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イントラリンクスSS&Cは、グローバルバンキング、ディールメイキング、プライベートエク
イティ、キャピタルマーケットコミュニティ分野向のバーチャルデータルーム（VDR）をはじ
めとするソフトウェアおよびサービスを提供する大手金融テクノロジープロバイダーとして
23年以上の実績を誇ります。弊社のソリューションは、バイサイド/セルサイドM&Aディール
管理、オルタナティブ投資資金調達および投資家レポート、債券と株式の資本調達、シンジ
ケートローン管理、銀行/証券/法務分野のコラボレーションをサポートします。世界中で行わ
れるM&A取引の多くと初期段階から関わることで、将来公表されるであろうM&Aのディール件
数を、独自の知見で予測しています。

SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディクターは、初期段階のM&A活動（準備段
階またはデューデリジェンス段階に達したセルサイドのM&Aディール）を追跡調査すること
で、今後のM&A活動の公表件数を予測します。こうした初期段階のディールとは、通常、ディ
ール公表前の平均6カ月前を指します。

SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディクターの最新レポートでは、今後6カ月
間の公表済みM&A活動の予測のほか、特集として、コングロマリットの終焉について、そし
て、Alvarez & Marsalのプライベートエクイティ・サービスプラクティス部門の取締役と、企
業取引アドバイザリーグループのグローバルプラクティス部門リーダーを務めるポール・ア
ヴァーサノ（Paul Aversano）氏へのインタビューでは、現在の「ボラティリティの渦」につ
いてM&Aディールメーカーが理解しておくべき点について掲載しています。

リフィニティブ社が発表したM&Aディール件数の前年比成長率（%）とイントラリン
クスによる次の2四半期の予測中央値

全世界のM&A
活動予測 

コングロマリットの
終焉？

インタビュー： 
ポール・アヴァーサノ
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[1]https://www.intralinks.com/resources/publications/intralinks-dfp-explained

[2]https://thesource.refinitiv.com/thesource/getfile/index/ccfa0895-7ebc-47bf-ae65-b1f792034ee2イントラリンクスは、リフィニティブ社による過去4四
半期の公表ディール件数についてのデータを独自に調整し【調整値】、公表ディール件数における将来の変動見通しを報告しています。
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SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディクターは、世界で発表されるM&Aディール件数（リフィニティブ2 社による報告）に関する将来
的変動を予測する正確な6カ月先行指標として認められています1。  
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過去6カ月にわたる世界のバーチャルデータルームでの初期段階のデューデリジェンスM&A

活動における件数に基づく、SS&Cイントラリンクスの予測モデルでは、2019年下半期に公
表される世界のM&Aディール件数は前年同期比で約5%の増加が予測され（0%～10％の範囲
内）、その強力な成長を牽引する業種は、エネルギー＆電力、工業、原材料分野と見込ま
れます。2019年下半期のM＆A活動が成長するという予測にもかかわらず、2019年上半期の
M＆A公表件数が減少したため、2019年通年で発表される世界全体のM＆Aディール件数は2年
連続で減少すると予想されます。

