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WHO WE ARE
FTIコンサルティングは、財務、法務、経営、政策・
規制、風評、取引などに関わる分野で、企業の変
革、リスクの軽減、紛争の解決を支援する独立系の
グローバルビジネスアドバイザリーファームです。

各プラクティスには専門知識と実績で定評のあるエキス
パートが在籍し、各分野の第一線で活躍しています。

FTIコンサルティングでは、予防的なリスク管理から予期
せぬ事態に迅速に適応する危機対応に至るまで、ビジネ
スサイクル全体でクライアントを支援する統合的なサー
ビスをご提供しています。

ビジネスサイクル全体で変革を導く
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クライアントの重要で複雑な変革、リスクの軽減、紛争の解決に
意味あるインパクトをもたらすFTIコンサルティングの4つの特徴
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HOW WE MAKE THE  
CRITICAL DIFFERENCE
決定的な違いを生み出す強み

We are organized and committed 
to making a positive and tangible 
impact for our clients.

信頼に値する専門知識
当社のエキスパートは、専門知識を活かして
着実に結果を出してきた豊富な実践経験を有
しています。

成果重視の社風
当社の社風と業務形態には、具体的な成果を
重視し、徹底的に価値ある変化に資する施策
を追及する姿勢が現れています。

統合的なサービス提供
プラクティス別サービスを単体あるいは統合的
に提供することで、クライアントが直面する相
互に作用する複数の課題に対処いたします。

産業別の経験
16の専門業種における管理・運営に関して、
長年の現場経験を有するベテランのコンサル
タントが在籍しています。

有意義かつ具体的な成果の実現にコミットし、実行します。
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DEFINITIVE 
EXPERTISE

A CULTURE  
THAT  
DELIVERS
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価値ある変化を生み出すという当社の決意は、
業務に対する考え方にも反映されています。

Practical

成果に向けたアプローチや
コミュニケーションが実践
的であること

Collaborative

クライアントや同僚と協力
的な関係を構築すること

Judicious

複数の当事者が関わる
複雑な状況において思
慮深くあること

Professional
プロ意識を高く持ち、最大
限に能力を発揮しながら取
り組むこと

当社のエキスパートは、
その見識と理解力の高さ
だけではなく、複雑な問
題に対する実用的かつ実
践的な解決策を導き出す
能力が評価されており、
各分野の第一線で活躍し
ています。

FTIコンサルティングは
幅広い分野で信頼性の高
い専門的なアドバイスを
クライアントにご提供し
ます。

AMERICA’S BEST 
MANAgEMENT 

CONSULTINg FIRMS 
 

Forbes  
(2016–2020)

CORPORATE 
COUNSEL: TOP 

SERVICE PROVIDER 
IN THE LEgAL 

INDUSTRy
ALM Media Properties 

(2016–2019) 

gLOBAL STRATEgy 
CONSULTINg FIRM 

OF THE yEAR 
 

Global M&A Network  
Atlas Awards  

(2019) 

CONSULTINg 
MAgAzINE’S BEST 
FIRMS TO WORK 

FOR LIST 

ALM Media Properties 
(2018–2019)

BEST M&A OR 
COMMUNICATIONS 
IN SUPPORT OF A 

TRANSACTION 

PRCA City and Financial Awards 
(2020)

gOLD WINNER: 
PUBLIC RELATIONS 

AgENCy OF  
THE yEAR 

PR World  
(2019)

WHO’S WHO LEgAL: 
ARBITRATION 

CONSULTINg FIRM 
OF THE yEAR 

Law Business Research 
(2015–2019)

CONSULTINg FIRM 
OF THE yEAR 

 
 

Who’s Who Legal  
(2017-2019)

gAR: EXPERT 
WITNESS FIRMS’ 

POWER INDEX 
 

Law Business Research  
(2019-2020)

信頼に値する専門知識

成果重視の社風
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COMPREHENSIVE
SERVICES
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Financial
財務
ABLフィールド監査
会計関連アドバイス
保険数理コンサルティング
倒産
キャピタルマーケットコミュ
ニケーション
担保分析
破産関連訴訟
データ・アナリティクス
フォレンジック会計
不正調査・複雑な財務調査
CFO業務
年金・退職金制度アドバイス
株主アクティビズム
ターンアラウンド
リストラクチャリング
バリュエーション

Operational
業務
ビジネス変革
建設アドバイザリー
暫定マネジメント
CFO業務
ユーティリティCOO業務
オペレーション変革
パフォーマンス改善
人事・変革
ターンアラウンド
リストラクチャリング

Reputational
風評
キャピタルマーケットコミュニ
ケーション
コーポレート・ガバナンス
コーポレートレピュテーション
デジタルコミュニケーション
コンテンツ制作
株主アクティビズム

