
M&Aの新たな状況
日本



Contents

01

事業計画概要	 02

2020	日本におけるM&Aの現状	 06	

2025	日本におけるM&Aの今後の状況	 07

ケーススタディ	DCアドバイザリー	 08

ケーススタディ	フロンティア・マネジメント株式会社	 10

Datasite		どこへでも、いつまでも、あなたとともに	 12

調査方法	 	13

調査のデモグラフィック	 14	

結果	 15



日本におけるM&A、デューデリジェンス、資産マーケティングのプロセスは、
近年のすべての進歩に対し、どの程度デジタル化され、テクノロジー的に洗
練されているのでしょうか? 

さらに、現在のそれらのプロセスにはどのようなものがあり、また、今後数年
間で、テクノロジーと加速するデジタル化は取引のプロセスをどのように変え
ていくのでしょうか?           

今回これらの重要な質問に関する調査を行うために、企業、プライベート・エ
クイティ・ファーム、投資銀行、法律事務所、未公開株式投資会社など、日本を
拠点とする111名のM&A実務者を対象に、M&Aに関する見解調査を行いまし
た。 

2,235名の実務家を対象としたこのグローバルな調査の回答者は、取引プロ
セスの現状と将来についての洞察を提供してくれただけでなく、その回答か
ら地域ごとの興味深い共通点や意見の違いが明らかになりました。 

日本を拠点とする	
名のM&A実務者を調査
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111

事業計画概要	
日本に焦点を当てる  
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今後5年間にデジタル化の最前線を担う日本	
現在、日本を拠点とする実務者のほとんどは、自社および業界に
おけるM&Aプロセスのデジタル成熟度およびテクノロジー的洗
練度を中程度と評価し、今後5年間でより高いレベルへの発展を
期待しています。

中国を含むAPAC加盟国にも、同様の見解は見られました
が、APAC全体がそのような見解を有しているわけではありませ
ん。実際、APAC加盟国の大多数の実務者は、2025年において
も、現在と同程度の成熟度・洗練度を維持するであろうと考えて
います。 

このことから推論すると、日本や中国のデジタル化は発展するこ
とが期待できる一方、その他のAPAC加盟国では停滞することが
予想されます。 

興味深いことに、M&Aプロセスに関連するデジタルテクノロジー
を導入するにあたり、日本の実務者が言及した課題のいくつか
は、他のAPAC加盟国の実務者と同様であることが判明しまし
た。それらの課題の中には、既存のシステムへの新テクノロジー
の組み込み、セキュリティやプライバシーに関する懸念、財務的
制約が含まれます。 

2020

低程度
(0～3で採点)

中程度
(4～6で採点)

高程度
(7～10で採点)

72%
78%

4% 4%
12%

19% 24%

9%

2025

低程度
(0～3で採点)

中程度
(4～6で採点)

高程度
(7～10で採点)

49%
54%

36%

51%
44%

63%

0% 2% 1%

77%

日本
 APAC
世界規模

M&Aプロセスにどの程度のデジタル成熟度・テクノロジー
的洗練度を割り当てますか？
0(低程度)から10(高程度)までの採点方式

財務/投資上の制約

55%

73%

セキュリティ/
プライバシー

68% 66% 69%

既存のシステムやツ
ールとの統合

70% 72%

56%

能力/
専門的テクノロジー

51% 52%
45%

社風

41% 40%
47%

組織構造

15%

24%

32%

研修および実用化

17%
23%

15%

52%

日本
 APAC
世界規模

M&Aプロセスに関連するデジタルテクノロジーを導入するにあたり
障壁となってきた/なっている主要な要因は何ですか？
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M&Aプロセスを変容させるAI、ML、CRM、およびビ
ッグデータ・分析
しかし、発展は紛れもない事実です。ほとんどの日本の実務者
は、M&Aプロセスやその特定領域を変容させるにあたり、AIや
機械学習、CRM(顧客関係管理またはマッピング)プラットフォ
ーム、ビッグデータ・分析が、今後5年間にわたり、最も大きな
影響をもたらし得ると考えています。 

