
平成 22 年 1月 26 日 No.2052 H22.1.19 (No.2051) の例会記録 

今週の卓話 （1 月 26 日） 

次週の予定 （2 月 2 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 40名 欠席者 1 名 

特定免除 6 名 その他免除 0 名 

出席率 97.56％ 

前々回 12 月 22 日分 

ホームクラブの出席者 35 名 85.37％ 

メークアップの結果 36 名 

特定免除 6 名 その他免除 0 名 

欠席者 5 名 修正出席率 87.80％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

２００９年～２０１０年度 

国際ロータリーのテーマ 

ロータリーの未来は 
あなたの手の中に ジョン・ケニー 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 

創立 1967 年 12 月 26日 
■ 会 長 谷中 清孝 
■ 幹 事 藤本 和俊 
■ 会報委員長 上田 正義 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 
CLUB WEEKLY BULLETIN 

OSAKA   JAPAN 

「手に手つないで」 「四つのテスト体操」 

後面に記載 

「 世界月間に因んで 」 

髙島 国際奉仕・ＷＣＳ委員長 

「 ２０１０年を語る 」 

衆議院 法務委員長 衆議院議員 滝 実 氏 

杉原 巨峰 会員



皆様、こんにちは。今週は、大阪桐蔭中学高等学校インターアクトクラブの生徒 

と共に、1 月 14 日インターアクト委員会事業として、太閤園にてフランス料理の 

マナー研修及び食事会に参加してまいりました。 

夕方６時１５分より、太閤園チーフマネージャーの中野様より、色々な説明があ 

りました。 その中で印象に残ったのは、 まずは同席 （左右の人） に迷惑をかけない。 

着席する時は、椅子の左側から。乾杯は、椅子の左側に立ち、グラスを目の高さに 

上げる。そして着席したら、ナプキンを二つに折って膝にかける。折り目は遠い方 

にする。そのナプキンは手の汚れを拭く。特に、フランス料理は口元に油が付くの 

でグラスに油分が付かないようにして、口元を拭うという事です。 

そして、食事は明るく、楽しく「人の嫌がる事」「人の悪口」｢政治や経済｣の話 

しは、ご法度だそうです。 

ロータリーの皆様方なら承知のマナーでしたが、 生徒達はフランス料理が初めて 

の人達が多く、 最後に藤本幹事が３～４人の生徒にインタビューし感想を聞いたと 

ころ、生徒達は全員が「大変美味しい料理をいただき感激した」と返答をいただき 

ました。 

私も良く太閤園のフランス料理を家族や友人と行くのですが、 その日はいつも以 

上に美味しくいただきました。 

同席した中野インターアクト副委員長が、 生徒にこんなに美味しい食事を教えた 

ら、他の食事を子供たちはしなくなりますよと言ったのが心に残っております。 

インフルエンザで海外研修にいけなかった、 生徒達へのせめてもの労いという事 

で今回、この様な事業をしていただきました。 

そして、田川委員長も一生懸命に事業をしていただき、今回最高のインターアク 

ト事業になったと思います。 

谷中 清孝 会長 会長の時間



◎ ニコニコ箱委員会 堀部 邦夫 委員長 

・入会記念日自祝 鷺森 董 君 江原 誠三 君 田中 祥介 君 

谷中 清孝 君 加藤 敏明 君 髙島 登 君 

福富 經昌 君 小川 芳男 君 松原 清一 君 

成田 隆志 君 小林 誉典 君 中村 眞也 君 

大矢 克巳 君 東村 正剛 君 

・誕生日自祝 岡本 日出士君 

・結婚記念日自祝 木田 眞敏 君 

・感謝 京都競馬で池田様の情報にてゲット 江原 誠三 君 

・感謝 樋口会員 京都歩こう会の写真有難うございます 中原 毅 君 

・早退お詫び 北本 良弘 君 

・メークアップ無お詫び 木田 眞敏 君 杉原 巨峰 君 

佐藤 多加志君 東村 正剛 君 

委員会報告



「 中小企業の“友好的”なＭ＆Ａ 」 

田中啓之 社会奉仕委員長 

「企業名匿名方式による非公開企業のＭ＆Ａ市場」のご案内 

わが国では近年、「Ｍ＆Ａ」（ mergers and 
Acquisitions：企業の合併・譲渡など）が注目を集 

めています。これまでの“身売り・乗っ取り”或い 

は“大企業に特有のもの”というイメージは変わり 

つつあり、後継者難に悩む中小企業のオーナー経営 

者が、持ち株を売却することにより、自身のハッピ 