Legal
法務
会計関連アドバイス
反トラスト訴訟
倒産・倒産回避訴訟
事業保険金請求
業務停止
コンピューターフォレンジック
契約関連紛争
危機・訴訟コミュニケーション
サイバーセキュリティ
データ分析
データの保全・収集
紛争関連アドバイス
e-Discovery
専門家証言
フォレンジック会計調査
情報ガバナンス
知的財産
国際仲裁裁判
労働・雇用
訴訟インテリジェンス
マネージドドキュメントレビュー
モニター・収益管理サービス
収益管理・調査・管財サービス
規制関連紛争
証券訴訟
バリュエーション
視覚的データアナリティクス・評価
ソフトウェア (RadianceTM)

Transactional
取引
会計アドバイザリー
反トラスト・競争
キャピタルマーケットコミュニ
ケーション
カーブアウト・アドバイザリー
デューデリジェンス
フェアネスオピニオン
ソルベンシーオピニオン
インベストメント・バンキング
M&Aコミュニケーション
買収後統合 (PMI)
セカンドリクエスト
証券化バックアップマネジメント
ストラクチャード・ファイナンス
税務
トランザクション・サービス
バリュエーション

Political & Regulatory
政治・規制
法案分析
腐敗行為調査とコンプライアンス
マネーロンダリングの防止
反トラストと競争経済
データ収集・コンピューターフォレ
ンジック
カントリーリスクアセスメント
サイバーセキュリティ
経済影響分析・その他モデリング
E- ディスカバリー
金融機関の規制とガバナンス
外国不正行為防止法
地政学的インテリジェンス
政府による調査への対応
公共契約
情報ガバナンスとコンプライアンス
パブリックアフェアーズ・政府渉外
公共政策アドバイザリー
規制関連紛争と執行
SECアドバイス・コンサルティング

すべての組織は常に変化やリスクを巡る課題に直面しており、
どのような業務を遂行するにあたっても不可避です。

変化とリスクを適切に管理することによって、ビジネスチャンスにつながります。

統合的なサービス提供

How one manages change and risk is the

EXPERTS WITH IMPACT™ EXPERTS WITH IMPACT™
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テクノロジー

経済コンサルティング

コーポレートファイナンス
・リストラクチャリング

フォレンジック
・訴訟コンサルティング

ストラテジック
コミュニケーションズ

FTIコンサルティングでは「変
化・リスク・紛争に直面するク
ライアントに明確かつ有益な成
果をもたらす」という、ただ一
つの目的を達成するために５つ
のセグメントが徹底的に取り組
み、グローバルリーダーであり

続けてきました。

コーポレートファイナンス・
リストラクチャリング
コーポレートファイナンス・リストラクチ
ャリング・セグメントは、全世界の企業、
取締役会、投資家、融資機関、債権者の信
頼できるパートナーとして、リストラクチ
ャリング、ビジネス・トランスフォーメー
ション、トランザクションソリューション
を提供しています。当社トップクラスの専
門家はクライアントの成功を支援すべく、
あらゆる産業の財務、オペレーション、ト
ランザクションにおけるリスクとチャンス
に取り組みます。当社の主な強みには、価
値創造ライフサイクル全体を通じて企業
を支援する専門知識です。また、証券訴
訟、M&A、独占禁止法、リスク管理、バリ
ュエーション、国際仲裁についても深い専
門性を有しています。 テクノロジー

FTIのテクノロジーセグメントは、法律や
規制に関する専門知識をもって、データに
関連するビジネス上の課題を解決します。
データが増大し複雑化する中で、当社は組
織が情報を適切に管理、保護、検索、分析
し、迅速に情報を把握できるように支援し
ます。革新的なテクノロジー、エキスパー
トサービス、徹底的な問題解決により、当
社は全世界のクライアントに訴訟や当局調
査に耐え得る防御性と再現性を持つソリュ
ーションを提供しています。組織は不正の
根絶、規制コンプライアンスの維持、法務
およびITのコスト削減、機密情報の保護、
迅速な事実調査、データの活用によるビジ
ネス価値の創出において当社に広くアドバ
イスを求めています。

ストラテジック
コミュニケーションズ
ストラテジックコミュニケーションセグメント
は経営陣や取締役会関係者に対する30年以上の
アドバイザリー経験を有するグローバル・コミ
ュニケーション・コンサルティング部門です。
ビジネス上の利益を保護・強化するために、ク
ライアントが主要ステークホルダーと効果的に
コミュニケーションすることを支援します。当
社は、世界中の主要マーケットにおけるファイ
ナンシャル・コミュニケーション、コーポレー
ト・レピュテーション、パブリック・アフェア
ーズのサービスを統合的に提供し、包括的な戦
略的コミュニケーションのアドバイザリーをご
提供します。

