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トライトキャリア

医療・介護・保育の大手人材紹介トライト、M&A 支援 2 社と業務提携
コロナ禍で介護事業者の倒産件数が過去最多のなか、新サービス開始
〜M&A による事業承継推進により、事業者の倒産回避や多角化支援を推進〜
医療・介護領域における人材紹介・派遣サービス大手、トライトグループ傘下の株式会社トライトキャ
リア（本社：大阪府大阪市、代表取締役 CEO：笹井 英孝）は、この度、医療・介護・保育業界において
事業承継など M＆A に関するお悩みをお持ちの事業者と高い専門性を持つ M＆A 支援企業を繋ぐことを
目的とした連携サービスを開始するため、株式会社アナログ（本社：東京都千代田区、代表取締役：上田
泰生）と株式会社 Buyside Bank（バイサイドバンク

本社：大阪府大阪市、代表取締役社⻑ 吉川 翔）

の２社と業務提携契約を締結しました。今後は当該 2 社と連携を行い、訪問看護施設や介護事業所、保
育施設など医療・介護・保育業界の事業者による M＆A をサポートすることで、事業者の倒産回避や経
営の多角化を支援することを目指します。

■サービス提供背景
新型コロナウイルス感染症拡大の影響からくる業績不振により、会社や事業の買収もしくは売却を実
施・検討している経営者が増えている中、医療・介護・保育業界も買収・売却を検討している事業者が
増えてきています。「2020 年上半期「老人福祉・介護事業」の倒産状況(*1)」によると、介護事業所の
2020 年上半期（1-6 月）における倒産件数は 58 件と、介護保険法が施行された 2000 年以降として

は、2019 年上半期の 55 件を超えて最多となっています。倒産した介護施設の傾向として、業歴が浅
く、事業規模の小さい事業者が大半を占めており、資本力の弱い立ち上げまもない事業が倒産するケー
スが目立ちます。これに対し、政府としても、財政融資資金として新たに 1 兆 3200 億円を貸付原資と
する予算案を提出するなど、医療・介護施設への経済支援策を拡大する動きを取っています。
当社は 2006 年より医療・介護・保育業界における人材紹介・派遣業を展開し、これまで、全国の医
療・介護・保育業界の事業者合わせて約 6 万社が利用しています。人材紹介・派遣業の支援をするなか
で、事業者から M&A に対する問い合わせも増えており、業務提携を行うことといたしました。
■提携先企業について
株式会社アナログは、東京を拠点に M&A 支援サービスを展開している M&A ファームです。全業種で
の M&A 案件を執行されていますが、その中でも医療・介護業界やヘルスケア領域に力を入れており、数
多くの案件実績を誇ります。株式会社 Buyside Bank は、関⻄エリアを中⼼に M&A アドバイザリー業と
経営企画支援コンサルティングをおこなっている企業です。M＆A 執行だけでなく、成⻑戦略や経営課題
に沿った提案までサポートする点が特徴です。
本サービスを利用する事業者に対しては、当社を経由して M＆A 支援企業より、適切な M&A 戦略の策
定から買い手・売り手のマッチングおよび M&A の執行まで包括的なサポートを提供します。
今後は、倒産および廃業を M&A 支援により回避し、各業界での継続的な事業活動および利用者様が
安⼼してサービスを受けられるよう寄与することを目指します。
*1 2020 年上半期「老人福祉・介護事業」の倒産状況（株式会社東京商工リサーチ、令和 2 年 7 月 7
日）
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200707̲02.html

【サービス概要】
提供内容：M&A に関する相談受付、提携先である M&A 支援企業の紹介
【業務提携概要】
トライトグループ
・M&A に関する相談受付
・M＆A 希望事業者に対する M＆A に向けた条件をヒアリング
・M＆A 希望事業者に対し提携 M&A 支援企業（株式会社アナログ、株式会社 Buyside Bank）の紹介
株式会社アナログ、株式会社 Buyside Bank
・トライトグループから紹介を受けた M＆A 希望事業者に対し、M&A 執行に向けた支援を実施

株式会社アナログ

代表取締役：上田 泰生氏 コメント

国内では少子高齢化が進み、世界的にもコロナ禍の影響を多大に受け、景気低迷が大変深刻な状況に
なりつつあります。このような状況を乗り越えるためには、新たな産業の育成とあらゆる業界の再編、そ
して何より雇用の維持が重要だと考えております。
弊社としましては、トライトグループとの業務提携により、医療・介護・保育業界に従事される方々の
雇用を守るためにも事業存続を後押ししていきたい所存です。
株式会社 Buyside Bank

代表取締役社⻑：吉川 翔氏

コメント

第三者への事業承継（M&A）は、会社を存続・発展させるとともに、経営者のライフシフトを実現す
るための手法のひとつです。但し、目的の実現につながる M&A を実行するためには適切な計画や決断が
重要であり、前持って準備するにはその進め方を早くから知っておくことが大切です。私たち Buyside
Bank はトライトグループと協働し、より多くの経営者の皆様に独自の知見を共有しながら、誰も損しな
い M&A を実行していけるように努めます。
トライトグループ

