
このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項及び同施行令第

30 条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、本

書面の発表から12時間を経過するまでは、当社の株券等の買付け等が禁止される可能性がありますの

で、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われ

ることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 
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（コード番号 ６１３０ 東証 第二部） 
問 合 せ 先  取締役管理本部副本部長 

小澤 淳宏 
（ＴＥＬ ０３－５４７１－７７０１） 

 
 

株式会社小松製作所による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 
 
 

 当社は、平成20年１月16日開催の取締役会において、株式会社小松製作所（以下「公開買付者」といいま

す。）が当社の普通株式に対する公開買付けを行なうこと（以下「本公開買付け」といいます。）及び当社を完

全子会社とすることについて、賛同の意見を表明することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 なお、当社の上記取締役会決議は、下記のとおり、公開買付者が、本公開買付け及びその後の一連の手続き

により、当社を完全子会社化する予定であること、及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提とし

ております。 
記 

１．公開買付者の概要 

(１) 商号 株式会社小松製作所 

(２) 主な事業内容 建設・鉱山機械、産業機械・車両他、の各製品の研究開発、生産、販売、

サービス等 

(３) 設立年月日 大正10年５月13日 

(４) 本店所在地 東京都港区赤坂二丁目３番６号 

(５) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野路 國夫 

(６) 資本金 70,120百万円 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口） 

日本マスタートラスト信託銀行(株)（信託口） 

太陽生命保険(株) 

日本生命保険相互会社 

(株)三井住友銀行 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 

505103 

ナッツクムコ 

日本興亜損害保険(株) 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 

資産管理サービス信託銀行(株)（信託Ｂ口） 

6.98％ 

6.72％ 

5.44％ 

3.18％ 

1.78％ 

1.70％ 

 

1.45％ 

1.39％ 

1.38％ 

1.25％ 

(７) 大株主及び持株比率 

 （平成19年９月30日現在）

資本関係 公開買付者は、当社の発行済株式総数の29.33％を保

有しております。 

人的関係 公開買付者の取締役専務執行役員1名が、当社の取締

役に就任しております。 

取引関係 当社による公開買付者への工作機械及び部品の販売、

並びに公開買付者からのシステムの購入があります。

(８) 当社との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

当社は公開買付者の持分法適用関連会社であり、関連

当事者に該当します。 
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２．本公開買付けに関する意見の内容及び理由 

 

 (１) 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成20年１月16日開催の取締役会において、公開買付者が当社の普通株式に対する公開買付け

を行なうことについて、賛同の意見を表明することを決議いたしました。従いまして、当社は、本公開買付

けに応募することをお勧めいたします。 

なお、本公開買付けの内容の詳細につきましては、本公開買付けの開始日に公開買付者から提出される公

開買付届出書をご参照ください。 

 