経済コンサルティング
当社の経済コンサルティングセグメント
は、法律事務所、企業、政府機関が直面す
る複雑な経済問題に対し、クライアントが
課題と機会を把握できるよう、高度な分析
を提供します。当社の経済コンサルティン
グ・プラクティスは、子会社のCompass 
Lexeconを含め、法規制手続、戦略的意思
決定、公共政策の議論において重要な洞察
や専門家証言を提供する広範な業務に携わ
っています。

フォレンジック・訴訟
コンサルティング
フォレンジック・訴訟コンサルティングセグメ
ントは、業界で最も包括的なフォレンジック、
調査、データ分析、訴訟サービスを提供してい
ます。独立系コンサルティング企業として、リ
スク、紛争、調査、訴訟シナリオ等すべての分
野において卓越した能力を有しています。当社
は、世界中の企業、政府、法律事務所へのサー
ビス提供において広範な経験を有しています。
て当社に広くアドバイスを求めています。

Five  
segments,  
one  
purpose
5つのセグメント
1つの目的
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すべての業界には独
自の商習慣等が存在
します。FTIコンサル
ティングは、実用的
なソリューションを
提供するため、業界
別の専門知識を提供
します。

建設航空宇宙・防衛 農業 自動車・
関連産業

ヘルスケア・
ライフサイエンス

エネルギー・電力・
プロダクツ (EPP)

環境 金融

運輸・物流不動産・
インフラ

小売・
消費者製品

テレコム・メディ
ア・テクノロジ－
(TMT)

公共部門ホスピタリティ・
ゲーミング・
レジャー

保健 鉱業

INDUSTRY 
EXPERIENCE
産業別の経験
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THE END RESULT:
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CASE STUDIES

FTIコンサルティングは創業から40年、ビジネス、金
融、公共政策の分野で世界的に話題となった案件をは
じめ、大型・複雑な課題の解決に貢献してきました。
毎年6,000以上の企業・団体に対して助言を行い、　
クライアントのグローバルな変革を支援しています。

インパクトの創出

SHIRE

インパクト：Shire plcは、米国を本拠と
するAbbVieからの敵対的な株式公開買付
に直面しました。FTIコンサルティング
は、Shireが独立企業として提供する価値
を積極的にコミュニケーションすること
を支援しつつ、取引の成功に十分なポジ
ションを維持する上で主要な役割を果た
しました。Shireは最終的に企業としての
独立を維持し、過去数年間にわたり複数
企業の買収に乗り出しました。この一連
の企業買収はBaxaltaとの320億ドルの変
革的な合併に結実しました。この取引の
成功を受けて、Shireは今や希少疾患と特
殊疾患に注力する有数のグローバル・バ
イオテクノロジー企業となっています。

LEVEL 3

インパクト：Fortune 500の光ファイ
バーおよびインフラストラクチャ・コネ
クティビティ企業であるLevel 3
Communicationsは、地域通信事業者で
あるtw telecomの買収を発表しまし
た。FTIコンサルティングはLevel 3と協
力し、統合後の製品、ネットワーク、IT
のロードマップ、完全に統合された新た
な営業部隊、および組織全体にわたる全
部門の統合のアドバイス、設計、計画策
定を行いました。その結果、買収のク
ロージング後の最初の四半期通期におい
て、Level 3は利益およびシナジー目標を
上回ることができ、営業部門の統合を通
じて販売の勢いを維持することができま
した。この買収は2億ドルのシナジー効
果を実現するという目標達成に向けて順
調に進んでいます。

PIONEER IRON AND STEEL

インパクト：中国のPioneer Iron and
Steel Group（「PISG」）は、世界的な
景気後退によって清算に追い込まれまし
た。清算人として指名されたFTIコンサ
ルティングの専門家は、PISGの大株主が
債権者の請求から資産を保護するため
に、資産を意図的にPISGの外部に譲渡し
たことを示す確固たる根拠を示すことが
できました。外部情報源およびFTIコン
サルティングの独自のeディスカバリー
およびドキュメントレビューソフトウェ
アを活用した事実調査を経て、当社は債
権者のために全世界的な和解と大きな分
配金を確保することに貢献しました。

PSEPTA

インパクト：米国第6位の輸送システム
であるSEPTAの法務部は、10年にわたる
賠償請求損失の増加を受けて、FTIコン
サルティングのグローバル保険サービ
ス・プラクティスを利用しました。FTI
コンサルティングは3カ年計画を策定
し、その実施を主導しました。この計画
によって、賠償請求と訴訟コストの低
減、効率の向上、そして法務部とSEPTA
のオペレーション全体での統合を実現し
ました。訴訟案件の管理システムの導
入、手続きの定式化、そして品質と説明
責任に関する新たな文化のすべてによっ
て、2年間で賠償請求は2,000万ドル低減
され、人件費は80万ドル以上節減されま
した。