世界の公表M&Aディール件数は2019年下半期に成長を取り戻すと予測

APAC
今後6カ月間の予測中央値：+5%

今後6カ月間の予測上限値：+10%

今後6カ月間の予測下限値：+1%

緑に近い色 = 初期段階M&A
活動が増加（前年比）

黄色= 初期段階M&A活動が
安定（前年比）

赤に近い色 = 初期段階M&A
活動が減少（前年比） 

エネルギー＆電力

医療

不動産

消費者向け製品＆小売

TMT（テクノロジー、メディア、電気通信）

工業

金融

原材料

アジア太平洋地域
弊社の予測モデルでは、APACの今後6カ月のM&A公表デ

ィール件数は、前年比約5%増加すると予測されます（1%

～10％の範囲内）。また、その成長を牽引する業種は、不

動産、金融分野、工業と見込まれます。

APAC全地域では初期段階のM&A活動件数が増加を示してお

り、特に東アジア（中国、香港）、インド、日本、オース

トラリアが、APAC全体の成長に大きく貢献すると予測さ

れます。

EMEA
今後6カ月間の予測中央値：+5%

今後6カ月間の予測上限値：+7%

今後6カ月間の予測下限値：+2%

緑に近い色 = 初期段階M&A
活動が増加（前年比）

黄色= 初期段階M&A活動が
安定（前年比）

赤に近い色 = 初期段階M&A
活動が減少（前年比） 

不動産

TMT（テクノロジー、メディア、電気通信）

エネルギー＆電力

金融

消費者向け製品＆小売

原材料

医療

工業

ヨーロッパ/中東/アフリカ
予測モデルによると、今後6カ月間のEMEAのM&A公表デ

ィール件数は、前年比で5%程度増加すると予測され（2

～7%の範囲内）、EMEAの成長を牽引する業種は、東ヨ

ーロッパ、サハラ以南のアフリカおよび北ヨーロッパに

おける原材料、工業、エネルギー＆電力分野と見込まれ

ます。

欧州の5大経済国のうち、スペイン、イギリス、ドイツは

今後6カ月間のM&A公表ディール件数において、前年同期

比で増加を示すと予測される一方、フランスとイタリア

は減少すると見込まれます。
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ディールに関する知見はこちらから：

intralinks.com/jp/insights-all

中南米
弊社の予測モデルでは、LATAMの今後6カ月間のM&A

公表ディール件数は、前年比約4%減少すると予測され

（-9%～+1％の範囲内）、医療、エネルギー＆電力、 

原材料分野が同地域の成長を牽引すると見込まれます。

LATAMの最大経済国のうち、ブラジル、メキシコ、ペル

ーが今後6カ月のM&A公表ディール件数において前年同

期比で同程度の増加を示すと予測される一方、アルゼン

チン、チリ、コロンビアは横ばいまたは減少傾向が見込

まれます。

中南米 
今後6カ月間の予測中央値：-4%

今後6カ月間の予測上限値：+1%

今後6カ月間の予測下限値：-9%

医療 緑に近い色 = 初期段階M&A
活動が増加（前年比）

黄色= 初期段階M&A活動が
安定（前年比）

赤に近い色 = 初期段階M&A
活動が減少（前年比） 

北米  
今後6カ月間の予測中央値：+5%

今後6ヶ月間の予測上限値：+14%

今後6カ月間の予測下限値：-2%

緑に近い色 = 初期段階M&A
活動が増加（前年比）

黄色 = 初期段階M&A活動が
安定（前年比）

赤に近い色 = 初期段階M&A
活動が減少（前年比） 

北米
弊社の予測モデルでは、北米の今後6カ月間のM&A公表ディ 

ール件数は、前年比約5%増加すると予測されます（-2%

～+14%の範囲内）。その成長を牽引する業種は、エネルギー 

＆電力、原材料、消費者向け製品＆小売分野と見込まれます。

原材料
エネルギー＆電力

消費者向け製品＆小売

工業

TMT（テクノロジー、メディア、電気通信）

金融
不動産

消費者向け製品＆小売

エネルギー＆電力
原材料

工業

医療
TMT（テクノロジー、メディア、電気通信）

不動産
金融
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It's about time.
Intralinks M&A Workflow™
を使用してディールを 
迅速にスタート

ワンステップの文書承認と自動パブリッシング
機能によりディール準備を加速化

詳しくはこちらから：

http://www.intralinks.com/jp/d/workflow
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スポットライト
コングロマリットの終焉？

これには否定の余地がありません。 過去20年にわたり実業
界は大きく変化し、現在も変わり続けています。デジタル
化や人工知能の影響、女性がビジネスの世界で直面する男
女の賃金格差や障壁など、企業の事業運営方法を変える側
面については議論があります。 

しかしビジネスもまた、より根本的なレベルで変化してい
ます。

10年前と同様、つい最近まで多くの大企業は一見無関係な
多数の異なる事業において支配的な保有株式を所有する多
面的な複合企業（コングロマリット）でした。米国大手ゼ
ネラル・エレクトリック（GE）およびユナイテッド・テク
ノロジーズ、ドイツのティッセンクルップおよびシーメン
スはよく知られた一例であり、ウォーレン・バフェットが
会長を務めるバークシャー・ハサウェイもそのカテゴリー
に含まれるという見方があるかもしれません。

このようなの経営構造は、「多くの異なる市場に参加する
ことにより事業リスクを分散させる」ことを目的とした長
期的なM＆A戦略を通じて主に構築されました。3 この経営
構造により、コングロマリットは、たとえば事業のサイ
クルを乗り切るか、ある部門からのキャッシュフローを活
用して別の部門のR&Dに資金を供給することにより、長期
的な回復力の構築が可能になります。ミシガン大学で企業
組織を研究する経営学教授であるジェリー・デイビス氏は
次のように述べています。「コングロマリットは、投資家
が、洗練されていない資本市場から得ることのできなかっ
た効率性を、かつては提供していました。」4