ーリタイヤメントを実現するとともに、 会社の存続と雇用の維持を図るケースが増え 

ています。 

こうした事業承継対策としてのＭ＆Ａ以外に、 資金調達と信用力強化を図るために 

大手企業と資本関係を結ぶなど、 事業の拡大を目指したＭ＆Ａを実施する中小企業も 

あります。 

大阪商工会議所では、Ｍ＆Ａを経営戦略のひとつとしてご検討される中小・ベンチ 

ャー企業経営者の皆様をサポートするため、「Ｍ＆Ａ市場」を運営しております。 

１．Ｍ＆Ａのメリット 

☞売り手側のメリット 

（１）後継者対策の切り札となり、会社が存続する 

後継者難問題を抱える中堅・中小企業の経営者にとって、もし後継者が見つ 

からなければ、廃業・精算するしかありません。そうなれば、長年にわたり心 

血を注いで育ててきた企業が無に帰するだけでなく、 取引先等に多大な影響を 

与えることになります。しかし、Ｍ＆Ａで自社を譲渡すれば、他者に経営が引 

き継がれ、会社を存続させることができます。 

（２）会社が安定し、社員の生活も安定する 

一般的に、中堅・大企業が買い手となる場合が多いことから、他者に譲渡あ 

るいは他社の資本参加を受けることにより、 会社が安定し社員の生活の安定に 

もつながります。 

（３）株主の手取り額が多くなる 

企業を譲渡（株式譲渡）する方が、廃業・精算するよりも、通常、株主の手 

先週の卓話



取り額は多くなります。これは税金のかかり方が異なるためです。あまり広く 

知られてはいませんが、Ｍ＆Ａは、ハッピーリタイアメント実現のための有力 

な手段のひとつなのです。 

☞買い手側のメリット 

（１）機動的に業容拡大、新規事業展開等ができる 

業容拡大、新規事業展開などを図る際、自社で一から行っていたのでは時間 

がかかり、都合のよいタイミングを逃してしまう危険性があります。既存の企 

業を買収すれば、機動的に業容拡大や新規事業展開を行うことができ、 “時間 

を買う”効果を得ることができます。 

（２）先が読みやすく、リスクが少ない 

Ｍ＆Ａは、当核企業の現在の売上・利益などから、買収後の展開をある程度 

予測することができます。新規事業開発を自社で一から行う場合、莫大な調 

査・開発経費と時間をかけて、 それでも成功しない場合があることを考えると、 

Ｍ＆Ａの方が、先が読みやすくリスクが少ない投資と言えます。 

２・Ｍ＆Ａ市場の特徴 

（１）商工会議所の相談窓口で気軽にご相談いただけます 

大阪・京都・神戸・尼崎・東大阪の５商工会議所の相談窓口で、Ｍ＆Ａに関 

するご相談を無料で承り、お申込みを受け付けています。商工会議所の会員以 

外の方でもご相談・お申込みいただけます。 

（２）専門家がＭ＆Ａのお手伝いをいたします 

商工会議所にお申込みいただきました後、実際にＭ＆Ａの仲介を行うのは 

“Ｍ＆Ａ取扱業者” （現在、都市銀行、証券会社、仲介専門会社など１３社が 

当市場に登録）です。Ｍ＆Ａ実務に精通した専門家が、御社とご相談のうえ、 

企業評価や相手探し、交渉のとりまとめなどを行い、成約に結びつけていきま 

す。 

（３）秘密は厳守いたします 

企業の秘密保持に万全を期すため、 買い手企業が売り手企業の情報リストを 

閲覧するようなことはできす、具体的な交渉に進むまでは、Ｍ＆Ａ取扱業者を 

通じてしか、売り手情報を知ることはできません。なお、それらＭ＆Ａ取扱業 

者と商工会議所との間でも、秘密保持契約を交わしておりますので、安心して 

ご相談いただけます。 

（４）Ｍ＆Ａ取扱業者のネットワークが利用でき、成約の確立が高まります 

Ｍ＆Ａ市場では、商工会議所に直接お申込みいただいた企業間だけで、お引 

き合わせするのではありません。 本市場に登録している１３社のＭ＆Ａ取扱業 

者は、Ｍ＆Ａに関心を持つ企業情報を数多く保有しており、そうした多数の企



業ともＭ＆Ａの可能性を探るため、成約の確率が高まると言えます。 

３．Ｍ＆Ａ市場のご利用手順 

☞自社の譲渡をご検討される場合 

① 相談・申込み 

大阪・京都・神戸・尼崎・東大阪の５商工会議所の担当者が、秘密厳守でご相談 

を受けたまわります（無料）。お申込みいただく場合は、「申込書」「直近３期分 

の決算書・付属明細書（写）」、「会社案内」を、商工会議所窓口にご提出下さい。 

②Ｍ＆Ａ取扱業者に匿名情報を開示 

商工会議所がＭ＆Ａ取扱業者に対し、御社の情報を匿名で開示します。 

③Ｍ＆Ａ取扱業者による審査 

御社のＭ＆Ａ仲介に関心のあるＭ＆Ａ取扱業者が、 面談審査を行います （無料）。 

④ アドバイザリー契約・着手金支払い 

審査にパスすれば、審査を行った取扱業者が、御社の担当アドバイザーとして、 

買い手候補を探します （アドバイザリー契約締結）。 こうした実務段階へ進む際、 

