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特集: 株式公開によるエグジットの動向

特集の概要
日本のバイアウト投資におけるエグジット方法は M&A による株式売却が最も多いが、近年は株式公開の
件数が増加しており 2006 年 1 月～2007 年 12 月までの 2 年間で 13 件となっている（図表 1）
。このような
背景の中で株式公開を通じたエグジットの動向について明らかにする特集を企画した。今回の特集では、株
式公開を達成した案件に携わったファンド・マネジャーの方に事例紹介をご寄稿頂いたのに加え、日本の株
式公開市場の動向、株式公開によるエグジットを志向するバイアウト・ファンドの取り組み、投資先企業の
経営者のインタビュー記事などを収録した。
図表 1 日本のバイアウト市場におけるエグジット案件の推移（2007 年 12 月末現在）
エグジット方法
2001 年
2002 年
2003 年
2004 年
2005 年
株式公開
0
1
1
2
3
M&A による株式売却
2
1
3
12
21
第二次バイアウト
1
0
2
4
3
株式の買戻し
0
1
3
2
0
その他の戦略的売却
2
2
4
5
1
合計
4
4
9
25
34

2006 年
6
19
7
1
7
40

2007 年
7
13
3
2
4
29

合計
20
71
20
9
25
145

（出所）日本バイアウト研究所。
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【研究論文】
日本のバイアウト投資における株式公開によるエグジットの特徴･･････････････････････････････････････181
―公開前の資本政策と公開後の売却方法を中心として―
（執筆者: 株式会社日本バイアウト研究所 代表取締役 杉浦慶一）
【概要】2007 年 12 月末までに株式公開を通じてエグジットを達成した 20 件のバイアウト案件の事例
を取り上げて、株式公開前の資本政策、株式公開直前のバイアウト・ファンドの持株比率、公募
と売出しの概要、初値と騰落率、バイアウト・ファンドのロックアップ期間、株式公開後の売却
方法について比較・分析を行っている。