しかし、これらのメリットのコストとは、コングロマリッ
トの値引きであり、それにおいてはコングロマリットは通
常、部品の合計金額以下で取引します。この値引きを即時
のキャピタルゲインとして「解放」する見通しとともに、
利回りを求めて株主からの圧力が増大しているため（エリ
オット・マネジメント、Wyser-Pratte、Cevian Capitalの系
列に沿った、長期にわたる全体的な支援機関の株主と短期
的な活動家の株主の両方とも）、企業の状況において変化
が強いられます。そして、相次ぐ事業売却やリストラプロ
グラム、カーブアウト、スピンオフなどのプロセスの急増
により、世界中の主要産業分野のコングロマリットが再編
しています。

市場のトレンド

GEは、皮肉にも自社の大規模なM&Aプログラムによって蓄
積された、多額の債務に対処するための広範に及ぶ事業売
却プログラムを実施しています。同社の前会長兼CEO、ジ
ョン L. フラナリー氏は、「何もかも」が審議されたと述べ
たとされます。5 

オーチス・エレベータ部門で知られる米国を拠点とする産
業コングロマリットであるユナイテッド・テクノロジーズ
は、自社の事業を3つの独立した企業に分割すると発表した
ことで注目されました。同社は2018年後半に、オーチスと
そのキャリアビルシステム事業をスピンオフすると発表し
ました。

航空分野のみに専念していた残りの会社は、現在、ジェッ
トエンジンメーカーのプラット・アンド・ホイットニーと
最近買収された部品メーカーのロックウェル・コリンズ氏
が率いています。 6

ドイツの産業コングロマリットであるシーメンスもまた、
再編と売却のプロセスを経験していますが、CEOのジョー・
ケーザー氏は、会社を解散する段階にあるという考えを
否定しました。7  とは言うものの、医療事業部のヘルシニ
ア―ズ（Healthineers）のカーブアウトと、スペインのガメサ
（Gamesa）との風力発電事業の合弁事業、および電気および
ハイブリッド電気航空宇宙推進事業のロールス・ロイスへの
売却は、シーメンスの状況の変化に向けて功を奏しています。 

この傾向のもう1つの例は、ダウ・ケミカルとデュポンの合
併からわずか3年後に、この化学工業コングロマットのダ
ウ・デュポン社（632億米ドル相当）が3つの独立した専門
企業に分割されたことです。実際、このグローバルな企業
分割は記録史上3番目に高い値に達し、2019年上半期には
983億米ドル相当の11件の取引がありました。8

オランダを拠点とする資本財プロバイダーのCNHインダス
トリアルもまた、企業分割の候補企業として注目されてい
ます。9

このトレンドによる勝ち組の1つ（アドバイザーと一部のタ
イプの投資家を除く）は、プライベートエクイティ（PE）
のファンドです。記録的な資金調達サイクルの後の好景気
により、市場に流入してくる資産の主要な買い手として浮
上しています。 

今年初め、米国のプライベートエクイティ会社である
American Industrial Partnersは、エネルギー効率およびデジ
タル生産性ソリューションのプロバイダーであるCurrentを
GEから買収しました。一方、PEセクターは、2013年にIPO
を介して、シーメンスからスピンアウトしたドイツの照明
メーカー、オスラムを取得することができました。プライ
ベートエクイティの巨大企業であるカーライルとベインで
構成されるコンソーシアムは、2019年7月上旬にこの事業の
提案を開始し、評価額は34億ユーロとしています。こうし
た資産は、「企業の孤児」として大規模なコングロマリッ
ト構造では人気がなく、残る可能性があるため、プライベ
ートエクイティファンドに自社の株主や投資家に価値を生
み出す素晴らしい機会を提供します。

アジアの将来における崩壊

興味深いことに、コングロマリット構造の分解に向けたこ
の傾向は、これまでのところ西側におけるコングロマリッ
トにしか影響を与えていません。日本における複雑な商社
構造と、中国とインドの伝統的な家族経営の大企業は、今
のところ影響を受けていないように見えます。ただし、日
本のコングロマリットのM&A部門シニアエグゼクティブに
よると、この状況も変わる可能性があると次にように述べ
ています。「ここでもコングロマリット構造の分解が予想
されるが、この段階が訪れるのは、まだ10年から20年先の
ことだと思います。」

