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自己紹介

嶋津 紀子
（しまづ のりこ）

2015～2017年

2008～2014年

経歴

強み

• 経営戦略立案

• 人事、消費者インサイト、

イノベーションの仕組み化

• マーケティング

• プロジェクト マネージメント

2014～2015年

2016年

2016年

2018年～

プロジェクトリーダー

多様な業種にて、中長期戦略立案等
のプロジェクトをリード

経営企画部（出向）

イノベーション創造の仕組み化、自動
運転／Connected Car事業を担当

シアトルのスタートアップにて
インターン

AIを使った旅程提案サービスの
日本事業を立ち上げ

サンマテオのVCにてインターン

ライドシェア・スタートアップを中心とし
た投資先のバリューアップに従事

MBA取得、サーチファンドを学ぶ

JaSFA設立、代表取締役に就任



サーチファンド
のご紹介

▪ 基本的なモデルの説明

▪ 海外、日本での状況

▪ 市場環境 等



「サーチファンド」では、次期社長となる若者に投資を始めてから、

若者自身が、自らが社長となりたい会社を探す

- 優秀な若者が出資を受け、自身のキャリアをかけて

価値向上に取り組む中小企業を探す

- 買収対象が見つかった段階で、投資家より追加出資を仰ぎ、

企業を買収。若者が社長に就任して企業価値を向上。

- グローバルでは、トップ ビジネススクールの卒業生を中心に、

若手エリートに人気のキャリアであるが、日本では始まったばかり

「サーチファンド」とは、「人」を軸に投資する

事業投資・事業承継手段の一形態
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買収先の
サーチ

買収交渉
会社運営/

ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ
ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｽﾞ 企業売却

サーチファンド投資家

サーチャー

サーチ費用
• 3～5千万円/サーチファンド

買収費用
• 3～10億円/サーチファンド

キャピタル
ゲイン

ストック
オプション

給与
• 約1千万円/年 給与

• 業界の社長平均並み

サーチファンドの基本的な流れ



「アントレ」の世界

手段①：起業

（スタートアップ）

手段②：買収

（ETA / 

サーチファンド）

Established

エリートの世界
● 大企業のエース

● 官僚

● プロフェッショナルファーム

（金融やコンサル等）

等

「アントレプレナーシップ」の一形態としての

サーチファンド
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◼ 1984年にアメリカで誕生してから、スタンフォード経営大学院を中心に研究が進む

◼ 2010年頃より、アメリカ国内での投資が拡大するとともに、欧州を中心とした海外案件も増加

2011年にスペインの
IESEビジネススクー
ルがサーチファンドの

研究を開始

USA & Canada Others

1980年代に
アメリカで誕生

海外での状況
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（ご参考）欧米での成功例

Jim Ellis Kevin Taweel

1995年、Road Rescue社を6億円 (従業員45人)で買収。

彼らの経営により、1.7万人の大企業（Asurion社）へ
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（ご参考）欧米でのサーチファンドの収益性①

Source: Stanford GSB, 2020 Search Fund Study
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Source: “Search Funds, the Asset Class Nobody Keeps Up With…so far” by JAN SIMON
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サーチファンドとオルタナティブ投資のIRR比較 サーチファンドのIRR 2001-2016

（ご参考）欧米でのサーチファンドの収益性②

http://blog.iese.edu/blog/2016/11/04/search-funds-the-asset-class-nobody-keeps-up-with-so-far/




12Source: 2020年版「中小企業白書」、中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題 （中小企業庁 研究会 公開資料）

◼ 中規模事業者かつ社長の年齢が60歳を超える企業は30万者存在し、その中で後継者不在の企業は１３万者

◼ 事業承継M&A件数は2019年時点で616件にとどまり、潜在市場に対して大きなギャップがある

サーチファンドのマーケットは広大

233 235
263

299
321

546

616

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

事業承継M&A件数

中規模事業者: 

50万者

社長の年齢が60歳超: 

30万者

後継者不在: 

13万者

[潜在市場規模］

• 社長が60歳以上の企業において、
「今はまだ事業承継について考えていない」割合は25%

• 6割以上の中小企業・小規模事業者で、M&Aについての共感が
得られていない

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_chap3_web.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hikitugigl/2019/191107hikitugigl03_1.pdf
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◼ 後継者や会社の独立性、承継後の成長等に社長が強いこだわりを持っている中小企業は、M&Aに共感できない傾向