(２) 本公開買付けに関する意見の理由 

公開買付者は、現在、当社の普通株式 14,835,000 株（発行株式総数の 29.33％）を保有し、当社を持分

法適用関連会社としております。 

当社は、工作機械分野では自動車業界向けエンジン加工用トランスファーマシンや各種研削盤、産業機械

分野ではレーザ加工機や半導体・太陽電池業界向けワイヤソー等、各分野ではトップクラスのメーカーとし

て市場から高く評価されています。また、当社は、「誠心誠意」“お客様に、製品に、品質に、自分の仕事に、

社会に、まごころこめて”の経営理念のもと、需要変動の大きい業界の中、中長期的な経営課題として、工

作機械及び産業機械のそれぞれの事業領域において得意な分野で１位を目指しており、その施策として、経

営改革の加速をキャッチフレーズに一層の物流改革の促進、日程管理の徹底、見える化運動や５Ｓ運動の推

進等の改善、改革に取り組み、生産効率及び経営効率の向上を図り、安定収益の構築と財務体質の改善・強

化に取り組んでおります。 

当社と公開買付者は、ともに自動車関連業界や半導体関連業界を主要顧客とし、商品構成上の補完性が高

く、また、北陸地域にそれぞれ生産基盤を持っているという共通性もあり、平成18年12月末に公開買付者

が当社の発行済株式総数の29.33％の株式を取得し、モノ作りをはじめとした購買・生産分野並びに販売・

サービス分野での協業効果の実現を目指して参りました。 

当社と公開買付者との協業関係は順調であり、具体的な効果も実現しつつありますが、協業関係を通じて

相互の信頼関係が醸成される中、当社が公開買付者の完全子会社になることにより、研究・開発分野での協

力やそれぞれの既存事業の枠を超えた新たな事業分野の共同開拓など、中長期的な経営課題により柔軟かつ

迅速に取り組めるメリットが大きくなると考えております。また、公開買付者の平成 19 年３月期のプレス

事業及び工作機械等の産業機械事業の連結売上高は1,029億円、当社の同事業年度の連結売上高は826億円

であり、当社が公開買付者の完全子会社になった場合には、連結売上高は2,000億円規模となります。これ

は、産業機械・工作機械メーカーとしては、世界トップクラスの規模であり、需要変動の大きい業界の中で、

より強固な経営基盤と競争力の更なる強化に繋がることを期待しております。 

当社といたしましては、需要変動の大きい業界の中、これらの課題に迅速に対処し、市場環境の変化にい

ち早く対応して、協業効果の実現をより早くより確実にし、当社の収益基盤の強化と更なる成長を図ってい

くためには、本公開買付けに賛同し、公開買付者の完全子会社となり、これまで以上に資本関係を強化し、

経営戦略や施策等を柔軟かつ機動的に遂行していくことが必要かつ 善と判断いたしました。 

なお、公開買付者からは、当社の完全子会社化後も、当社の自主性・独立性を尊重し、経営陣、従業員、

事業領域、事業拠点、ブランド等につきましては、現状どおり継続していく旨の意向を確認しております。 

上記を理由として、当社と公開買付者とは、平成20年１月16日付で公開買付者が当社を完全子会社化す

ることを内容とする基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を締結しました。本基本合意書の内

容については、６頁以降のご参考資料（「株式会社日平トヤマ株式に対する公開買付けの開始に関するお知

らせ」）の大要「４．その他」の「（１）当社と日平トヤマ又はその役員との間の合意の有無及び内容」の②

をご参照下さい。 
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(３) 本公開買付けに関する意見の根拠、買付価格の公正性を担保するための措置 