8
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ディールに関する知見はこちらから：

一方、物言う株主はアジア市場への関心をますます示し
（PAGCapitalとエリオット・マネジメントが2つの例）、こ
こでも企業は業務を効率化するというプレッシャーにさら
され続けると想定するのが妥当のようです。 

2011年には、アジアでは株主活動家主導のキャンペーンが
10件しかありませんでしたが、2017年までにこの数は106件
に増加しました。 
10

これまでの活動家によるキャンペーンの焦点は、運用上の
問題にありました。例えば、日本の任天堂などで、ポケモ
ンGOによる任天堂の圧倒的な成功につながったゲームをス
マートフォンでアクセスできるようにするための、香港を
拠点とするヘッジファンドOasisからの一貫した圧力などが
その一例です。もう1つの例は、オーストラリアのアルケミ
アで、Sandon Capitalがこのバイオテクノロジー企業での一
連の損失後、取締役会の変更を求めるキャンペーンを実施
し、成功を収めました。 

一方、韓国では、財閥（チェボル）構造が解体の圧力にさ
らされているという初期の兆候が見られます。チェボル

は、1960年代に韓国で生まれたビジネスコングロマリット
構造であり、巨大な国際事業を展開するグローバルな多国
籍企業を生み出しています。11   エリオット・マネジメン
トは最近、韓国トップ2の家族経営コングロマリットである
サムスンとヒュンダイに課題を要求。ヒュンダイに、ヒュ
ンダイモビス、ヒュンダイモーター、キアモーターズでの
「コーポレートガバナンスの改善、バランスシートの最適
化、投資利益の向上に関するより詳細なロードマップ」の
提供を求めています。12

したがって、M&Aアドバイザーは、新たなアドバイザリー
機会を模索するなら、東側に注意を向けるべきでしょう。 

最後に、現在、伝統的な多業種の産業コングロマリットが
減少している一方で、このビジネス構造を早まって完全に
追放すべきではないことを覚えておくべきです。買収に積
極的なGoogle、Amazon、Facebookもまたコングロマリッ
トに分類されますが、これらの新経済技術企業が私たちを
どこへ導いていくのかはまだわかりません。

ディールに関する知見はこちらから：

intralinks.com/jp/insights-all

[3] https://www.investopedia.com/terms/c/conglomerate.asp

[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-01/conglomerates-are-broken

[5] https://www.ft.com/content/97eb0712-fb79-11e7-a492-2c9be7f3120a

[6] https://edition.cnn.com/2018/11/27/business/united-technologies-breakup-conglomerate/index.html

[7] https://www.reuters.com/article/us-siemens-structure/siemens-ceo-says-breakup-is-not-the-goal-manager-magazin-idUSKBN1E81DX

[8] https://trendreports.mergermarket.com/reports/d2918464-ce6d-4222-b5a3-c298f98698ab

[9] https://www.woodlockhousefamilycapital.com/post/another-conglomerate-breakup

[10] https://www.financierworldwide.com/shareholder-activism-in-asia#.XSA5ro9RfIU 

[11] https://www.investopedia.com/terms/c/chaebol-structure.asp 

[12] https://www.financierworldwide.com/shareholder-activism-in-asia#.XSA5ro9RfIU 
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インタビュー
現在の「ボラティリティの渦」についてM&Aディールメーカーが理解しておくべきこと

世界がますます相互関連を深めるなかで、企業は多くの面で圧力
に直面しています。今号の  SS&Cイントラリンクス ディール・フ
ロー・プレディクターでは、グローバルな視点で機敏なディール
メーカーのバイサイドとセルサイドにチャンスがあると述べるポ
ール・アヴァーサノ氏にお話を伺いました。同氏は、ニューヨー
クを拠点とする、Alvarez & Marsalのプライベートエクイティ・サ
ービスプラクティス部門の取締役と、企業取引アドバイザリーグ
ループのグローバルプラクティス部門リーダーを務めています。

