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本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の実績等に
関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。そのため、実際の業績及び財務状態につきまして
は、これら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 従って、当社として、その確実性を保証するもので
はありませんので、ご承知おき下さい。

万一、内容についての誤りおよび本資料に掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び
情報提供者は一切責任を負いかねます。

また、本資料のいかなる情報も、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。また、当社は本資料
の内容に関し、いかなる保証をするものでもありません。

Apollo Investment's current plans, strategies, and beliefs in this document that are not based on historical facts are 
forward-looking statements and encompass risks and uncertainties. Actual results and financial position may differ 
significantly from forecasts. Apollo Investment thus makes no warrantee as to the accuracy of the information on this 
document.

Apollo Investment and its information providers accept no responsibility for losses resulting from content errors or 
information in this document.  The information in this document is not a solicitation to buy Apollo Investment's securities. 

Apollo Investment makes no guarantee or warranty as to the contents of this document. 

免責事項 Disclaimer Statement
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The new Apollo brand promise has been conceived with one idea in mind.

Our brand promise is to tell it how it is. There are no hidden messages, no 
unknown grey areas; just the plain and honest truth that drives results. It is 
simply either black or white. It is reliable, modern, proactive, welcoming, 
precise and straightforward - everything the new Apollo brand represents.

新生アポロブランドの約束するもの、それは、唯一の観念で表現されるものです。

私たちブランドの使命は、それを語ること。

そこにはいっさいの隠されたメッセージや不明瞭なグレーエリアはなく、

結果を導き出す真実だけが存在します。

それは、ひたすらシンプルな白と黒。信頼性、先進性、積極性、受容の心、緻密さ、

そして 率直で真摯な姿勢。

新しいアポロを象徴するすべてが、ここにあります。
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アニュアルレポート Annual Reports
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部門別報告書 Sector Reports



8

© Apollo Investment 2006

アポログループ総合ブランディング Apollo Group Company Branding 
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新プレゼンテーションスタイル New Presentation Style   
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新ウエブサイト New Website   
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ミッション Mission Statement

日本におけるIT&メディアそして小売業を対象とした投資
者となること。

IT & メディアそして小売業分野におけるスペシャリスト
チームを社内で開拓すること。

クリエイティビティとパフォーマンスを 大限に引き出す
ためプロフェッショナルでオープン＆フレンドリーな労働
環境を創造する。

１投資のＩＲＲ（内部収益率） 低20％を３年以内に達成
する。

配当と株価の上昇を通じ、年度毎に株主利益を増加さ
せる。

企業の社会的責任プログラムの一環として地域コミュニ
ティーを積極的にサポートする。

Be the investor of choice in the IT & Media
and Retail sectors in Japan.

Develop an in-house team of turnaround
specialists in the IT & Media and Retail
sectors.

Create a professional, open & friendly working 
environment in order to maximize creativity & 
performance.

Achieve an IRR of at least 20% in 3 years per 
investment.

Provide an increasing YoY shareholder value 
through dividends & incremental share price
increase.

Actively support local communities as part of 
our Corporate Social Responsibility Program.
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アポロ・インベストメントとは？ What is Apollo?

アポロ・インベストメントはＩＴ＆メディア、そして小売業における事業会社のポートフォリオ構
築にフォーカスする日本のリーディングインベストメントホールディングカンパニーです。

Apollo is a leading Japanese investment holding company that focuses on building a 
portfolio of operational companies in the IT & Media service and Retail sectors.
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アポロのビジネスモデルとは？ What is Apollo’s business model?

• アポロは、国内外の未上場、上場企業に対し投資します。
• アポロは、業務拡大やリストラクチュアリングのための資金を投資をします。
• アポロは、どのような分野への投資にも、ファイナンス、マーケティング、ブラン

ディング、人材開発のノウハウを持ったリストラクチュアリングのプロフェッショ
ナルチームを派遣します。

• 通常は取締役会の過半数を占めると同時に、株式の過半数51%以上を所有します。

• Apollo invests in private & listed companies in Japan and overseas.
• Apollo brings either expansion or restructuring capital.
• Apollo brings a team of restructuring professionals to any investment it makes.

including financial, marketing, branding or human resource know-how.
• Apollo normally takes a majority equity position of more than 51% in our

investments as well as majority Board control.
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アポロが子会社のためにすることとは？
What does Apollo do for its subsidiaries?