実際、多くの実務者は最も多くの時間を要する取引ソーシング
やデューデリジェンスが、新テクノロジーやデジタル化により最
も強化できると考えています。  

彼らは今後5年間にわたり、テクノロジーの力でデリジェンスプ
ロセスにおける分析機能およびセキュリティが向上すると期待
しています。また、AIおよび機械学習テクノロジーにも大きな期
待が寄せられており、、特にバーチャルデータルームの一部分と
してさらなるデュ―デリジェンスの加速化や、データ管理および
通信、分析、シナリオ分析などの領域の改善に注目が集まって
います。  

文書やプロセスの規格
統一

32%
28%

18%

より小規模かつ特化型
のデューデリジェンスチ

ーム

16%

21%

12%

より大規模のデューデ
リジェンスチーム

2%

7% 6%

AIや機械学習テクノロジ
ーを用いたバーチャルデ
ータルームのアクセス

37%

25%

35%

(データレビューやデータ分
析を目的とした)AIや機械
学習テクノロジーの活用

11%

26%

16%

2%

特定領域での自由化

3% 3%

日本
 APAC
世界規模

AIおよび機械学習

34% 33%

30%

ブロックチェーン

17%
20% 21%

CRM(すなわち関係管理また
はマッピング)プラットフォー

ム

22%

19%

13%

ビッグデータ

18% 17%

25%

クラウド

9%
11% 11%

日本
 APAC
世界規模

以下のうち、デューデリジェンスのプロセスを加速するのに最も役
立つものはどれだと思いますか？

以下に記すテクノロジーのうち、今後5年間のM&Aプロセスを最も大き
く変容させる影響力を持つものはどれだと思いますか？



マンデートを持つ買い手行動
の分析力不足

特定のプロジェクトをめぐる
活動の可視性が低い

プロジェクト状況に関する顧
客情報の提供

プロセスにおける非効率性お
よび非自動化性質

ティーザー、NDAなどの透か
しやメール作成

8%

15%

62%

13%11%

27%

50%

3%
9%

12%

21%

51%

1%2%

14%

日本
 APAC
世界規模

資産を販売する際のマーケティングにおいて、
何が最も難しいと感じますか？
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M&Aの他の領域におけるテクノロジー的利益や発展		
そのうえ、多くの日本の実務者によれば、これらのテクノロジーに
はアセットマーケティングにも活用できる類似した利点があり、買
い手の行動に関するインサイト不足を含むプロセスにおける主
な課題解決に役立ちます。 

紛れもなく、近年のM&Aプロセスはテクノロジーの発展を急速に
遂げています。 

今後5年間、あるいはそれ以降に、次世代のバーチャルデータル
ームに代表されるような既存テクノロジー・新規テクノロジーの
どちらにおいても、プロセスの主要な領域を変容し得るではない
かという期待が日本の実務者の間で存在します。これらのテクノ
ロジーにより、プロセスが完全に変容することになるかもしれま
せん。



2020年 日本におけるM&Aの現状

06

78% 36% 59% 27%70%
日本の実務者のうち78％
は、自社のM&Aプロセスに
おけるデジタル成熟度と技
術的洗練度は中程度である
と評価しています。84％の実
務者は業界全体に対しても
同程度の評価をしています。 

企業がM&Aに関連するデジ
タルテクノロジーを導入する
において、日本の実務者のう
ち70％は新規テクノロジー
を既存のシステムに統合さ
せることが主な障壁の1つに
なると述べています。 