ポール・アヴァーサノ氏は25年以上にわたり、複合的な
公開企業と非公開企業の取引に関するバイサイドとセルサ
イドの財務会計デューデリジェンスと、資本市場での取引
を専門としています。かつてのビッグフォーのパートナー
として、また米国公認会計士として、そしてフォックス・
ビジネスネットワーク、Bloomberg Businessweek Radio、
その他多くの放送局および印刷メディア出版企業に頻繁に
ゲストとして参加している同氏は、プライベートエクイテ
ィ、政府系投資ファンド、ファミリーオフィス、戦略的バ
イヤー向けの国境を越えたサービスの提供においてグルー
プのグローバルな取り組みをリードしています。

イントラリンクス： ポールさん、あなたはディールメーカ
ーが「ボラティリティの渦」をうまくナビゲートしなけれ
ばならないと述べていますが、この渦を生み出している主
な問題は何であると思われますか？

ポール・アヴァーサノ：私は25年以上にわたりM&Aに携わ
ってきましたが、正直に言って、現在の市場を動かしてい
る多くの変動にしろ、相関性レベルにしろ、これほど多く
を見たことがありません。マクロレベルでは、ますますグ
ローバル化する経済に対処しており、あらゆる要素が他の
要素に影響を与えていると思われます。例えば、1年前に通
貨のトルコ・リラが危機を経験し、その結果、米国の株式
市場は下落しましたが、これは、世界がますますグローバ
ルな場所になっていることを証明しているのです。

M&Aに関しては、ディールメーカーが直面しなければなら
ない特有の圧力がいくつかあります。評価額について言え
ば過去最高となる11倍を記録し、これらの評価額は資産の
売却に関して、おそらく下落市場において課題をもたら
す可能性があります。次に、システム内に記録的なレベル
の手元資金があり、最新の予測では、Prequinは2兆米ドル
で、その半分以上がプライベートエクイティで占められて
います。別の要因は、同じ資産を求めて競合する多数の新
規市場参入者です。ここでは、政府系投資ファンド、ファ
ミリーオフィス、PE [プライベートエクイティ]ファンドに
対する従来のリミテッドパートナーを指しますが、従来は
プライベートエクイティファンドに資本を割り当てていた
ものの、現在は自己に投資しているすべてのプレーヤーを
考えます。

しかし、ディールメーカーが取り組まなければならないの
はそれだけではないですよね？

高い金利とインフレ、世界的な通貨変動、中国と米国間の
貿易戦争、技術的崩壊とデジタル変革、ブレグジット、世
界的な保護主義の高まり、米国での今後の選挙に伴う選挙
サイクルなどのリスクが大きな懸念となり、北朝鮮、中
東、ベネズエラなどの地域における税制改革と地政学的リ
スクも拡大します。このリストはまだまだ続くと思われ、
すべての要因をまとめると、M&Aに影響を与えかねないパ
ーフェクトストーム、すなわち私が述べた「ボラティリテ
ィの渦」が生じるのです。

あなたが強調されているいくつかの課題について、もう少
し詳しく教えてください。記録的に高い評価額について
は、これからどこで成長すると思われますか？

評価額についてはしばらくの間、比較的高いレベルを維持す
ると考えます。というのも、分配されなければならない資本
があまりに多いからです。こうした分配の圧力は、特定のタ
イプのM&A活動を推進します。例えば、現在、米国では、PE
取引の50％以上が二次買収として、60％以上がタックイン買
収またはボルトオン買収として行われています。PEアセッ
トクラスは現在、最高レベルのリターンを提供し、投資では
記録的に高いレベルの資本を引き付けています。

では、地政学的問題に注目すると、それらは実際に新しい
問題なのでしょうか？それとも、世代にかかわらず、すべ
てのM＆Aディールメーカーが対処しなければならない問題
なのでしょうか？

あらゆる世代のディールメーカーには、対処しなければな
らない地政学的課題があります。私の考えを変えたのは、
発言面のボラティリティであり、それはますますエスカレ
ートしているように思えます。私たちは明らかに、米国と
北朝鮮間の言葉の戦争を目の当たりにしています。これが
直接M&Aに影響を与えるのか？いいえ、そうではないです
が、それは世界の債券市場と株式市場の両方に影響を与え
る、不確実性という感覚を生じさせます。また、未知なる
リスクもあります。1つの大規模な予測できない地政学的な
出来事が、グローバル市場に大混乱をもたらす可能性があ
るのです。
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それでは、保護主義について考えてみましょう。保護主義
は実際に、どの程度ディールを妨げる要因となりますか？
単にメディアの注目を集めているだけの問題ですか？