◼ サーチファンドを通じてサーチャーと社長が共鳴することで、既存の手法では解決できなかった承継問題の一部を解決できる可能性

既存のM&Aでは解決できない事業承継の新たな手段

きちんと人を見極めて、信用できる人に託したい。

会社のレガシーを引継ぎ、伸ばしてほしい。

競合に取り込まれて社名や社風が変わるのは

嫌だ。

事業の売却なんて、難しそう。

誰に相談すればよいか、何から始めればよいか

もわからない。

⇒サーチファンドは、サーチャー
から会社を探しにいくモデル。
何も行動を起こしていない会社
にも、承継チャンスがあります。

⇒サーチファンドでは、サーチャー
が必ず社長として経営にコミット
します。サーチャーの能力や人柄
を見て、承継判断ができます。

⇒承継交渉の際に、今後の会社の
伸ばし方を話し合います。
業界常識にとらわれない新しい視点
を提供します。

⇒経営を引き継いでも、会社の独立性
は保たれます。また、サーチャーが
会社を探す際、社風に共感できるか、
も重要な視点になります。

日本経済縮小に伴って事業は先細り。

この先、どうやって事業を伸ばしていくべきか、

困っている。



サーチファンド
にかける想いと
目指す社会

▪ なぜサーチファンドにかけたのか？

▪ サーチファンドの社会的価値

▪ 目指す世界 等
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• 事業承継問題や、

社長の高齢化の解消

• イノベーションや

新技術取り込みの加速

• オーナーの豊かな老後、

引退の自由

2
対：中小企業

3
対：若手ビジネス

マン
対：日本 / 地域

• 早い段階での経営経験、

成長機会

• リスクに見合ったリターン

（ストックオプション）

• キャリアの自由

（働き方、居住地 等）

• GDPの過半を占める

中小企業群の経済成長

• 若手経営人材の増加

• 地域経済の活性化

• 優秀な人材の大手企業一

極集中解消、再配置

サーチファンドの社会的価値
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◼ 中小企業への人材流動化をきっかけに、

自発的に増殖するコミュニティを創出する

サーチファンドへの投資を通じて目指す世界

良い人材（＝サーチャー）

地域の成長

承継企業の成長/

サーチャーの成功

サーチャーへの
憧れ/投資拡大

◼ 地域の中核となる中堅企業を多様な地域で育てることで、

中小企業活性化・地方創生にも貢献

第三者承継から、地域の中核企業を
全国各地に！



これまでの
取り組みと
具体例

▪ 山口フィナンシャルグループとの取り組み

▪ サーチャーの具体例

▪ 承継企業の具体例

等
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◼ 2019年2月に、JaSFAと山口フィナンシャルグループが、山口県・広島県・福岡県でのサーチを前提に、エリア限定の

サーチファンド投資ファンドを日本で初めて設立

◼ 2021年3月までに、5人のサーチャー（サーチファンド）に出資し、全員が事業承継済み

JaSFAと山口FGとの取り組み

ファンド オブ サーチファンド
（YMFG Searchファンド投資事業有限責任組合）

山口
キャピタル

LP

GP① GP②

サーチファンド①
（SPC）

サーチファンド②
（SPC）

LP出資
GP
出資

GP
出資

投資 投資

買収／承継 買収／承継
サーチャーが
買収先の
社長に就任

サーチャーが
買収先の
社長に就任



1981年6月生まれ

東京都出身。立教大学観光学部観光学科卒。

2006年より父が経営する東京下町の従業員数15名 売上約3億円
規模の印刷会社に勤務。
印刷工場のオペレーションからキャリアをスタート。

既存オペレーションの改善、適切な資材在庫管理、新販路開発に
よる売上増加、経理業務で資金繰り、金融機関と交渉、リスクマネ
ジメントとして貸し倒れ率に基づく引当金を備える等の業務を経験。

父親との経営管理を経て、米国Babson CollegeにてMBAを取得。

留学中は経営コンサルティングとユースホステルにてインターン
シップを経験。

帰国後、サーチファンドカンファレンスに参加直後、
サーチャー候補へ応募。

サーチャーの具体例： 渡邊謙次さん
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◼ YMFG Search ファンドから投資を受け、日本初のサーチャーが2020年2月に株式会社塩見組を承継。

社長として、順調に企業価値向上に取り組んでいる

JaSFA CIOの嶋津創が、社外取締役としてサーチャーをサポート

承継企業の具体例： 渡邊謙次さん×塩見組



• 本社の移転により、賃料を年間3000万円引下げ

• 在庫の整理と発注の無駄削減

• 不要機械の処分による数千万円の現金化

• キー人材の採用と登用

• 利益率の高い海上工事の営業強化による、海上工事比率の向上

• 杭抜き事業に本格参入するための新規機材購入

塩見組での取り組み例



トラディショナル型サーチャー： 黒澤慶昭さん

2019年
〜

• 日本事業承継パートナー
ズ合同会社設立（サーチ
ファンド）、代表就任

2017年
〜
2019年

• MBA取得
• サーチファンドクラブ副代
表として国際サーチファ
ンド会議運営に従事

2009年
〜

2017年

• 米国保険会社買収、買
収後統合業務に従事

• 財務会計決算、中期経
営計画策定に従事

強み

経歴

サーチしている業界

• ヘルスケア周辺事業（医療機関向け物流、リネンサプライ 、コ
ントラクトフードなど）

• 教育（日本語学校、スクール事業など）
• その他BtoBサービス事業

• 会計・ファイナンス
• 買収後統合業務の経験
• 海外ネットワーク



野村ホールディングスとの取り組み
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◼ 野村グループの中小企業とのリレーションやファンド運営実績とJaSFAのサーチファンド運用実績を合わせて、