日本の実務者のうち36％
は、テクノロジーやデジタル
化により最も強化できる
M&Aの段階が取引ソーシン
グであると考えています。 

日本の実務者のうち59%は、
取引を成功させるのに要す
るデューデリジェンスの期間
は平均3～6カ月であると述
べています。 

日本の実務者のうち27%は、
レビューと分析が最もデュ
ーデリジェンスの要因である
と述べています。

成熟度および
精錬度

	
デジタル化の
障壁

	
取引ソーシング
の強化

	
デリジェンスの
速さ

	
契約レビューがスピー
ドに影響を与える



日本の実務者のうち51 ％
は、2025年に見込まれる、
自社のM&Aプロセスにおけ
るデジタル成熟度と技術的
洗練度は高程度となると評
価しています。70％の実務
者は業界全体に対しても同
程度の予想をしています。 

日本の実務者のうち33%
は、AIと機械学習テクノロジ
ーが、今後5年間にわたる
M&Aプロセスを最も大きく
変容させる可能性を持つと
期待しています。

日本の実務者のうち57%
は、今後5年間にわたり、新
たなテクノロジーによりデリ
ジェンスプロセスにおける
分析機能およびセキュリテ
ィが向上すると期待してい
ます。 

日本の実務者のうち60%
は、取引の成功に要するデ
ューデリジェンスの期間
は、5年後に1～3カ月へと短
縮されると考えています。 

日本の実務者のうち37%
は、AIと機械学習テクノロジ
ーを用いてバーチャルデー
タルームにアクセスすること
が、最もデューデリジェンス
を高速化させると考えてい
ます。 
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2025年 日本におけるM&Aの現状

51% 57% 60% 37%33%

成熟度および
精錬度

	
デジタル化の
障壁

	
取引ソーシング
の強化

	
デリジェンスの
速さ

	
契約レビューがスピー
ドに影響を与える



ケーススタディ 	
DCアドバイザリー			
M&Aにおけるテクノロジーの発展には限界がある	

パンデミックの影響により、業界問わず様々な企業のデジタルトランスフォーメーションが加速し、
中でもビジネスの在り方や情報の共有方法が大きく変化しました。 

取引においては、実務者がデジタルプラットフォームを中心として活動し、またM&Aプロセスの主要
部分を進行させるための革新的なアプローチをとっています。 

国際投資銀行DCアドバイザリーの親会社である大和証券の常務取締役兼グローバル・インベスト
メント・バンキングの共同代表者を務める池田弘樹氏曰く、ここ1年でM&Aにおけるテクノロジーの
利用は大きく変化しました。   

さらに、「最近導入された重要なツールの中でM&Aプロセスを劇的に改善させたものはバーチャル
データルームです。新型コロナにより、企業間会議やデューデリジェンスなどの領域でのテクノロジ
ー利用が加速しています。」と話しています。

ライブビデオ会議は現在、幅広く一般的ににも活用されていますが、それだけでなく、実務者たちが
ターゲットとする企業の製品や施設を事前に録画したり、工場訪問をライブ配信したり、ドローンを
使用して現場を空撮したりするのにも使用されています。         
         
また、池田氏は 「このようなバーチャルソリューションを利用することで、M&Aのプロセスを加速す
ることができる。」 と述べ、 「特に、日本が鎖国をしていることで影響を受けているインバウンド活動
にとっては重要なことだ 」 と加えました。 
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DCアドバイザリーは、大和
証券株式会社が完全所有
し、世界21カ国に500名の
専門家を擁する国際投資銀
行です。

池田弘樹
常務取締役兼グローバル・イン
ベストメント・バンキングの共
同代表者



今後数週間での状況改善が望まれますが、たとえ改善しな
いとしても、少なくとも実務家の間では、バーチャルでの取引
が可能であることが証明されており、今年予想されるインバ
ウンドM&A活動の増加を後押しするものとなっています。 

ダイベストメント（投資撤退）およびグループ間で
の合併が2021年に増加する見込み
実際、2021年までのM&Aのトレンドとして、池田氏は「日本企
業の売却活動が活発化し、海外の投資家が日本企業や日本
企業が保有する海外資産に関心を寄せるようになる」と予想
しています。