これは主に中国に関する現実的な問題ですが、他の国にも
ある程度の問題があります。私は最近の中国への出張で、
中国企業は事実上米国市場を閉鎖したものと見なしてい
る、と理解するように言われました。これは、ほとんどす
べての状況で中国の入札者が見られた2016年当時とは全く
対照的な様相です。確かに、ある程度の影響を及ぼした資
本流出制限の問題がありますが、米国の資産に対する中国
の入札者不足は、主にCFIUS（対米外国投資委員会）の最
近の変更に起因する規制の厳格化によるものだと強く感じ
ています。

これらの課題の多くが相互に関連していることを強調され
ていますが、こうしたことを念頭に置いて、ディールメー
カーは事態に対処するために、どのように備えることがで
きますか？また、取引を確実に成功させるために、どのよ
うな構造とプロセスが必要ですか？

これまで同様、価値創造が今後も引き続き中心となり、取
得前に考案された強力な価値創造計画が鍵となるでしょ
う。金融工学と運用効率の向上のみではもはや十分ではあ
りません。買い手は、収益を増やす方法について、長期的
で厳格な構想を備える必要があります。正確な戦略は地域
によって異なりますが、取引後の価値創造計画の内容につ
いて戦術的に取り組み、その戦略を取得前に確立する必要
があります。

すべての課題は、リスクを負い、長期的に検討する意欲の
ある人々にチャンスをもたらすものですが、最大の機会は
どこにあると思われますか？

おっしゃる通り、カオスは機会を生み出します。確かにそ
の点には多くの課題がありますが、買い手がリスクを負
い、それに対処する創造的な方法を見つけることをお勧め
します。最大の機会がどこにあるかについては、やはり
テクノロジーが大きな鍵であり、それは今後何年も続くで
しょう。私の見解では、今やすべてのディールがテクノロ
ジーに関する取引であり、すべての企業がデジタル変革戦
略を必要とし、長期的で厳格な構想を備える必要がありま
す。例えば、自社の業界が経験するデジタル変革のおかげ
で自分は勝者になるのか？その場合、投資を行うのか？あ
るいは、実際には失敗に終わるのか？（ここでは、小売業
界に絞って考えています）したがって、この分野をイグジ
ットして誰かに譲るのが得策だろうか？これらはすべて、
企業が自問自答しなければならない重要な質問です。

最後に、将来の短・中期的なM&Aの展望を教えてください。

上昇します。とても強気です！ファンダメンタルズは良好で
あり、多くの手元資金が存在するため、単にディールを行う
必要があるだけです。その他は考えられません。暴落の懸念
ですか？それほど心配していません。これまでの貸し手から
の取引のための資金が枯渇した金融危機とは異なり、資金は
現在、広範な新しいソースから来ています。これらの資金提
供者も、分配する必要がある膨大な資金を抑えています。課
題は、その強力で持続可能な価値創造のストーリーを発展さ
せ、それを説得力のある方法で実行することです。

ご見解をありがとうございました。

どうもありがとうございました。

ディールに関する知見はこちらから：ディールに関する知見はこちらから：

www.intralinks.com/jp/insights
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A Data Room with 
a view.
イントラリンクス データルームの
インサイトダッシュボードで 
ディール活動の詳細を把握

ディールの進行状況を追跡し、デューデリジェンス時の
バイヤーの関心が一目でわかります

詳しくはこちらから：

https://www.intralinks.com/jp/d/dashboard

12

https://www.intralinks.com/jp/d/dashboard
http://www.intralinks.com/d/dashboard
https://www.intralinks.com/jp/d/dashboard


13



SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディクター

SS&Cイントラリンクス ディール フロー・プレディクターは、任意
の期間に世界中で発生した初期段階のM&A活動水準に関するイント
ラリンクスの考えを提供するものです。本レポートに記載されてい
る統計データは、アセット売却、部門売却、プライベートエクイテ
ィ・プレースメント、資金調達、キャピタルレイズ、ジョイント・
ベンチャー、アライアンス、パートナーシップなどの取引提案に関
するデューデリジェンスの実施のために、イントラリンクス、ま
たは他の提供業者を通じて開示された、あるいは開示を提案された
バーチャルデータルーム（VDR）サービスの件数を基にしておりま
す。これらの統計は、VDRマーケットにおける弊社のシェア、ある
いは市場の需要の変化による調整を行っておりません。これらの統
計は、市場データ提供業者が報告する取引完了件数とは関連があり
ません。また、任意の期間において最終的に実現した取引件数およ
びイントラリンクスが任意の会計期間に発生させる収益またはM&A