①算定の基礎 

本公開買付けにおける買付価格1,250 円は、平成20年１月15 日までの過去１ヵ月間の東京証券取引

所市場第二部における当社株式の各取引日終値の単純平均896円（小数点以下四捨五入）に対して39.51％

（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを加えた金額となります。 

当社は、公開買付者とは別に、第三者算定機関であるＰｗＣアドバイザリー株式会社（以下「ＰｗＣ

アドバイザリー」といいます。）より株式価値算定書を取得しました。同算定書では、市場株価基準方式

（平成20年１月11日までの６ヶ月間、３ヶ月間及び１ヵ月間の取引値平均及び各取引日終値平均）、類

似会社比準方式、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式（以下「ＤＣＦ方式」といいます。）の

各方式を用いて当社の株式価値算定を行っており、市場株価基準方式では897円から1,015円、類似会社

比準方式で670円から1,108円、ＤＣＦ方式では1,041円から1,417円のレンジが当社の株式価値の算定

結果として示されております。 

②算定の経緯（公正性を担保するための措置を含む。） 

公正性を担保するための措置として、公開買付者及び当社は、それぞれ公開買付者及び当社から独立

した第三者算定機関より当社株式に関する株式価値算定書を取得し、買付価格の決定又は本公開買付けに

対する賛同の判断に当たりこれを参考にしております（なお、当社は、第三者算定機関からは本公開買付

けにおける買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）は取得しておりません。）。さら

に、公開買付期間は比較的長期に設定されており、十分な検討機会が提供されております。 

また、当社は外部顧問弁護士から、本公開買付け手続きの適法性や当社取締役会の現時点での経営判

断の当否等に関して助言を受けました。これらの情報を参考にして、平成20年１月16日開催の取締役会

において、本公開買付けに関する諸条件について慎重に検討した結果、本公開買付けが当社の事業体制、

経営基盤の強化及び今後の展開に寄与するものであるとともに、本公開買付けの諸条件は妥当であり、当

社株主に対して合理的な価格により当社株式の売却機会を提供するものと判断し、本公開買付けに賛同す

る旨を決議いたしました。 

なお、公開買付者の取締役専務執行役員であり、当社の取締役でもある鈴木康夫氏については、利益

相反の問題が存するおそれがあるため、上記取締役会及び本公開買付けを承認した公開買付者の取締役会

の審議及び決議にはいずれも参加しておりません。 

また、当社の監査役は、いずれも当社取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに

賛成する旨の意見を述べております。 

③算定機関との関係 

ＰｗＣアドバイザリーは、当社及び公開買付者の関連当事者には該当いたしません。 

 

(４) 本公開買付け後の完全子会社化（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者は、上記の通り、当社を完全子会社とすることを目的として、当社の発行済株式の全て（公

開買付者が既に保有している当社株式及び当社の保有する自己株式を除きます。）の取得を目指した本公開

買付けを実施します。しかし、本公開買付けにおいて当社の発行済株式の全てを取得できなかった場合に

は、公開買付者を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実

施する予定です。本株式交換により、本公開買付けに応募されなかった当社株式（但し、公開買付者が保

有している当社株式を除きます。）はすべて公開買付者の株式と交換され、公開買付者の株式１株以上を割

り当てられた当社の株主は、公開買付者の株主となります。なお、本株式交換は、会社法第784条第1項

に基づく略式株式交換として、株式交換契約書の承認につき当社の株主総会決議を経ないで行う可能性が

あります。 

本株式交換は、平成20年10月頃を目処に実施する予定です。本株式交換における株式交換比率は、当

社と公開買付者それぞれの株主の利益に十分配慮して、 終的には本公開買付け終了後に当社と公開買付

者が協議の上で決定いたしますが、現時点では、本株式交換により当社の株主が受け取る対価（公開買付

者の株式。但し、公開買付者の１株未満の端数を割り当てられた場合は、当該端数売却代金の分配となり

 －3－



ます。）の経済的価値は、本公開買付けの買付価格及び公開買付者株式の市場株価水準その他の諸要因を勘

案して、本公開買付けの買付価格と同等のものとなることを予定しております。なお、本公開買付けと本

株式交換の時期の違い、当社及び公開買付者の業績の変動、公開買付者の株式の市場株価の変動その他の

要因によって、当該対価の経済的価値が影響を受ける可能性があります。本公開買付けは、当社の株主に

対し、公開買付けを経ることなく株式交換を実施する場合に比べて、金銭による対価をより早期に受領す

る機会を提供するとともに、その後に予定している本株式交換により公開買付者株式の交付を受ける機会

を提供することで、当社の株主にその受領する対価の内容及び時期について選択する機会を提供すること

ができることを勘案し、実施することといたしました。 

なお、本株式交換に際しては、完全子会社となる当社の株主は、会社法の手続に従い、当社に対して株

式買取請求を行うことができます。この場合の買取価格は、当社の業績の変動、株式相場の影響及び裁判

所の判断等により、本公開買付けの買付価格又は本株式交換により当社の株主が受け取る対価の経済的価

値と異なる可能性があります。 

本公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際しての株式買取請求に係る税務上の取扱いについては、

各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。 

本株式交換に伴い当社又は公開買付者が受ける法律上・税務上の影響、本株式交換に関連する法律・税

務・制度等の改正や当局の解釈等の状況、米国証券法上の継続開示義務の有無、本公開買付け後の公開買

付者の株式所有割合、公開買付者以外の当社株主による当社株式の保有状況、当社及び公開買付者の業績

の変動や株式市場の影響等によっては、本株式交換の実施の有無、時期若しくは条件又は完全子会社化の

方法に変更が生ずる可能性があります。本株式交換の内容又は完全子会社化の方法に変更があった場合の

変更の内容については、公開買付者と協議の上、決定次第、速やかに公表いたします。 

 