池田氏は、「 企業売却はもはやタブーではない。」とも述べま
した。 

その他の主要トレンドには、上場親会社が１つまたは複数の
上場子会社を買収するグループ内統合や、銀行や取引先が
保有する一部の日本企業の株式持ち合いの解消が加速する
ことが見受けられます。   

また、池田氏は、成長や発展を目指す上でM&Aを良い選択肢
として受け入れる声が株主の間で高まっていることにより、今
年は「未承諾入札」がさらに活発化し、成功する案件が増え
る可能性があると考えています。      

M&Aのライフサイクルを合理化するAI、機械学
習、およびビッグデータ
M&Aに対するこのような認識の変化は重要であり、今年と今
後の取引活動を支える要素となります。しかし、取引活動自
体に使用されるプロセスやテクノロジーについては、何が変
化しているのでしょうか？
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池田氏は「AIや機械学習を活用することで、日本企業のデ
ューデリジェンスダイアログをより合理的かつ効率的に行
えるようになることを期待しています。そのためには、質問
の優先順位付けや重複の削減、ディールのQ&Aの進捗状況
の把握などを何らかの形で支援するソリューションが必要
になるかもしれません」と述べました。

ここで問題となるのは、日本の経営者たちが、さまざまな質
問をして、できるだけ早い段階で詳細な取引情報を得よう
とすることである。このような徹底ぶりは称賛に値するもの
とはいえ、  このようなアプローチによってデューデリジェン
スのプロセスに遅れが生じる可能性があるほか、時には交
渉がまとまらないという事態を招きます。 

「このような質問の仕方は、質問内容に優先順位がついて
いないため、日本と欧米のクロスボーダー取引では摩擦が
生じる可能性があります。」と池田氏は説明しました。  

テクノロジーでこのような問題を完全に解消できるという
ことはまずありません。しかしテクノロジーは、他の領域で
もそうであるように、手助けにはなるはずです。例えば、池
田氏は、ビッグデータ分析は潜在的なターゲット、入札者や
新規投資トレンドをより明確にするのに役立ち、AIは実務
者のドラフト作成や取引文書の審査を、すでに債券資料で
使用されているのと同様の方法で活用できる可能性がある
と考えています。 

しかし、M&Aにおけるテクノロジーの活用には自ずと限界
があり、その1つの例として全てのM&Aは独自の特徴を有
することが挙げられます。また、人間の経験や専門性に含ま
れる豊かなニュアンスを、テクノロジーで再現したり代替し
たりすることは困難です。



先端テクノロジーが影響を与え始めている注目のM&A市場	

景気の回復や企業の事業再編の必要性から、日本は世界のM&A活動の復活をリードしてきました
が、日本の取引活動が活性化しているもう1つの基本的な理由があり、今後もそれは継続するとの
見込みです。

日本にある400万の企業におけるSMEの割合は、明らかに高いといえます(99.7%)。 

日本のSMEの規模は問題ではありません。フロンティア・マネジメント株式会社の共同代表を務め
る松岡真宏氏曰く、日本のSMEの多くは現在のリーダーの後継者探しに苦労しており、その創業者
の多くは定年とされる70歳に近いということです。

後継者が見つからないと会社が売却されてしまうという状況が、日本のSEMに大きなM&Aの機会
をもたらしているのです。あまりにも大きなチャンスなので、この種の取引をアドバイスする新しいタ
イプのブローカーやアドバイザーが急増していると松岡氏は述べます。

「M&A活動が活発で、そして今後も活発であり続ける理由には、このような背景があります。」松岡
氏はさらに、2021年の後半から加速しはじめる企業の再構築サイクルが今後数年間にわたりM&A
の機会を生み出す可能性がある、と付け加えています。 
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フロンティア・マネジメン
ト株式会社は日本有数の
マネジメントコンサルタン
トであり、M&Aアドバイザ
リー企業です。同社はミド
ルマーケットM&Aに特化
した独立投資銀行の国際
グループCFI(Corporate 
Finance International)
の日本の専属メンバー
です。