私共は“子会社”を、グループパートナーカンパニー（直接子会社）、あるいはパートナーカン

パニー（グループパートナーカンパニーの子会社）と称します。私共の投資はリストラクチュ

アリングのノウハウだけでなく、全ての子会社のなかで 大限シナジー効果を発揮し付加価

値を高めます。これらシナジー効果は私共が提供するサービス、クライアント、そして経費節

減にかかるシナジーで成り立っています。

We refer to our “subsidiaries” as Group Partner Companies (direct subsidiaries) or as 
Partner Companies (subsidiary of a Group Partner Company). We add value to all our 
investments through restructuring know-how, but also through maximizing the 
synergies between all our Group Partner & Partner Companies. These synergies 
often comprise service line synergy, client synergy as well as cost reduction synergy.
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IT & Media Sector Retail Sector

• 広告代理店
• メディアコンテンツプロバイダー
• インターネットエージェシー

- Advertising agencies
- Media content service providers
- Internet agencies

• IT スタッフィング
• IT アウトソーシング
• ソフトウェア展開

- IT staffing agencies
- IT outsourcing agencies
- Software development

Equity Investment

• エルメ（婦人服小売）
• その他アパレルブランド
• 高級品
• レストランチェーン

- Elleme (women’s fashion retailer)
- Other Apparel Brands
- Luxury Products
- Restaurant chains

我々のエクィティチームは、
日本の株式投資をメイン
にとらえる

Our Equity Investment Team 
will be mainly focused on 
Japanese equities.

アポロが 2006/2007 年度の投資事業で注力すべき部門は以下の通りである。
Apollo will focus its investments for FY2006/2007 on the following sectors:

High
Synergy
Potential

高度な
シナジー効果の

期待

焦点をあてるべき部門 Sector Focus
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新役員構成 New Board of Directors
代表取締役会長 平山 達大
代表取締役社長 アンドリュー・マンキェヴィッチ
取締役副社長 松浦 清
専務取締役 角田 良夫
取締役 ブレンダン・マクマーン
取締役 樋口 收
取締役相談役 畑 伊三己

常勤監査役 新 佳幸
監査役 本田 正三
監査役 杉原 正芳

Chairman & Representative Director Tatsuhiro Hirayama
President & Representative Director Andrew Mankiewicz
Executive Vice President Kiyoshi Matsuura
Senior Managing Director Yoshio Tsunoda
Director Brendan McMahon
Director Osamu Higuchi
Director & Advisor Isami Hata

Corporate Auditor (Full-time) Yoshiyuki Atarashi
Auditor Shozo Honda
Auditor Masayoshi Sugihara

代表取締役会長 平山 達大
代表取締役社長 アンドリュー・マンキェヴィッチ
取締役副社長 松浦 清
専務取締役 角田 良夫
取締役 ブレンダン・マクマーン
取締役 樋口 收
取締役相談役 畑 伊三己

常勤監査役 新 佳幸
監査役 本田 正三
監査役 杉原 正芳

Chairman & Representative Director Tatsuhiro Hirayama
President & Representative Director Andrew Mankiewicz
Executive Vice President Kiyoshi Matsuura
Senior Managing Director Yoshio Tsunoda
Director Brendan McMahon
Director Osamu Higuchi
Director & Advisor Isami Hata

Corporate Auditor (Full-time) Yoshiyuki Atarashi
Auditor Shozo Honda
Auditor Masayoshi Sugihara
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却下：
被投資会社への通知

投資委員会のプロセス Investment Committee Process

Potential Investment

IC presents draft deal 
structure to the Board

Investee Due Diligence

IC Negotiates Final 
Structure with Investee

Internal Auditor Approval

Contracts Signed & Deal 
Closed

Investment Committee 
Evaluation

潜在力のある投資先

ICより取締役会に対する
契約原案の提起

被投資会社の適正評価

ICによる被投資会社との
終的契約内容の交渉

契約締結
案件成立

投資委員会 (IC) による

評価

Rejected.
Inform the investee

監査役会のチェック

Final Board Approval 取締役会による 終承認
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投資委員会 Investment Committee      

IT & Media Committee Retail Committee Investment Committee

平山 達大
アンドリュー・マンキェヴィッチ
角田　良夫
ブレンダン・マクマーン
光井　誠一

Tatsuhiro Hirayama
Andrew Mankiewicz
Yoshio Tsunoda
Brendan McMahon
Seichi Mitsui