ディール件数を示すと解釈されるべきものでもありません。SS&C

イントラリンクス ディール・フロー・プレディクターが将来的な
取引完了の兆しを暗示しているものについては、デューデリジェン
スから取引完了までの段階にあると想定されるディールの割合に基
づいています。また、市場データ提供業者によって提供された公表
M&A取引に関する統計数値は、上記とは異なる種類の取引を基にし
てまとめられている可能性があります。

弊社は、SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディクタ
ーの予測力を検証するため、SS&Cイントラリンクス ディール・フ
ロー・プレディクターを基盤としたデータとリフィニティブ社がそ
の後発表する公表済みディール件数のデータを比較し、経済モデル
（線形回帰モデルの概算に適した標準的な統計的手法を使用）を
構築し、2四半期先に発表されるM&Aディール件数（リフィニティ
ブ社の発表データ）を予測します。弊社は、独立系の統計コンサ
ルティング兼データサイエンスリサーチ会社、Analysis & Inference 
(A&I) に、本モデルの分析、反復実験、評価を依頼しました。A&Iの
分析によると、イントラリンクスの予測モデルには統計的に有意な
連動性が認められ、SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プ

レディクターを6カ月後にリフィニティブ社の発表する公表済みデ
ィール件数の統計的に有意な予想指数とみなせる確率は99.9%以上
に達しました。 弊社は今後も第三者による統計分析を定期的に行
い、SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディクターに
将来的なM&A活動の予測指標としての有効性があるか否かを確認し
ていく予定です。

SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディクター・レポ
ートは、情報提供のみを目的として現状有姿のまま提供されていま
す。イントラリンクスは本レポートの内容の適時性、正確性、また
は完全性に関するいかなる形態の保証も行いません。 本レポート
は、限定された種類の取引についてイントラリンクス、または他の
提供業者のVDRのプラットフォーム上で現在実施されているか、実
施を提案されているデューデリジェンス活動に関するイントラリン
クスの見解および主観的解釈に基づくもので、これまでの、または
将来的なイントラリンクスの経営成績や業務実績の指標とすること
を意図したものではありません。 本レポートは投資に関するアド
バイスの提供や、いかなる投資取引の勧誘も目的としていません。

イントラリンクスについて
SS&Cイントラリンクスは、グローバルバンキング、ディールメイ
キングおよびキャピタルマーケットコミュニティ分野における金融
テクノロジーのリーディングプロバイダーです。バーチャルデータ
ルームのパイオニアとして、イントラリンクスの技術は、M&Aやキ
ャピタルレイズ、投資家レポートといった戦略的イニシアティブに
欠かせない安全かつ安心な情報の交換を促進し、業務の効率化、リ
スクの低減、クライアントエクスペリエンスと可視性の向上を図る
ことでこれらの活動を支援しています。Fortune 1000企業の99%以
上が利用する弊社のプラットフォーム上では34兆7,000万ドル相当
以上の金融取引が行われています。 

詳細は、intralinks.com/jpをご覧ください。

「Intralinks」およびIntralinksロゴは、Intralinks, Inc.の登録商標です。また、本レポートでは、登録商標である
かの確認をすることなく、他社の商号および商標を参照している場合があります。SS&Cイントラリンクス ディー
ル・フロー・プレディクターは、私的かつ非営利目的にのみ使用可能です。本レポートの内容を、イントラリンク
スの許可なく複製、配布または発表することを禁じます。SS&Cイントラリンクス ディール・フロー・プレディク
ターの内容の再発行に関する許可については、info@intralinks.comまで電子メールにてお問い合わせください。 

本レポートに記載されているリフィニティブ社のM&Aディールレポートや公表済みディールのデータは使用許可を
いただいています。この場を借りて御礼を申し上げます。

© 2019 SS&C Intralinks, Inc.

14

http://www.intralinks.com/mylocation
http://www.intralinks.com
https://www.intralinks.com/contact/locations




intralinks.com/jp

© 2019 Intralinks, Inc. All rights reserved.

http://www.intralinks.com/jp

	Button 13: 
	Button 14: 
	Philip twitter: 
	philip whitchelo linkedin: 
	Button 23: 
	my location: 


