ビジット

BIZIT

M&Aによる
海外進出を支援
良質な案件を数多く提供
人口減少による内需縮小で国内市場に成長機会を求めに
くい時代。そんな中、海外の M&A 案件を手軽に探せる
プラットフォームを運営し、中小企業の海外市場進出を後
押しするベンチャーが注目されている。

グローバル案件が 1200 件
エリアも業種もさまざま
ジェトロ（日本貿易振興機構）が
実施したアンケート調査によると、中
小企業の約６割は海外進出を拡大す
る意向があるという（2018 年度「日
本企業の海外事業展開に関するア
ンケート調査」
）
。だが、中小企業が
海外で事業を展開するハードルは高
く、そう簡単にはいかない。この現
状をクロスボーダー M&A（国際間の
M&A）によって打開してもらおうと支
援している企業が BIZIT だ。
同社は、M&A マッチングプラット
フォーム「BIZIT M&A」を運営する
ベンチャー。M&A 仲介サイトの多く
は買い手も売り手も日本企業だが、
BIZIT M&A は国内の買い手と世界中
の売り手をマッチングさせる。
「売り手側の案件は、海外を中心に
集めているのが大きな特徴です。そ
こにフォーカスしているプラットフォー
ムは、国内では私たちだけだと自負
しています」と、取締役 COO（最高
執行責任者）の武信雅之氏は言う。
もともと BIZIT M&A は中小企業向
トライファンズ

け海外進出支援会社の「Tryfunds」
がスタートしたサービスだ。事業構
想から開発まで約７年の時間をかけ、
2018 年 10 月に本格始動した。2019
年８月に M&A プラットフォーム事業
を分離し、別会社としてスピンアウト
したのである。
サービスが始まって約 1 年が経過し
た現在（2019 年 11 月時点）
、M&A
案件情報数は 1200 件以上、
ユーザー
数は 5000 社を超え、世界 158 カ国
にネットワークを構築している。エリ
アの構成比はアジアが 51％と最も高
く、米州が 25％、欧州が 18％。業
種に制限はなく、IT、建設、産業機械、
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エネルギー、食品関連、ヘルスケア、

ある。また海外の売り手も、日本の

め、案件を収集するメンバーは全員、

アパレルなど幅広い。案件の規模は、

中小企業にリーチしたくてもつながる

グローバルな市場での経験が豊富な

10 億円までが 69％、10 億～ 50 億

ルートがなかった。

ので、海外の顧客と直接やりとりして

BIZIT M&A にはそうしたニーズに

リアルタイムで案件をピックアップす

応えられるような案件が 1200 件以上

ることができます。こうした体制が私

も集まっていて、世界中の売り手と

たちの大きな強みです」
（武信氏）

円が 26％。この規模に、実は大きな
意味があるという。

国内では手に入らなかった
中小規模案件を収集

ウェブ上で簡単につながることができ

BIZIT の社員はコンサルティング

る。なぜ、これほどの案件を集めら

ファームや国内外の銀行、投資銀行、

れるのだろうか。

証券会社、商社、ウェブサービスな

日本の中小企業が外国企業との

「案件を収集するチームメンバーが

どの出身者が多い。こうした多種多

M&A を望んでも、ちょうどよい規模

地道に海外の投資銀行などに電話

様な人材によって、他社が簡単には

の案件を探し出すのは至難の業だ。

やメールをしてネットワークを広げま

まねのできないノウハウが生み出され

100 億円規模の大企業向けの案件

した。 今で は月平 均 100 件 ほどの

ている。

は大手金融機関などが扱っているが、

新規案件を掲載できる体制が整って

中小規模の案件はなかなか見つから

おり、国内では唯一無二の存在だと

ない。中小企業が自力で探そうにも、

思います」と、シニアディレクターの

どこを探せばよいものかが分からな

清水雄大氏は話す。

海外企業との M&A で目指す
成長のための事業承継

かったり、見つけたとしてもベストの

「私たちのプラットフォームは多言

事業承継の問題を抱える中小企業

選択肢がなかったりするのが実情で

語に対応しています。また清水をはじ

の中には、事業売却や廃業・清算の

日本企業が世界のM＆Aを閲覧
海 外 売り手

閲覧

情報提供

金融機関

国内買い手
事業会社

アドバイザー

M&A会社

金融機関

税理士 / 会計士
地域 / 行政機関

掲載案件は51％をアジアが占め、規模は10億円以下が7割
3％ 2％

1％

アジア

18％

エリア
25％

（n=1200案件）

米州
51％

欧州

6％

4％ 2％

〜10億円

6％
14％

規模

10〜20億円
20〜30億円

69％

オセアニア

30〜50億円

アフリカ

50〜100億円

その他

（企業価値：EVベース、n=1200案件）

100億円〜

※ 四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合がある
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道を選ぶところも多い。また、無事