松岡真宏
共同代表

ケーススタディ 	
フロンティア・マネジメント株式会社

http://www.thecfigroup.com/
http://www.thecfigroup.com/


無論、同様の現象がパンデミックの影響を受けた他の経済
圏においても発生し得ることが予想され、企業やプライベ
ート・エクイティの投資機会が世界規模で増大することに
なります。 

フロンティア・マネジメント株式会社の役割は、日本国内、
インバウンド、アウトバウンド、そして特に中国やアメリカ合
衆国などの国で取引フローに関わることです。 

M&Aの効率性が緻密な実務とプライベート・
エクイティの不足により妨げられている
市場間における違いを尋ねられた松岡氏は、日本のM&A
プロセスは効率的ではあるが、M&Aの実務や手続きに関す
る教育が必要な企業があるなどといった、取引の実施を遅
らせる問題がいくつかあると話しています。 

加えて、日本のM&Aエコシステムにおいてプライベート・エ
クイティが不足していることも、取引成立までのスピードを
遅らせる主な要因であるとしています。 

実際、他の先進経済国と比較して、日本国内の取引は完了
までにかなりの時間を要しています。特にデューデリジェン
スの段階はかなり冗長になりがちであると言えます。 

「日本では、取引成立までに平均3カ月かかることもあり
ます。」と松岡氏は述べました。さらに、 「 その原因の一つは
企業リーダーが取引の詳細に非常にこだわっていることか
ら、多くの場合デューデリジェンスのプロセスが4～6カ月
かかってしまうこともあるからです。」 と付け加えました。

しかし松岡氏は、日本におけるデューデリジェンスのスピー
ドは近年急速に高まっており、今後さらに加速していく可能
性があると考えています。 

AIによるデューデリジェンス加速の見込み
「テクノロジーは既に高速化に貢献し始めており、今後の

10年間に、AIなどのテクノロジーはこの領域を変容させて
行くでしょう。テクノロジーが影響を及ぼすその他の領域と
しては、競合他社とのマッチングや会議議事録を記録・分析
することが挙げられます。フロンティアは、会議議事録を記
録し分析するためのAIプログラムを導入しているところで
す。」と述べています。 

AIの適用には魅力的な利点がありますが、松岡氏はそれを
もっと現実的に捉えています。 

「AIの使用やアウトプットは、提供される情報と同等の価
値しかありません。よくあることですが、情報が不正確であ
れば結果も不正確になります。」

条件の交渉など、M&Aにおける他の主要な段階でも、松岡
氏はテクノロジーがディールメーカーをサポートする可能
性があると考えています。しかし、今後も人間の判断が最も
重要であることに変わりはないとも感じているようです。
海外の同業者も、まったく同様の考えを持っていることでし
ょう。 
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M&Aのライフサイクル

ソーシング戦略 ディール
マーケティング

ディールの
準備

デューデリ
ジェンス

交渉 クロージング 合併後の
統合

価値獲得

12

データサイト・アウトリーチ
ディールマーケティングのプロセス
をあらゆる面から改善し、Datasite 
Outreach（データサイト・アウトリー
チ）を利用することで、バイヤーリスト
の作成、Eメールでの連絡、NDAの管
理においても、素早くディールを完了
させることができます。

データサイト・プリペア
1つのアプリでディールの準備を
加速化し、結果を素早く得ること
ができます。AIインデックス、スマ
ートなカテゴリ分け、改訂機能、
およびVDR統合を持つDatasite 
Prepare（データサイト・プリペア）
によって、ワンクリックでデューデ
リジェンスを開始することができ
ます。