業者へ着手金（５０万円・消費税別）をお支払いいただきます（着手金はＭ＆Ａ 

が制約しない場合でもご返金できません）。取扱期間は最長２年です。 

※ いずれのＭ＆Ａ取扱業者の審査にもパスしなければ、当市場ではお取扱できません



⑤ 買い手候補探し・交渉 

買い手候補企業が見つかれば、譲渡金額をはじめ諸条件について、担当アドバイ 

ザーが交渉を進めます。なお、担当アドバイザーが４カ月間活動しても買い手候 

補企業が見つからない場合、原則として、他のＭ＆Ａ取扱業者に対し、御社の概 

要を匿名で公表し、買い手候補企業の情報を広く募ります。 

⑥ 成約・成功報酬支払い 

最終的な合意に至れば、Ｍ＆Ａに必要な諸手続や譲渡金額の受取りを行い、Ｍ＆ 

Ａが成立です。この後、担当アドバイザーへ、Ｍ＆Ａ市場で定めた成功報酬をお 

支払いいただきます。 

※ 必ずＭ＆Ａが成約するとは限りませんので、予めご了承下さい。 

☞他社の買収をご検討される場合 

① 相談・希望条件の登録 

買収先として関心のある業種･分野・地域等の希望条件などを、「買いニーズ登録 

票」 にご記入のうえ、 御社の 「会社案内」 を添えて、 商工会議所へご提出下さい。 

②Ｍ＆Ａ取扱業者に匿名情報を開示 

商工会議所がＭ＆Ａ取扱業者に対し、 御社の “買いニーズ” を匿名で開示します。 

③Ｍ＆Ａ取扱業者を紹介 

“買いニーズ”に近い売り手企業の情報を持つＭ＆Ａ取扱業者を、商工会議所が 

ご紹介します。業者から、売り手企業に関する匿名情報の提示があります。 

④ 秘密保持契約 

Ｍ＆Ａ取扱業者から提示された匿名の売り手企業情報にご関心がある場合は、 当 

核業者と秘密保持契約を結び、より詳しい情報を開示してもらいます。 

⑤ 交渉 

売り手企業とのＭ＆Ａに関する交渉は、 当核Ｍ＆Ａ取扱業者を通して進めていた 

だきます。なお、買い手企業が業者に支払う成功報酬などの諸費用については、 

予め当核業者にご確認下さい。 

⑥ 成約・成功報酬等支払い 

最終的な合意に至れば、Ｍ＆Ａに必要な諸手続や買収金額の支払いを行い、Ｍ＆ 

Ａが成立です。この後、Ｍ＆Ａを仲介した業者へ、成功報酬などをお支払いいた 

だきます。 

４．Ｍ＆Ａ市場の取扱料金 

本市場は有料です。売り手企業は、Ｍ＆Ａ取扱業者の審査に通り、担当業者が決定 

した時点で、着手金５０万円（消費税別）を当核担当業者にお支払い頂きます。（着 

手金はＭ＆Ａが成約しなくてもご返金できませんので、ご了承下さい）。 

なお、Ｍ＆Ａが成約した際は、担当業者に下表に基づき算出した成功報酬（着手金



の５０万円分は控除する）をお支払い頂きます。 

なお、買い手企業の手数料は、実務を担当する業者と直接ご相談のうえ、相対で決 

定して頂きます。 

★成功報酬表（消費税別） ＜レーマン方式＞ 

成約金額 手数料率 

２億円以下の部分 ８％ 

２億円超 ５億円以下の部分 ６％ 

５億円超 １０億円以下の部分 ４％ 

１０億円超の部分 ２％ 

※ 成約金額には役員退職金を含みます。 

※ 成功報酬の最低金額は原則として１千万円とします。 

※ （例）成約金額５億円の場合の支払い成功報酬金額 

｛2 億円×8％＋（5 億円－2 億円）×6％－50 万円｝×1.05＝3,517.5 万円 

５．Ｍ＆Ａ市場の現状 

大阪商工会議所が、平成９年４月に全国初の「企業名匿名方式による非公開企業の 

Ｍ＆Ａ市場」を創設しました。現在では、当「Ｍ＆Ａ市場」を共同運営する京都・神 

戸（平成１０年１０月より）、尼崎（同１１年１０月より）、東大阪（同１２年６月よ 

り）の商工会議所にも相談窓口を設置しています。 

全国初の試みであった「Ｍ＆Ａ市場」の創設は、主要全国紙をはじめ、様々なメデ 

ィアで取り上げられ、多くの問合せや相談が寄せられています。 

平成１２年１１月末日現在、大阪・京都・神戸・尼崎・東大阪の５商工会議所に寄 

せられた問合せ・相談件数は、６５０件を超えています。内訳をみると、 “売り手企 

業”からの相談は３１２件で、このうち申込みが８７件、うち審査にパスしたのが４ 

２件で、その中から９件が成約しました。一方、 “買い手企業”からは、１２７件か 

らお申込み（登録）いただいております。 

現在、本市場に登録しているＭ＆Ａ取扱業者は以下の通りです。 

＜大商が提携している仲介機関＞（平成 21 年１０月 1 日現在） 

㈱あおぞら銀行 ㈱関西アーバン銀行 ㈱グローバル MA パートナーズ 

信金キャピタル㈱ 日本アジア証券㈱ ㈱日本 M&A センター 

㈱みなと銀行 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 ㈱りそな銀行