きる上、ビジネスのノウハウも蓄積

に事業承継を終えて会社が残っても、

されているので確実性が高く、リス

その先をどのように成長していくかと

クもコストも下げられるという側面が

いう問題に直面する。

ある。

BIZIT のプラットフォームは成約よ

「 事 業 の 後 継 者 が いない 場 合で

「日本の中小企業にそういう意識を

りも幅広いマッチング機会の提供に

あっても、廃業するのではなく、
（現

持っていただけたら、海外進出の機

重きを置いているが、それに加えて同

社長の）血縁者ではない人を経営者

会は増えるし、事業展開のスピードも

社はさまざまなプロフェッショナルと

に据え、ビジネスを継続するという選

上がると思います。日本の中小企業

連携して、M&A を検討し始めてから

択肢があります。また、内需縮小で

の成長のための選択肢の一つとして

実際に海外進出する段階まで、一貫

成長機会がなくなっている、特に地

海外企業との M&A があることをもっ

してサポートできる体制も整えている

方の中小企業にとっては、海外企業

と知ってもらいたい」
（清水氏）

という。

との M&A は一つのソリューションに
なるのです」
（清水氏）

取引先の大手企業が海外に進出
し、それに合わせて自社も海外に出

では、買い手側が BIZIT M&A を
利用するにはどうすればよいのか。

たものの、現地では日系企業の仕事

まず、ウェブ上のフォームからアカ

と、オフィスの開設や 人材の確保、

以外に販路の広がりがないという中

ウントを登録すると、無料で案件情報
（事業概要、財務情報、売却希望額

海外で新たに事業を始めるとなる
許認可の取得、販路の開拓などにコ

小企業は少なくない。顧客である日

ストがかかり、利益を確保できる保

系企業の業績が低迷したり、撤退し

など）を閲覧できる。エリアや業種、

証はない。ところが、M&A であれば、

たりした場合、事業継続が難しくなる。

規模など、複数の検索項目から希望

すでにそこにビジネスが存在してい

そのような最悪の事態を避けるため

条件を絞り込んで検索するのも可能

る。経営リソースが整い、人材や現

にも、海外の現地企業との M&A は

だ。ただし、この段階では企業名が

地のネットワークなどをすぐに活用で

有効な手段となる。

伏せられているため、自社にマッチし

BIZIT 取締役COO 武信 雅之氏（左）とシニアディレクター 清水 雄大氏（右）
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そうな案件を見つけたら有料プランへ

くの機会を得てもらい、より良い意思

に進出する波」を起こしたいという

加入し、情報開示リクエストを送って、

決定をしていただくことを志向してい

BIZIT。今後は、日本企業を買いた

案件の詳細を確認する。売り手とは、

ます」
（武信氏）

い外国企業、海外に自社を売りたい

メッセージツールを通じて直接コンタ

サービスの立ち上げから間もない

クトが取れるので、スピーディーに交

にもかかわらず、案件の量や買い手・

も BIZIT M&A を活用してもらえたら、

渉を進めることができる。

売り手のユーザー数が劇的に増え、

と夢は膨らむ。

月額 利 用 料は 10 万 ～ 15 万 円 ほ
ど。着手金などはなく、
成功報酬も２％

その質も当初と比べて高まってきたと
いう。

日本企業、海外の企業同士の案件で

「世界中の人から『M&A といえば
BIZIT』と言われるよう、オンライン

と一般の仲介会社の半分以下で済

ユーザーからは「これまでは自社

のマッチングプラットフォームで、ア

む。金融機関の M&A 支援を受ける

の取引関係のつてを頼って M&A の

ジアナンバーワンになりたいです。そ

場合の月額リテーナー（報酬料）が

候補先を探してきたが、BIZIT M&A

して、ゆくゆくはグローバルナンバー

100 万～ 200 万円。専門コンサルタ

は自社が本来買いたいと思っている

ワンを目指します」と武信氏は決意

ントに実行支援を依頼した場合の月

条件の企業を自ら探すことができ、と

を語る。

額フィーの相場が 400 万～ 1000 万

ても重宝している」
「証券会社などか

円であることを考えれば、格段に手

ら持ち込まれる M&A 案件は規模が

ら飛び出したばかりだ。

大きく、検討可能期間も短いケース

頃な価格であろう。
「高額なフィーを払わなければ 検

が 多 いが、BIZIT M&A は中 小 型の

討すらできなかった M&A を、オンラ

案件が多く、ダイレクトで交渉可能な

インで効率化することにより、トータ

ところが良い」といった声が寄せられ

ルフィーを下げたこともサービスの特

ているそうだ。

徴。買い手のハードルを低くして、多

コラム

BIZIT の挑戦は、スタートラインか

日本において、
「中小企業が海外

㈱BIZIT
（ビジット）
所在地：東京都港区芝3-1-14
芝公園阪神ビル5F
設立：2019年
代表者：代表取締役CEO 丹野 裕介
従業員数：30名
（非正規社員を含む、2019年10月現在）

地方創生や国家の存続にも資する社会的意義

人口減少や高齢化など、これからやって来る
内需縮小への対応が、日本企業の喫緊の課題だ。
企業が成長しようとすると、国内だけではパイの

BIZIT は、そうした社会的意義に価値を置き、
強い志をもってビジネスモデルを築き上げている。
同社の地方創生への取り組みも注目される。

奪い合いになる。成長を求めると、いずれ海外

地方銀行と提携し、タッグを組んで地域企業を

進出を迫られる。

支援していくというものだ。

「M&A により、ビジネスの成長スピードを促進

近年、人口減少による市場縮小が進む地方に

させることは、多くの日本企業にとって絶対に必

おいて海外進出の意欲が高まっており、地方銀

要なことだと思います。
プラットフォームでそういっ

行もその支援に力を入れている。ただ、ニーズ

た機会を提供することは、長い目で見て日本の

に合った中小規模の案件を探すのに苦慮してい

国家としての成長や存続に資するのではないかと

るようだ。そうした地方銀行にとって BIZIT のサー

思います」（武信氏）

ビスはまさに救世主と言えるだろう。
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