CHILDREN’S NATIONAL
HEALTH SYSTEM

インパクト：2018年までに約1億ドルの損
益ギャップが予想されたChildrenʼs
National Health Systemは、収益サイクル
管理、労働生産性とプロセス、非労務案
件、および医師企業の4つの分野における
改善計画の策定および実施のためにFTIコ
ンサルティングを利用しました。その結
果として、損益計算書の8,000万ドル以上
の経常的な改善につながる措置を実施し
ました。また、過去2年間において、信用
格付けは2回引き上げられています。

US AIRWAYS- 
AMERICAN AIRLINES

インパクト：FTIコンサルティングの子会
社であるCompass Lexeconは、米国司法
省（「DOJ」）に対して、US Airwaysと
AmericanAirlinesの合併が最小限の競争
上の損害で、消費者に対する大きな利益を
生み出すことを示し、アドバンテージ・
プライシングを巡るDOJの懸念に対する
分析と反論に重点を置いた専門家報告書
を提供しました。成立した和解で想定内
の限定的な譲歩が要求されましたが、両
社の合併計画は無傷であり、推定で年間
10億ドルのシナジー創出が可能となりま
した。
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世界上位100社の
法律事務所のうち
96社に対して
アドバイス

5,800+ 
の従業員

グローバル企業
100社のうち 

53 社
がクライアント

$4.4B 
時価総額1

銀行持株会社の
世界上位10社 
のうち8社に対 
してアドバイス

84 都市 

27 国

OUR 
GLOBAL 
REACH
主要な金融センターをはじめ、
世界各地にオフィスを展開し、
課題とビジネスチャンスが生ま
れる全世界でクライアントを
支援します。

欧州・中東・アフリカ
ベルギー
ブリュッセル

フィンランド
ヘルシンキ

フランス
パリ

ドイツ
ベルリン
デュッセルドルフ
フランクフルト
ハンブルグ
ミュンヘン

アイルランド
ダブリン

イスラエル
テルアビブ

アジア
中国
北京
香港
上海

インド
ムンバイ
ニューデリー

インドネシア
ジャカルタ

日本
東京

韓国
ソウル

マレーシア
クアラルンプール

フィリピン1

マニラ

シンガポール
1 アフィリエイト

オーストラリア
ブリスベン
メルボルン
パース
シドニー

カタール
ドーハ

南アフリカ
ケープタウン
ヨハネスブルグ
ステレンボス
サントン

スペイン
バルセロナ
マドリード

アラブ首長国連邦
アブダビ
ドバイ

英国
ロンドン
スターリング

北米
カナダ
カルガリー
モントリオール
トロント
バンクーバー
ヴォーン

南米
アルゼンチン
ブエノスアイレス

ブラジル
サンパウロ

カリブ諸国
英領バージン諸島
ケイマン諸島

コロンビア
ボゴタ

メキシコ
メキシコシティ

米国
アトランタ
オースティン
ボルチモア
ベセスダ
ボストン
ボウイ
ブレントウード
シャーロット
シカゴ
ダラス

デンバー
グレートネック
ヒューストン
インディアナポリス
ラスベガス
ロサンゼルス
マクリーン
マイアミ
ミルウォーキー
ニューヨーク
オークランド
パームビーチ
パサデナ
フィラデルフィア

フェニックス
ピッツバーグ
ポートランド
レッドウッドシティー
ローズランド
サンフランシスコ
サンタバーバラ
サンファン
カピストラーノ
シアトル
トロイ
ウォルナットクリーク
ワシントンDC
ウェイン
ウィンストンセーラム

1   Number of total shares outstanding as of July 23, 2020,  
times the closing share price as of July 30, 2020.
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FTI Consulting is an independent global business advisory firm dedicated to helping organizations manage change, 
mitigate risk and resolve disputes: financial, legal, operational, political & regulatory, reputational and transactional. 
FTI Consulting professionals, located in all major business centers throughout the world, work closely with clients to 
anticipate, illuminate and overcome complex business challenges and opportunities.  

©2020 FTI Consulting, Inc. All rights reserved.  www.fticonsulting.com

Executive Headquarters

555 12th Street, NW 
Suite 700 
Washington, DC 20004 
United States 
+1 202 312 9100

Japan office

TOKYO

Keio Shinjuku 3-chome Bldg 6F
3-1-24 Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo
160-0022 Japan
+81 3 5369 3939
Info-Tokyo@fticonsulting.com

 

LATIN AMERICA

Suite PH 
Miami, FL 33134 
United States 
+1 305 714 4600

Regional Headquarters

ASIA PACIFIC

Level 35, Oxford House 
Taikoo Place 
979 King’s Road 
Quarry Bay 
Hong Kong 
+852 3768 4500

 

EMEA

200 Aldersgate 
Aldersgate Street 
London, EC1A 4HD 
United Kingdom 
+44 20 3727 1000