(５) 上場廃止となる見込み及びその事由 

本公開買付けにおいては、公開買付者は買付予定の株券等の数に上限を設定していないため、本公開買

付けの結果次第では、当社株式は流動性等にかかる東京証券取引所の上場廃止基準に従い、本公開買付け

の完了をもって、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点

で、同基準に該当しない場合でも、本株式交換により当社が公開買付者の完全子会社となることが予定さ

れておりますので、その場合には当社株式に係る株券は上場廃止となります。上場廃止後は、当社株式に

係る株券を東京証券取引所において売買することができなくなります。 

 

(６) 上場廃止を目的とする公開買付けに応募することを勧める理由及び代替措置の検討状況 

公開買付者の産業機械事業と当社は、今後、研究・開発分野での協力やそれぞれの既存事業の枠を超え

た新たな事業分野の共同開拓など、中長期的な経営課題により柔軟かつ迅速に取り組む所存ですが、その

ような緊密な連携を容易に実行し得る 適な資本関係が望ましいと判断し、完全子会社化を受け入れるも

のです。その結果、両社はより一体となった価値観を共有し、機動性の高い経営によって統合された戦略

を追求し、競争力の更なる強化を図ることができます。上記の通り、当社株式は上場廃止となる可能性が

ありますが、これは完全子会社化に向け実施される本公開買付け及び本株式交換によって、結果的に生じ

るものであります。 

公開買付者は、当社の株主の利益を保護するべく、上記(４)記載の方法により、上場廃止となる当社株

式に代わる対価として現金又は公開買付者株式の交付を受ける機会を当社株主に提供しつつ、当社を完全

子会社化することを企図しております。 

 

(７) 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(８) 今後の見通し 

  今後の見通しについては、「２．（２）本公開買付けに関する意見の理由」をご参照ください。 
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３．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

  該当事項はありません。 

 

４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

  該当事項はありません。 

 

５．公開買付者に対する質問 

  該当事項はありません。 

 

６．公開買付期間の延長請求 

  該当事項はありません。 

 

以上 
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(ご参考)「株式会社日平トヤマ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

（株式会社小松製作所（公開買付者）による当社株式の買付等の概要） 

平成20年１月16日 

 

各   位 

 

会 社 名 コマツ（株式会社小松製作所） 

代表者名 代表取締役社長 野路 國夫 

コード番号 6301 

上場取引所 東証一部、大証一部 

問合せ先 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 

  岡田 正 

Ｔ Ｅ Ｌ 03-5561-2616 

 

株式会社日平トヤマ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成20年１月16日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社日平トヤマ（コード：6130 

東証第二部 以下「日平トヤマ」といいます。）の普通株式を、日平トヤマを完全子会社化することを目的

とした公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

 

(１) 本公開買付けの概要 

 当社は、現在、日平トヤマの発行済株式総数の29.33％（14,835,000株）を保有しておりますが、今般、

日平トヤマを完全子会社とすることを目的として、日平トヤマの発行済株式の全て（当社が既に保有して

いる日平トヤマ株式及び日平トヤマの保有する自己株式を除きます。）の取得を目指した本公開買付けを実

施します。本公開買付けにおいては、買付予定の株券等の数に上限及び下限を設定しておりません。 

 本公開買付けは、日平トヤマの株主の皆様に対して、近時の市場株価よりも有利な価格にてその保有す

る株式を売却する機会を提供するものであります。 

 また、日平トヤマ取締役会は、平成 20 年 1 月 16 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する

ことを決議しております（但し、当社の取締役専務執行役員であり、日平トヤマの取締役でもある鈴木康

夫氏については、利益相反の問題が存するおそれがあるため、上記取締役会及び本公開買付けを承認した

当社の取締役会の審議及び決議にはいずれも参加しておりません。）。 

 

(２) 本公開買付けの背景及び経緯 

 当社は、「品質と信頼性」を追求して、お客様に喜んでいただける商品（ハードとソフト）を提供し、「企

業価値を 大化」することを経営方針としています。「企業価値とは、社会とすべてのステークホルダーか

らの信頼度の総和である」と考え、企業価値を向上させるために、業界トップレベルの収益性と財務体質

を維持し、世界市場、特にグレーター・アジアでのポジションを高めること、及び社会並びに株主の皆様

からの信頼度が反映される株式時価総額を意識した経営を続けることの二点を経営目標として定めていま

す。       

  

