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2020年
5月11日

柏崎　様

昨日お話のあったノンネームシ
ートですが、ノンネームシートを
公表してしまうと、当院の名前等
がオープンになってしまうのでは
ないでしょうか。

売主　様

お世話になります。
昨日はありがとうございました 。

ノンネームシートですが、貴院の名前は出しませんし、地域
も都道府県単位で記載するので、貴院の情報が外部に漏
れることは一切ございません。

別途作成している概要書は貴院の詳細情報になりますが
、こちらはネームクリアをさせて頂き、貴院の承諾が得られ
た買主候補にしか提供しません。また、当該買主候補とも
NDAを締結しているのでご安心ください。

また、ノンネームシートを作成いたしましたのでご確認ほど
お願い申し上げます。

柏崎様

畏まりました、ありがとうござい
ます。
ノンネームシートこちらで問題あ
りません。

よろしくお願い致します。

売主様

ご確認いただきありがとうございます 。
それでは、こちらのノンネームシートで買主候補を探させて
頂きます。

また、決算書等の必要書類についてもご準備出来次第、
共有いただけると幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

ノンネームシートとは医院を特定されな
い範囲の情報を簡易的にまとめたもので
す。詳しくはセミナーにてお話します。



2020年
5月11日

（弊社にてノンネームシートをホームページにて公表。また
、買い手候補リストにメールにて当該案件のノンネームシ
ートの配信）

～中略～

2020年
5月23日

柏崎　様

案件番号CS20201433の案件に興味ある医師が
おります。
こちらの詳細についてお伺いしたいのでネーム
クリアをお願いできますでしょうか 。

買主FA 様

お問い合わせいただき誠にありがとうございます 。
売主様にネームクリアさせて頂きますので、買主様の以下
の情報をご教示いただけると幸いです。

・氏名
・勤務先（病院名、勤務先の部署）
・本件に興味を持った理由
・開業時期
・承継金額の資金調達方法

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

2020年
5月24日

売主様

お世話になります。
概要書作成しましたのでお送りいたします。

お手数ですがご確認の程お願い申し上げます。

●　ネームクリアとは医院
名などの情報を買い手候補
企業に開示することです。
詳しくはセミナーにてお伝
えします。

●　ノンネームシート公開
から割とすぐ反応がありま
したが、これだけ早く反応
があるのは早いのか一般的
なのか、その原因について
もセミナーでお話しいたし
ます。

●　また、他の買い手候補
とのやり取りの内容もセミ
ナー中にご紹介いたします。

各ヒアリング項目のヒアリング
の趣旨と、これ以外に聞くべき
事項についても当日のセミナー
ではお話しいたします。



2020年
5月24日

柏崎　様
早速のご返信ありがとうございます 。
以下、買主の情報になります。

・氏名：山田　太郎　先生
・勤務先（病院名、勤務先の部署）
　ABC病院　総合診療科
・本件に興味を持った理由
　勤続年数10年以上になり、開業を考えていた。
当初は新規開業を考えていたが、資金が足りな
いため継承開業に切り替え、神奈川県内の案件
を探していた。本案件は神奈川県の案件かつ、
山田先生のご専門科目のため、ネームクリアさ
せて頂きました。
・開業時期
　３ヶ月以内
・承継金額の資金調達方法
　銀行融資

以上になります。
売主様へのネームクリアをお願い致します。

買主FA様

お世話になります。
買主様の情報ありがとうございます 。

畏まりました、こちらで売主様へネームクリアさせて頂きま
すので、少々お時間いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

この買い手情報は、良い買い手
なのかどうかについても、当日
のセミナーではお話しいたしま
す。



2020年
5月24日

売主　様

お世話になります。
貴院に興味をお持ちの買主様よりネームクリアの希望があ
りましたのでお知らせします。

・氏名：山田　太郎　先生
・勤務先（病院名、勤務先の部署）
　ABC病院　総合診療科
・本件に興味を持った理由
　勤続年数10年以上になり、開業を考えていた。当初は新
規開業を考えていたが、資金が足りないため継承開業に
切り替え、神奈川県内の案件を探していた。本案件は神奈
川県の案件かつ、山田先生のご専門科目のため、ネーム
クリアさせて頂きました。
・開業時期
　３ヶ月以内
・承継金額の資金調達方法
　銀行融資

以上になります。
お忙しいところ大変恐縮ですがネームクリアの可否をお願
いできれば幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

柏崎　様

ネームクリアしていただいて問
題ございません。
また、概要書についてもこちらで
問題ないです。

先生によろしくお伝えください。

売主　様

お世話になります。
ネームクリア承諾いただき誠にありがとうございます 。

クリニック名、所在地等を概要書にて山田先生に開示させ
ていただきます。

先方が概要書を確認した上で、本件前向きに検討する際
は、次のステップとして貴院の内見及び売主様との面談を
実施させていただきたく存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。



2020年
5月24日

買主FA様

お世話になります。
お問い合わせ頂いた案件について、売主様のネームクリア
承諾が得られました。

以下、クリニックの情報になります。

クリニック名：〇〇
所在地：大阪府〇〇市〇〇
理事長名：〇〇

また、本件医療法人の情報を纏めた概要書を送付いたし
ますので、ご確認願います。

概要書ご確認の上、内見及びトップ面談進まれる意向があ
るようでしたらお申し付けください。

よろしくお願い申し上げます。

柏崎　様

概要書等ありがとうございます 。
山田先生に情報共有の上、検討させていただき
ます。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