代表取締役 CEO：笹井 英孝

コメント

事業承継や M&A というテーマは一般企業のみならず医療・介護・保育などの市場においても避けて通
れないテーマになっています。当社も全国 1200 人規模のキャリアアドバイザーがお客様との会話の中か
らそのようなニーズをお聞きすることが多くなってまいりました。それを受けて、法人様向けの新サー
ビスとして、経験豊富な M&A アドバイザリー企業と提携をするに至りました。今後もお客様のニーズに
幅広く対応するために、提供できるサービスの拡充を図っていきたいと思います。

【株式会社アナログ
会社名：株式会社

会社概要】
アナログ

英文：Analog Co.,Ltd
本社所在地：東京都千代田区一番町 4-22 3F
代表取締役：上田 泰生
設立：2006 年 4 月
事業内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務（ファインディング、バリュエーション、ネゴシエーション、デュ
ーデリジェンス）
URL：https://analogjp.com/
【株式会社 Buyside Bank

会社概要】

会社名：株式会社 Buyside Bank
本社所在地：大阪府大阪市北区角田町 1-12 阪急ファイブアネックスビル 10F
代表取締役社⻑：吉川 翔
設立：2018 年 5 月

事業内容：M&A アドバイザリーサービス、ハンズオン型 コンサルティングサービス
URL：https://buysidebank.co.jp/
【トライトグループ（旧：TS グループ）会社概要】
トライトグループとは、株式会社トライト、株式会社トライトキャリア、株式会社トライトエンジニア
リングからなる人材紹介・派遣サービスグループです。2004 年の創業時に開始した建設業界での人材紹
介・派遣業の経験を活かし、人手不足の顕著な医療・介護・保育業界における人材紹介・派遣業を 2006
年より展開してきました。介護業界の人材紹介における転職者数のシェア率は業界トップとなる 25%を
占め、売上高はこの数年は年平均で 40%レベルの成⻑を誇っています。2020 年 11 月 1 日より TS グル
ープから「トライトグループ」に社名変更をし、主軸サービスである人材紹介・派遣業に合わせて人材育
成・キャリア支援を強化し、医療・介護・保育業界を取り巻く慢性的な人材不足に関わるすべての社会課
題へ寄与することを目指しています。
代表取締役 CEO:笹井英孝
本社所在地:大阪府大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル 13 階
東京本部:東京都千代田区有楽町 2-7-1 イトシアオフィスタワー16 階
社員数: 4,541 名
1,783 名（パート、契約社員などを含む）、派遣社員 2,758 名
事業内容:医療・介護業界への人材紹介・派遣サービス等
https://tryt-group.co.jp/
代表取締役 CEO:笹井英孝プロフィール
1991 年東京大学法学部卒業。2000 年コロンビア大学経営大学院
修士課程（MBA）修了。国内大手銀行、外資系コンサルティング
ファーム等を経て、2005 年医療機器メーカーであるオムロンコー
リン株式会社の社⻑に就任。その後、セント・ジュード・メディカ
ルやライフドリンクカンパニー等で経営トップを歴任。2019 年 11
月、トライトグループ(旧：TS グループ)CEO 及び同グループ 3 社
（株式会社トライト、株式会社トライトキャリア、株式会社トラ
イトエンジニアリング）の代表取締役に就任。
【各社概要】
和文社名：株式会社トライト
英文社名：TRYT Inc.
本社所在地：大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル 13 階
東京本部：東京都千代田区有楽町 2-7-1 イトシアオフィスタワー16 階
代表取締役 CEO：笹井英孝
設立：2004 年

※2020 年 8 月時点

事業内容：人材紹介・派遣サービス等の事業を行うグループ会社の競争力強化に向けた各種環境の整備
と支援、経営計画・管理ならびにそれに付帯する業務
https://tryt-group.co.jp/
和文社名：株式会社トライトキャリア
英文社名：TRYT Career Inc.
本社所在地：大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル 18 階
東京本部：東京都千代田区有楽町 2-7-1 イトシアオフィスタワー16 階
代表取締役 CEO:笹井英孝
設立：2014 年
事業内容：医療・介護・保育業界への人材紹介・派遣サービス等
※ホームページは、年内中に公開予定
和文社名：株式会社トライトエンジニアリング
英文社名：TRYT Engineering Inc.
本社所在地：大阪市北区曽根崎 2-12-7 清和梅田ビル 18 階
東京本部：東京都千代田区有楽町 2-7-1 イトシアオフィスタワー16 階
代表取締役 CEO:笹井英孝
設立：2014 年
事業内容：建設業界への人材紹介・派遣サービス等
※ホームページは、年内中に公開予定
【本件に関する問い合わせ先】
トライトグループ

広報担当

柴田

TEL:080-4397-6209 E-mail:info@tryt-group.co.jp