 

このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項及び同施行令

第 30 条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者とし

て、本書面の発表から 12 時間を経過するまでは、日平トヤマの株券等の買付け等が禁止される可能

性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政

上の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 
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この経営目標を達成するために、当社は平成13年より第一次経営構造改革に取り組み、収益基盤を強化す

るとともに、事業の選択と集中を進め、建設・鉱山機械及び産業機械・車両を中核事業として経営資源を

特化する体制にしました。平成18年からは、中核事業の持続的発展に向け、第二次経営構造改革をスター

トさせ、第一次経営構造改革より取り組んでいる「ダントツ商品の市場導入」、「グレーター・アジアでの

地位向上」、「固定費の更なる改善」に加え、バリューチェーン（コマツグループ・代理店・サプライヤー・

お客様の事業活動から生み出される価値）改革活動、現場力の強化、グローバルな人材育成に取り組んで

おります。 

 

 更に当社は、平成19年４月には、平成22年３月期をゴールとする中期経営計画「Global Teamwork for 

15」を新たに策定し、「フレキシブルな生産体制の確立」、「ユーティリティ（小型機械）事業の拡大」、「部

品事業の拡大」、「産業機械事業の強化」の具体的な成果の実現に向けて取り組んでおります。 

 その中で、自動車部品などの成形に使用されるプレス機械や板金機械、クランクシャフトミラーなどの

工作機械を中心とした産業機械事業は、建設・鉱山機械事業と並ぶコマツグループの中核事業として、Ｍ

＆Ａやパートナーとの提携も含めた事業拡大・強化を視野に入れ、日平トヤマへの出資を進めて参りまし

た。 

 他方、日平トヤマは、工作機械分野では自動車業界向けエンジン加工用トランスファーマシンや各種研

削盤、産業機械分野ではレーザ加工機や半導体・太陽電池業界向けワイヤソー等、各分野でトップクラス

のメーカーとして市場から高く評価されています。また、日平トヤマは「誠心誠意」“お客様に、製品に、

品質に、自分の仕事に、社会に、まごころこめて”の経営理念のもと、需要変動の大きい業界の中、中長

期的な経営課題として、工作機械及び産業機械のそれぞれの事業領域において得意な分野で１位を目指し

ており、その施策として、経営改革の加速をキャッチフレーズに一層の物流改革の促進、日程管理の徹底、

見える化運動や５Ｓ運動の推進等の改善、改革に取り組み、生産効率及び経営効率の向上を図り、安定収

益の構築と財務体質の改善・強化に取り組んでおります。 

 当社と日平トヤマは、ともに自動車関連業界や半導体関連業界を主要顧客とし、商品構成上の補完性が

高く、また、北陸地域にそれぞれ生産基盤を持っているという共通性もあり、当社は平成 18 年 12 月末に

日平トヤマの発行済株式総数の29.33％の株式を取得し、モノ作りをはじめとした購買・生産分野並びに販

売・サービス分野での協業効果の実現を目指して参りました。 

 当社と日平トヤマとの協業関係は順調であり、具体的な効果も実現しつつありますが、協業関係を通じ

て相互の信頼関係が醸成される中、日平トヤマが当社の完全子会社になることにより、研究・開発分野で

の協力やそれぞれの既存事業の枠を超えた新たな事業分野の共同開拓など、中長期的な経営課題により柔

軟かつ迅速に取り組めるメリットが大きいことから、当社と日平トヤマとは、平成 20 年 1 月 16 日付で当

社が日平トヤマを完全子会社化することを内容とする基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を

締結しました。本基本合意書の内容は、大要「４．その他」の「（１）当社と日平トヤマ又はその役員との

間の合意の有無及び内容」の②に記載の通りです。 

 また、当社の平成19年３月期のプレス事業及び工作機械等の産業機械事業の連結売上高は1,029億円、

日平トヤマの同事業年度の連結売上高は 826 億円であり、日平トヤマが当社の完全子会社になった場合に

は、連結売上高は 2,000 億円規模となります。これは、産業機械・工作機械メーカーとしては、世界トッ

プクラスの規模であり、需要変動の大きい業界の中で、より強固な経営基盤と競争力の更なる強化に繋が

るものと期待できます。 

 なお、当社は、日平トヤマの完全子会社化後も、日平トヤマの自主性・独立性を尊重し、経営陣、従業

員、事業領域、事業拠点、ブランド等につきましては、現状どおり継続していく所存であります。 

 