柏崎　様

承知致しました。
引き続きよろしくお願いいたしま
す。

2020年
6月2日

柏崎　様 

お世話になります。
先生に情報共有したところ、以下の質問をいた
だきましたので、ご確認をお願い申し上げます。

・継承後、引き継ぎ期間として数ヶ月残留いただ
くことは可能でしょうか。
・管理費が年間700万円ほどお支払いがあるよう
ですが、名目はなんでしょうか。
・2019年10月の売上が他と比べて少ない理由を
教えてください。

よろしくお願いいたします。

この買い手の質問の意図、
何の資料を見てこの質問
したのか？その他にどの
ようなことを質問される
のかを当日のセミナーで
はご説明いたします。



～中略～

2020年
6月12日

柏崎　様

お世話になります。
山田先生より、本件前向きに進めたいとの連絡
をいただきました。

つきましては、内見及びトップ面談の機会をいた
だけますと幸いです。

買主FA様

お世話になります。
ご連絡頂きありがとうございます 。

内見及びトップ面談の件承知致しました。
売主様に面談可能な日時を確認させていただきます。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

売主様

お世話になります。
山田先生より、本件前向きに進めたいとの連絡をいただき
ました。

つきましては、次のステップとして内見及びトップ面談にて
、クリニックの内見と先生の面談を実施させていただきたく
存じますので、候補日をいくつか頂戴できれば幸いです。

お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上
げます。

2020年
6月13日

柏崎　様

ご連絡ありがとうございます 。
内見ですが、6月20日19時から
であればスタッフもいないので
可能です。

山田先生と池田さんが当日はお
越しになるのでしょうか ？

かなり、とんとん拍子に
進んでいるように見えま
すが、なぜここまでとん
とん拍子に進んでいるの
か、他の案件だともっと、
ごたつくのかも当日のセ
ミナーではお話しいたし
ます。

スタッフをいない日を指定してい
る理由についても当日のセミナー
中に説明いたします。



～中略～

2020年
6月22日

柏崎様 

山田先生の方如何でしょうか？
昨日今日で本当に申し訳ないの
ですが小生としては山田先生に
ぜひ引き継いで欲しいと考えて
います。

よろしくお願い申し上げます。

売主様

お世話になります。
ご連絡遅くなり申し訳ございません。

昨日、先方より連絡をいただきまして、山田先生も前向き
に承継を進めたいとのことです。

つきましては、先方より独占交渉権をいただきたいとの 連
絡をいただいている状況でして、基本合意書等締結させて
いただきたく存じます。

柏崎様

ありがとうございます 。
とても安心しました。

独占交渉権の付与、問題ござい
ません。
基本合意書は柏崎さんの方で
準備いただけるのでしょうか ？

売主様

お世話になります。
ご連絡ありがとうございます 。

独占交渉権の付与ありがとうございます 。
はい、当方の方で作成致しまして雛形共有致します。

なお、独占交渉付与後は一定期間は他の候補者と取引で
きない旨ご注意ください。

よろしくお願い申し上げます。

独占交渉権とは、買い手側が売り
手側の医院と独占的に交渉できる
権利のことです。
詳しくは当日のセミナーでお話し
いたします。



～中略～

2020年
7月14日

柏崎様

ご連絡ありがとうございます 。
昨日、先生と返信いただいた内容について共有
させて頂きました。

譲渡対価についてですが、もう少し減額できない
かとのことです。こちらの希望としては、2,000万
円になります。

引継ぎの期間については問題ないです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

買主FA様

早々に共有いただきありがとうございました 。
譲渡対価ですが、これ以上の減額は難しいので、2,500万
円で進めさせていただきたいです 。

一応ですが、独占交渉に入る前までに、複数候補者がおり
、それぞれの候補者が3,000万円での承継に容認されてい
るので、これ以上減額となるようでしたら、売主様も商談を
中止されるかと存じます。

また、雇用関係書類についても送付いたします。
容量多いので、データ便にて送ります。

何卒よろしくお願い申し上げます。

～中略～

2020年
7月25日

売主様

お世話になります。
譲渡契約書ですが、買主側の方でも確認が完了しました。
つきましては、買主より契約書に捺印いただき、弊社に郵
送してもらいますので 、売主様の方でも捺印のお時間をい
ただけますと幸いです。

なぜ２０００万という額だっ
たかについて、当日のセミナ
ーでお伝えいたします。
※元々の売主側の譲渡希望価
格は３０００万円

さらなる減額交渉に対する、他
の切り返し方法もお伝えいたし
ます。



2020年
7月26日

柏崎様
ありがとうございます 。
クリニックの終了後ならいつでも
大丈夫です。

2020年
7月28日

柏崎様

お世話になります。
本日、契約書を郵送致しましたのでご確認お願
いいたします。

2020年
7月30日

売主様

お世話になります。
本日、契約書を受領しました。

本日又は明日ぐらいで捺印をお願いできればと存じますが
ご都合いかがでしょうか。

柏崎様

診療終了後なら本日でも大丈夫
です。

売主様

承知いたしました。
それでは、本日１９時ごろにお伺いいたします。

譲渡契約書の捺印
クロージング

買主様

お世話になります。
契約書ありがとうございました 。
先程、売主様の方でも捺印いただきましたので 、印鑑証明
書と併せて、御社に郵送致します。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

クロージングとは譲渡を完了
させるための手続きのことで
す。詳しくはセミナーにてお
話します。

印鑑証明以外の必要書類につい
ても、当日のセミナーではお伝
えいたします。



この後、発生する可能性がある
想定外の事象についても、当日
のセミナーでお話しいたします。