データサイト・デリジェンス
Datasite Diligence（データサイト・
デリジェンス）であらゆる障害を予測
することができます。VDRを業界最高
速でセットアップしながら、最先端の
機能や専門家のサポートにより、どの
ような状況でも取引を前進させるこ
とができます。

データサイト・アクアイヤ
 （データサイト・アクアイヤ）でバイサ
イドのデリジェンスを確実に軌道に
乗せます。分析からインサイトを掘り
だし、確かなコラボレーションツール
でよりスマートに働き、改善されたワ
ークフローコミュニケーションでディ
ールを進めましょう。

Datasite どこへでも、いつまでも、あなたとともに

Datasite

詳細を表示詳細を表示詳細を表示詳細を表示

https://www.datasite.com/us/en/products/acquire.html
https://www.datasite.com/us/en/products/diligence.html
https://www.datasite.com/us/en/products/prepare.html
https://www.datasite.com/us/en/products/outreach.html


調査方法	
 日本
本レポートの分析は、日本を拠点とする111名のM&A実務者に尋
ねたアンケートの回答に基づいて行われています。これらの回答は
2,235名からなる大規模なグローバル調査の一部として集められ
ました。  

回答者は、買収者を代表する企業やプライベート・エクイティ 
(49%)、 M&Aアドバイザーを代表する投資銀行、プロフェッショナ
ルサービスおよび法律事務所(51%)、機関のそれぞれの種類から
均等に集めました。 

ポジション別にみると、取締役および執行役員レベルの役員が、
回答者の21%を占め、マネージングパートナー、マネージングディ
レクター、およびパートナーレベルの役員が36%を占め、ディレク
ター、プリンシパル、アソシエイトレベルの役員が43%を占めてい
ます。

グローバル調査はユーロマネー・ソート・リーダーシップ・コンサル
ティング社によって2020年の2月から4月の間に実施されました。 
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調査のデモグラフィック	
 日本	

企業タイプ

以下のうち、あなたのポジションはどれにあたりますか？

以下のグラフの比率は、1％未満を四捨五入しています。

7%
取締役レベル
の役員

14%
マネージング・
ディレクター

15%
パートナー

7%
マネージング・
パートナー

23%
ディレクター

20%
プリンシパル/アソシエイト/

アナリスト

14%
執行役員レベルの

役員

24%
企業

18%
投資銀行

26%
プライベート・エクイティ

16%
会計事務所

17%
法律事務所



デジタル化	
 日本

15

業界全体

現在

今後5年間において、

現在

今後5年間において、

あなたの企業

70%

84% 14%

30%

77%19%

51%49%

低程度
(0～3で採点)

中程度
(4～6で採点)

高程度
(7～10で採点)

4%

2%

M&Aプロセスの導入には、どの程度のデジタル成熟度・
テクノロジー的洗練度を要すると思いますか？
0(低程度)から10(高程度)までの採点方式

ソーシング

デューデリジェンス

交渉

合併後の統合

ディールの準備

資産マーケティング

戦略

イグジット
クロージング

36%
31%

15%
9%
4%
2%
2%

1%
0%

以下の主要領域や段階のう
ち、どれが新テクノロジーや
デジタル化により強化でき
ると思いますか？

取引の終了までにかかる時間を短縮する
より優れた分析機能を可能にする
より優れたセキュリティを可能にする
プロセス全体を簡易化する
取引の総コスト(資源と時間)を削減する

新テクノロジーは…
57%30%

6%
5%

3%取引において、今後5年間（2025年
まで）でテクノロジーがどのようにデ
ューデリジェンスのプロセスを変化
させると予想していますか？
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デューデリジェンスプロセス
 日本	

ドキュメントや契約書のレビューと分析
当事者間でのコミュニケーション不足
未完成または不正確なディールドキュメントおよび情報
プロセスをサポートするテクノロジーが不十分
関係者数の不足
規制コンプライアンス
過多な関係者数