平山 達大
アンドリュー・マンキェヴィッチ
松浦 清

Tatsuhiro Hirayama
Andrew Mankiewicz
Kiyoshi Matsuura

平山 達大
アンドリュー・マンキェヴィッチ
角田 良夫

Tatsuhiro Hirayama
Andrew Mankiewicz
Yoshio Tsunoda
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下記呼称は、アポログループ内での異なるレベルの子会社を表すための用語として
用いられるものである:
The following terminology will be used to describe the different levels of subsidiaries within the Apollo Group:

PARENT COMPANY

GROUP PARTNER COMPANY

PARTNER COMPANY

ペアレントカンパニー

グループパートナーカンパニー

パートナーカンパニー

グループ構成の呼称 Group Structure Terminology

http://www.panache.co.jp/index.html
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あらゆる潜在的な投資に対し我々のアプローチはフレキシブルではあるが、
下記ガイドラインを遵守すべきである
Although we will be flexible in our approach to all potential investments, we should abide by the following
guidelines

ターゲットとする企業サイズ Company Size Target
• 売上 低 20 億円、課税前総利益 5% または
• それ以下の場合はニッチなサービスあるいは商品を保有していること または
• 安価で買収し 1-2 年以内にリストラ可能な窮迫した企業

• Revenue of at least 2.0 billion yen with net profit before tax of 5% or
• If smaller, the company must have a niche service or product or
• A distressed company that can be acquired at a significant discount price and restructured within 1-2 years

内部利益率 IRR
3 年以内に 低 20%

At least 20% within 3 years

将来的な投資基準 Future Investment Criteria
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マネジメントチーム Management Team
有能でローカルなマネジメントチーム またはＣＥＯ、ＣＦＯを暫定的経営陣と取り替える

Strong, local management team or replace the CEO or CFO with interim management

グループ戦略 Group Synergy
既存グループ企業との、サービス、製品、そしてクライアントの面でのシナジー効果を
持つ企業を求める

We seek companies that have a close synergy in service/product line and/or client list with our present group 
partner & partner companies

投資回収戦略 Exit Strategy
• 新規株式公開 IPO
• トレードセール Trade sale
• グループ総資産として保持 Retain as a consolidated group asset

将来的な投資基準 II Future Investment Criteria II   
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Recruitment Retention

Motivation

Recruiting, Retaining &
Motivating World Class

Employees

オープン
コミュニケーションの
叶う環境

An environment 
for open communication

社内的リレーション Internal Relations

スタッフリクルートメントと、
彼らがベストな状態でいるための
強固な「ホームブランド」

A strong “home brand” for 
staff in order to recruit and 
retain the best

For all members of staff to feel part of a growing 
GROUP and feel that their participation is 
important to that growth

全スタッフが、成長する「グループ」の一員
であると、そしてその存在がその成長に重
要な役割を担っていると感じること
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価値 VALUES 統合 INTEGRATION インパクト IMPACT

Inspirational
Leadership

CSR
Programme

• Respect
• Integrity 
• Excellence
• Communication

• Shareholders
• Board
• Clients
• All staff

•Take action
•Tackle problems
•Innovate
•Learn
•Long term

• 敬意
• 誠実さ
• 卓越性
• コミュニケーション

• 株主
• 役員
• クライアント
• 全スタッフ

• 行動を起こす
• 問題の解決
• 刷新
• 学習
• ロングターム（長期間）

対外的リレーション External Relations       

我々の2006/2007年目標はアポロを世界に

向け強固なブランドとして打ち出すことである
Our objective for 2006/2007 is to make Apollo
into a strong brand to the outside world.

Communication
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2006/2007年の目標は下記の通りである

1. 新しい企業ブランド＆文化を創造すること
2. 我々の買収ターゲットを ＩＴ＆メディア、小売業、エクィティ・インベストメントへと再集中すること
3. 専門的なＩＲキャンペーンの開始
4. 社内全員へ、責任・責務(アカウンタビリティ）といった感覚を身につけさせること
5. ＣＳＲ キャンペーンの一環として、 低１つのチャリティー活動を見極めること
6. 株主の利益を創出すること

In 2006/2007 we shall aim for the following:

1. Create a new company brand & culture
2. Re-focus our acquisition targets to IT & Media, Retail sectors & Equity Investment
3. Begin a pro-active IR campaign
4. Create a sense of responsibility & accountability for everyone within the company
5. Identify at least one charity to begin our CSR campaign
6. Create shareholder value

結論 Conclusion
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A new beginning...