日本全国を対象とし、サーチャーのフルタイムでのサーチ活動に出資を行う、日本初のファンド設立を目指す

ファンド オブ サーチファンド

LP

GP

サーチファンド①
（SPC）

サーチファンド②
（SPC）

LP出資 GP

出資

投資

買収／承継 買収／承継

地域金融機関、士業グループ 等野村HD、金融機関、事業会社、公的機関 等

GP

NR&A

GP

出資

連携ネットワーク

・・・

野村ホールディングスとの取り組み



• 圧倒的な企業ソーシング力

➢ トラディショナル型と同様の自力のサーチに

加え、中小企業と関係の深いLP陣からの

紹介あり

• 有利なLBOローンを引き出すスキーム

• サーチャー同士の横・上下のつながり

• 充実の研修/アドバイザーネットワーク

• 世界水準の報酬水準

• 投資家とのコミュニケーションコストの低さ

➢ 特に、海外投資家を含まないため、日本市場の

実情に合わせたフレキシブルな投資が可能

新ファンドの概要（現時点）

▪ 今年の秋ごろの投資開始を目指して設立中

▪ サーチャーが日本でサーチファンドを始めるうえでの「不」を取り除くことを目指す

メリット デメリット

• シングル・インベスター

• 海外投資家からのコミットがない

➢ JaSFAは海外投資家とも連携をはかっており、

都度海外の知見をあおぐことは可能

• アントレ感が薄い？

➢ むしろ、自分のサーチだけでなく、日本における

サーチファンドのプラットフォームづくりを一緒に

やってくださる、トラディショナル型以上にアント

レプレナーなサーチャーを登用したい



カテゴリー 着眼点 概要

地頭の良さ

理解力 質問の意図の理解、状況把握、新しいことの学習速度 等

ロジカルシンキング 課題を打ち手が打てる単位に分解できる 等

数字感覚 売上、利益、成長率、費用割合等が瞬時に把握できる 等

人間力

誠実さ/人間力 約束を守る、裏切らない、修羅場を乗り越える底力がある 等

コミュニケーション能力 聞き手に応じて、伝えたいことを伝わるように伝える力 等

リーダーシップ 他人の巻き込み力、組織を一つにまとめて動かす力 等

“チャーム（魅力）” “ついかわいがりたくなる”、誰からも好かれやすい 等

“起業家”
精神

好奇心 新しいことを積極的に学び、試し、取り入れる力 等

粘り強さ 始めことは投げ出さず、最後までやりきる 等

行動力 とにかく会ってみる、調べてみる、自分でやってみる 等

モデルへの
フィット

中小企業への理解 中小企業との取引や勤務経験、親が中小企業経営者 等

地域への理解 地方に住んでいたことがある 等

ビジネス経験 経営に必要なビジネスの多様な側面に関わったことがある 等

コミットメント/気合い すぐにでも対象エリアに引っ越し、活動を開始できる 等

サーチャー選定の視点



留学中に
できること



欧米に留学される方へのおススメ
• 「サーチファンド」や「Entrepreneurship Through Acquisition」関連の授業をとる

• 「サーチファンド」関連のレポートを読む

• Search Fund Primer by Stanford

• Search Fund Study by Stanford, IESE

• 過去のカンファレンス動画 @ YouTube (Search Fundで検索！）

• サーチファンド投資家のウェブサイト

（Search Fund Accelerator, RELAY, 

Peterson Partners’ Podcast: Running Stuff 等)

• サーチファンドカンファレンスやETAカンファレンスに参加する

• The Stnford GSB Search Fund CEO Conference : Sep 7-9, 2021

• The Booth-Kellgg ETA Conference (annual)

• ETA@MIT summit

• Search fund investorsが主催するイベント 等

• 投資家やサーチャーを訪問する

• 日本マーケットについてのディスカッション

• サーチャーのもとでインターン

• 海外投資家からファンドレイズ 等

https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/ces/research/search-funds
https://www.iese.edu/entrepreneurship/search-funds/
https://www.searchfundaccelerator.com/articles
https://www.relayinvestments.com/blog
https://www.petersonpartners.com/running-stuff-podcast/


[Web]  https://japan-sfa.com [TW] @Noriko_JaSFA

ホームページ＆Twitter



MBA楽しんできてください！

＆

いつでも気軽にご連絡ください！