4%
4%

27%

22%
16%

16%

11%

以下のうち、デューデリジェン
スのプロセスを遅らせる要因
はどれだと思いますか？

現在 今後5年間で

1カ月以下

1～3カ月

3～6カ月

41%

59%

40%

6～9カ月

60%

取引のソーシングから完了まで、1度のM&A取引を成立させる
までに平均どのくらいの期間のデューデリジェンスを要します
か(2020年および2025年)？

コラボレーション
権利管理

バーチャルデータルームのアクセスコントロール
文書の改訂

契約文章のレビューと分析
財務・業績データの可視化

複数のシナリオ分析またはファイナンシャルモデリングの実行

分析およびレポート
確かなエンドツーエンドプロセス、データ管理およびコミュニケーション

25%
25%
21%
12%
7%
6%

3%
1%
1%

以下のうち、テクノロジーで最も改善できるものはどれだと思いま
すか？
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デューデリジェンスプロセスの懸念点
 日本

M&Aデューデリジェンスに対する以下の問題の重要
性について評価してください：

ターゲット企業に関す
る以下の懸念によっ
て、	M&A取引が進ま
なかった経験はありま
すか：	

74%26%

ESGクレデンシャル

データ保護規則におけるコンプライアンス

いいえ はい

51%49%

環境、社会およびコーポレート・ガバナンス(ESG)

5年前

現在

今後5年間

5年前

現在

今後5年間

データ保護規則(例、EU一般データ保護規則)

31%65%

少し重要/
重要でない

中程度に重要 非常に重要/
重要

100%

100%

4%

4%

2%

2%

98%

96%

27%71%

過剰な査定額
データまたはサイバーセキュリティに関する懸念
財務上の弱さや脆弱性
不正経理
規制コンプライアンスの不良
従業員に関する懸念

4%

35%

25%

23%

6%
6%

デューデリジェンスで明らかにさ
れる、取引を不成立とさせる一般
的な問題は何ですか？
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資産マーケティングおよ
び買収
 日本

非常に高程度高程度中程度低程度非常に低程度

58%

1%

該当せず

12% 15% 14%
0%

資産を販売する際のマーケティングにおいて、潜在的バイヤ
ーを特定し、マーケティングを行い、追跡する現在のプロセ
スはどの程度効率的・効果的であると思いますか？

マンデートを持つ買手
行動の分析力不足

特定のプロジェクトをめぐる
活動の可視性が低い

プロセスにおける非効率性およ
び非自動化性質

プロジェクト状況に関する
顧客情報の提供

ティーザー、NDAなどの
透かしやメール作成

Lack of insights on buyer 
behavior across mandates

Poor visibility on activity 
around specific projects

Provision of client information 
on project status

The inefficiency and manual 
nature of the process

Watermarking and emailing 
teasers, NDAs etc

62%
15%

13%
8%
2%

資産を販売する際
のマーケティングに
おいて、何が最も難
しいと思いますか？

既成のファイル共有ソフトウェア

エクセルスプレッドシート

プロジェクトマネジメント/
文書マネジメント/コラボレーションツール

Eメール 89%

59%

49%

30%

現在、潜在的な買収ターゲットに対してデューデリジェンスプロセス
のワークフローを遂行するのにどのツールを使用していますか？



19

破産
借入金融
事業の売却とカーブアウト
不良債権(NPL)
清算

37%

30%

22%

7%

4%今後の24カ月間、どの種類のリス
トラクチャリングを優先させる予
定ですか？

ステージングされたデータルーム

統合された改訂

債権者へのEメールアウトリーチ

大量のデータを素早くロードできる性能

カテゴリ分け&インデックス化のための機械知能 70%

64%

52%

42%

22%

リストラクチャリングに最も便利なツールは何ですか？

リストラクチャリング
 日本



このレポートに関して
グローバル調査はユーロマネー・ソート・リーダーシップ・コンサルティング社によって2020
年の2月から4月の間に実施されました。
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