事業計画
M&Aに不可欠なデューデリジェンス（買収監査）や
バリュエーション（価値算定）はもちろん、プロジェク
ション（対象会社の事業計画）も策定します。未来を
見据えたサポートをお約束します。

クロスボーダーM&Aもお任せください

外国企業の買収課題は、文化、制度、規制、商習慣の違い。
当社では、中国、ASEAN、アメリカ西海岸の直接拠点や世界的ファームとの連携を
通じて、最適なサービスをご提供します。

当グループの相続税申告・事業承継コンサルティングは、年間 800 件。
川田剛税理士事務所（元仙台国税局長）や尾崎三郎税理士事務所（元熊本
国税局長）などの外部組織との提携も多 ご々ざいます。

資本業務提携・JV
旧来の技術やビジネスモデル、自社のリソース
だけでの成長に不安はありませんか？資本を
有効に活用し、他社と組むことにより再成長を
目指しましょう。当社は、事業の再成長に足り
ないリソースを補完する戦略的パートナー
選定から、スキーム構築、交渉、株主間協定
などの支援までお手伝いできます。

上場企業支援
高い専門性が必要とされる上場株取引や
上場会社による買収。例えば、上場株の売買
にかかる各種規制、TOBが必要となった
場合の留意事項、買収時の財務インパクト、
検討プロセス、機関決定の妥当性検証、開示
対応‥など、経験豊富なスタッフがワンストップ
でご支援できるのも当社の強みです。

資本政策（株主構成の適正化）
グループ内再編（経営資源の再配分／HD化／スピンオフ
／カーブアウトなど）やIPO（資金・資本調達／オーナー
のキャピタルゲイン／SOなど）、資本政策（ファンドを
活用してオーナー家と敵対した少数株主持分買取など）
の問い合わせは、年々増加しています。

財務（D/E）構造の再構築
「未上場株を換価して資金調達を」「IPOに向け大きな
キャピタルゲインを得たい」「企業グループ内における
資本調達コストを抑えたい」というニーズをお持ち
でしたら、負債 (Debt)と資本 (Equity)の再構築を
検討してはいかがでしょう？経験豊富なスタッフが
対応させていただきますので、ぜひお声掛けください。

中堅・中小企業の自社株承継
後継者が円滑に事業を行うために欠かせない自社株の
承継。当社では現経営者のご意向、後継者のご負担、
次世代の経営体制などを踏まえて、最適な自社株の
承継手法をご提案します。

組織と人材の承継
次世代経営者の登用は、自社株の承継と同じくらい
重要なテーマ。当社では、後継者の選定に留まらず、
幹部育成、各種研修プログラムの開発、人事評価制度
づくりまで幅広くサポートいたします。

資産ポートフォリオの最適化
個人、法人問わず資産運用、資産構成の見直しに
関するさまざまなニーズにお応えできるようオーダー
メイドのプランをご提案します。
（保険、不動産、オペレーティングリース‥など）
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