
 

 

平成 21 年 5 月 18 日 

 

 

各 位 

 

 

株式会社大和証券グループ本社 

 

 

 

本日、当社グループ 大和証券エスエムビーシー株式会社よりプレスリリース「大和証券SMBCに

よるClose Brothers Corporate Finance (Holdings) Limited買収について｣を発表いたしましたの

で、ご報告申し上げます。 
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平成 21 年 5 月 18 日 

各位 
 会社名   大和証券エスエムビーシー株式会社 
 代表者  代表取締役社長 吉留 真 
 所在地  東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 
 問合せ先  大和証券エスエムビーシー株式会社 
  経営企画部広報課 神田、新井田 
     （03-5555-3039） 
 

大和証券 SMBC による 
Close Brothers Corporate Finance (Holdings) Limited 

買収について 
 

大和証券エスエムビーシー株式会社（以下「当社」）は、欧州を基盤とし、M&A アドバイザリーを主要業務

とする投資銀行 Close Brothers Corporate Finance (Holdings) Limited 社（代表：Stephen Aulsebrook、本

社：ロンドン、以下「CBCF」）を買収する事を決議し、同社の 100％親会社である Close Brothers Group plc

と 5 月 18 日付けで株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせ致します。本件買収は、当社の 100%子会社

である欧州現地法人の大和証券 SMBC ヨーロッパリミテッドを通じて、CBCF が発行する株式 100％を取得

するものであり、取得に要する金額は総額で 75 百万ポンド（１￡＝144 円 約 108 億円）を想定しており

ます。なお、英国 FSA より許認可を取得次第、6 月下旬を目処に速やかに株式の取得を実施する予定です。 
 
これまで当社は、米国 Sagent Advisors との資本業務提携を通じて、北米における M&A アドバイザリー業

務を強化してきましたが、今般の買収により、2009 年 4 月に公表した新中期経営計画に掲げている、“日本・

米国・欧州・アジア 4 極の M&A グローバル体制”を確立し、日本企業によるクロスボーダーM&A を一層

強力にサポートすることが可能となります。 
 
日本企業による欧州企業との M&A の増加が予想される中、当社は高まる企業のクロスボーダーM&A ニー

ズに積極的に対応し、付加価値の高い情報、アドバイザリー・サービスを提供するためには、欧州における

確立したプラットフォームの獲得が不可欠であるとの認識のもと、欧州の M&A アドバイザリー企業との提

携・買収を検討してまいりました。 
 
CBCF は、本社をロンドンに置き、英国、フランス、ドイツ、スペイン、スイスの拠点を中心に、欧州にお

いて広範かつきめ細かいネットワークを有する欧州屈指の M&A アドバイザリー特化型の独立系投資銀行で

す。2007 年に欧州におけるリーグテーブルにて 2 位（取引金額 750 百万ユーロ以下、公表案件数ベース、

出所：Thomson One Banker, mergermarket）を獲得したことに示されるように、とりわけミドルマーケッ

トにおいて非常に高いプレゼンスを誇っております。また、CBCF は経験豊富なプロフェッショナル及び欧

州企業との緊密なリレーションシップを有しており、同社を買収することは当社のクロスボーダーM&A 案

件の獲得及び執行能力の向上に向けた最良の選択肢であるとの結論に至りました。なお、買収方法について

は、CBCF の強みを最大限に活用し、買収による相乗効果を極大化するため、同社株式の全部取得を選択致

しました。 

 

 



今次買収により、法令上等の諸手続きを経て、当社顧問（前当社代表取締役専務取締役）兼大和証券グルー

プ本社取締役の森郁夫が CBCF の会長に就任する予定です。また大和証券 SMBC ヨーロッパリミテッドの

コーポレート・ファイナンス部門および M&A 部門を CBCF に移管し、大和証券 SMBC と CBCF がクロス

ボーダーM&A 案件において緊密な連携体制を構築していきます。 

 
当社の代表取締役社長吉留真は以下の通り、コメントしております。 

「大和証券グループにとって本年は海外進出 50 周年にあたり、本件を機にクロスボーダーM&A を積極的に

推進し、日本企業の成長戦略を全力でサポートしていきたいと考えております。伝統あるマーチャントバン

クである Close Brothers Group plc から実績ある CBCF を買収し、新中期経営計画に掲げる“日本・米国・

欧州・アジア 4 極の M&A グローバル体制”が構築できたことをお客様各位にご報告申し上げます。」 

 
＜Close Brothers Group plc＞ 

Close Brothers Group plc は、1878 年創業のマーチャントバンクで、1984 年にロンドン証券取引所に上場

しています。 

ホームページ：http://www.closebrothers.co.uk/ 

 
＜CBCF の概要＞ 

社名： Close Brothers Corporate Finance (Holdings) Limited  
設立： 1996 年、Lloyds TSB 傘下となっていたロンドンの老舗マーチャントバンクである Hill 

Samuel の M&A 部門を Close Brothers Group plc が買収、今日に至る 

本社： 10 Crown Place, London EC2A 4FT UK 
拠点： 

 
従業員数： 

ロンドン、マンチェスター、パリ、リヨン、フランクフルト、マドリッド、バルセロナ、

チューリッヒ 

約 230 名（2008 年 12 月末現在） 

CEO： Stephen Aulsebrook  
事業内容： 独立系コーポレート・ファイナンス特化型投資銀行として、M&A、企業再生、資金調

達、IPO、及び年金等のアドバイザリー業務を展開 

－M&A アドバイザリー業務が全体収益の約 80％（08 年 7 月期） 

－Aquisition Monthly Magazine より Restructuring Advisor of the Year 受賞（2005

年、2007 年、2008 年） 

営業収入： 

営業利益： 

約 57 百万ポンド（約 82 億円/08 年 7 月期ベース（1￡=144 円）） 

約 10 百万ポンド（約 14 億円/08 年 7 月期ベース（1￡=144 円）） 

近年の実績： 2008 年：Epicor Software Corporation による NSB Retail Systems PLC の買収 

（NSB Retail Systems PLC 側アドバイザー） 

2007 年：Graphite Capital による Alexander Mann Solutions の買収 

（Graphite Capital 側アドバイザー） 

2006 年：英国富士通サービスによる TDS Informationstechnologie AG の買収 

（英国富士通サービス側アドバイザー） 

 

 
以上 


