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『日本バイアウト市場年鑑―2011 年下半期版―』
のご案内
謹啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。この度、新刊『日本バイアウト市場年鑑―2011 年下半期版―』を刊行致しまし
たのでご案内させて頂きます。

◎日本のバイアウト市場に関する各種統計データを記載。
◎事例紹介、経営者インタビュー、M&A アドバイザーへのインタビューを収録。
◎日本の LBO ファイナンス市場（シニア&メザニン）に関する統計データ、コーポレート・メザニンに
関する事例紹介、レバレッジド・リキャピタリゼーションに関する論文を収録。
【読者層】
エクイティ・プロバイダー（バイアウト・ファンド、プリンシパル・インベストメント）、メザニン・プロバイダー、デット・プロバイダー、
M&A アドバイザリー会社、エグゼクティブ・サーチ会社、コンサルティング会社、ファンド・オブ・ファンズ、機関投資家、事業会社の
経営企画担当・財務担当（MBO を遂行した企業を含む）、弁護士、公認会計士、税理士
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【お申し込み方法】
注文書での FAX 送信か Web サイト上で注文書をダウンロードしメール添
付で送信下さい。申込受付後 3 営業日以内に発送を開始致します。

日本バイアウト市場年鑑
─ 2011年下半期版 ─
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