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September 16- October 15, 2018

Mergers & Acquisitions and Transaction Advisory Services

About Our M&A Advisory Services
We act as lead advisors and project managers
for providing expert end-to-end solution for the
proposed transaction. We assist in the
transaction from initiation through transaction
closure and also provide post transaction
support and integration services.

Buy Side Advisory
❑We assist in identification of the sector and

transaction size, specific potential targets and
assist in end to end advisory services till the
acquisition is completed

Sell Side Advisory
❑We assist in preparation of investor

presentations, financial information,
negotiation, transaction structuring, review of
transaction documents for seamless closure of
the transaction

Business Valuation
❑ Valuation is fundamental to many critical

management decisions. We draw all our
experience and knowledge to deliver flexible
solutions to respond to your valuation needs.

Due Diligence
❑We work with specialists who possess in-

depth industry knowledge and market know-
how and identify comprehensive key
transaction risks and concern areas (value
destroyers) along with potential upsides
(value enhancers)

Opportunities
We can assist in identifying potential targets in
specific sectors and revenue size as per client
requirements
❑ For a few sell side or joint venture

opportunities, please contact us at Japan Desk

M&A業務内容

弊社のM&Aアドバイザリーについて
お客様の案件についてアドバイザー、プロジェクトマ
ネージャーの立ち位置で担当させて頂き、専門家
の立場より、開始から終了まで一貫してソリュー
ションをご提供します。また、お取引開始から終了
までに加え、案件終了後のお取引また事業統合
に関するサポートもさせて頂きます。

買収ご希望案件アドバイザリー
❑対象業界、お取引規模、候補となるお取引先
の特定のサポートとアドバイザリーのご提供により、
買収完了までを完全支援

売却ご希望案件アドバイザリー
❑投資家向けプレゼンテーションや財務情報の作
成、交渉とお取引構造策定のサポートや取引
関連書面のレビューにより、お取引が円滑に完
了するまでお手伝い

企業価値評価
❑弊社チームの経験と知識を用いてお客様のご
要望に応じた柔軟なソリューションをご提案する
ことで、経営判断において非常に重要視される
企業価値評価についてサポート

デューデリジェンス（企業調査）
❑各業界と市場のノウハウに関する知識に精通し
た専門家と提携し、主要な取引リスクと懸念す
べき（企業価値にマイナスな影響を与える）
部分と将来的に長所となる（企業価値の面で
プラスとなる）部分を総合的に特定

案件情報
お客様の要件に合う業界また収益規模である企
業のうち、お取引の対象となる案件をご提案
❑M&A希望また合弁会社設立案件につきまして
は、是非ジャパンデスクまでお問合せ下さい
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ナンギアアドバイザーズについて

ナンギアアドバイザーズ（Nangia Advisors LLP）は、法定会計監査税務と取引アドバイザリーに

関するコンサルティングなどのさまざまなサービスをご提供するプロフェッショナルファーム
です。 2019年現在、7拠点（ノイダ、デリー、グルガオン、ムンバイ、デラドゥン、バンガ
ロール、プネ）を置き、1984年の創業以来、インド市場参入戦略、課税対策、会計およびコン

プライアンスに関して、国内でも優良なアドバイザリーファームとして常に高く評価されてき
ました。

2018年5月、世界中の税務および法律の専門家からなる独立系のインターナショナルプロ
フェッショナルファームであるアンダーセングローバル（Andersen Global）との戦略的コラボ
レーション契約を発表しました。2013年に米国のAndersen Tax LLCによって設立され、世界中に
4,000人以上の専門家を擁し、会員および提携先企業を通じて129以上の拠点で事業を展開して
いるアンダーセンのグローバルネットワークは、他社にはない弊社の強みです。

弊社の最大の特徴は、クライアントの皆様方に業務をご提供するスタッフの一人ひとりの持つ
能力の高さです。優れた人材の採用、入社後のトレーニング、リーダーとしての成長するため
環境の整備に非常に力を入れています。弊社ではジュニアメンバーからシニアパートナーまで
全員が、クライアントの期待以上のサービスがご提供できるよう、日々努力しています。

（１）市場において効果的な戦略とビジネスモデルをご提案できるよう事業内容および業界に
ついての理解を深めた上で（２）これまでの実績の中で蓄積した知識を活用することで税務お
よび取引に関してクライアントの課題及び必要な措置を特定し（３）変化の多い税務の複雑な
部分および事業状況に対応した的確なアドバイスを最短の納期でご提供する ことで、ナンギ
アアドバイザーズが貴社を全力でサポートさせて頂きます。
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