(３) 本公開買付け後の完全子会社化（いわゆる二段階買収に関する事項） 

 当社は、上記の通り、日平トヤマを完全子会社とすることを目的として、日平トヤマの発行済株式の全

て（当社が既に保有している日平トヤマ株式及び日平トヤマの保有する自己株式を除きます。）の取得を目

指した本公開買付けを実施します。しかし、本公開買付けにおいて日平トヤマの発行済株式の全てを取得

できなかった場合には、当社を完全親会社、日平トヤマを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」

といいます。）を実施する予定です。本株式交換により、本公開買付けに応募されなかった日平トヤマ株式

（但し、当社が保有している日平トヤマ株式を除きます。）はすべて当社の株式と交換され、当社の株式１

株以上を割り当てられた日平トヤマの株主は、当社の株主となります。なお、本株式交換は、会社法第784

条第 1 項に基づく略式株式交換として、株式交換契約書の承認につき日平トヤマの株主総会決議を経ない

で行う可能性があります。 

 本株式交換は、平成 20 年 10 月頃を目処に実施する予定です。本株式交換における株式交換比率は、当

社と日平トヤマそれぞれの株主の利益に十分配慮して、 終的には本公開買付け終了後に当社と日平トヤ

マが協議の上で決定いたしますが、現時点では、本株式交換により日平トヤマの株主が受け取る対価（当

社の株式。但し、当社の１株未満の端数を割り当てられた場合は、当該端数売却代金の分配となります。）
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の経済的価値は、本公開買付けの買付価格及び当社株式の市場株価水準その他の諸要因を勘案して、本公

開買付けの買付価格と同等のものとなることを予定しております。なお、本公開買付けと本株式交換の時

期の違い、当社及び日平トヤマの業績の変動、当社の株式の市場株価の変動その他の要因によって、当該

対価の経済的価値が影響を受ける可能性があります。本公開買付けは、日平トヤマの株主に対し、公開買

付けを経ることなく株式交換を実施する場合に比べて、金銭による対価をより早期に受領する機会を提供

するとともに、その後に予定している本株式交換により当社株式の交付を受ける機会を提供することで、

日平トヤマの株主にその受領する対価の内容及び時期について選択する機会を提供することができること

を勘案し、実施することといたしました。 

 なお、本株式交換に際しては、完全子会社となる日平トヤマの株主は、会社法の手続に従い、日平トヤ

マに対して株式買取請求を行うことができます。この場合の買取価格は、日平トヤマの業績の変動、株式

相場の影響及び裁判所の判断等により、本公開買付けの買付価格又は本株式交換により日平トヤマの株主

が受け取る対価の経済的価値と異なる可能性があります。 

 本公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際しての株式買取請求に係る税務上の取扱いについては、

各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。 

 本株式交換に伴い当社又は日平トヤマが受ける法律上・税務上の影響、本株式交換に関連する法律・税

務・制度等の改正や当局の解釈等の状況、米国証券法上の継続開示義務の有無、本公開買付け後の当社の

株式所有割合、当社以外の日平トヤマ株主による日平トヤマ株式の保有状況、当社及び日平トヤマの業績

の変動や株式市場の影響等によっては、本株式交換の実施の有無、時期若しくは条件又は完全子会社化の

方法に変更が生ずる可能性があります。本株式交換の内容又は完全子会社化の方法に変更があった場合の

変更の内容については、日平トヤマと協議の上、決定次第、速やかに公表いたします。 

 

(４) 上場廃止となる見込み及びその事由 

 本公開買付けにおいては、買付予定の株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次

第では、日平トヤマ株式は流動性等にかかる東京証券取引所の上場廃止基準に従い、本公開買付けの完了

をもって、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で、同

基準に該当しない場合でも、本株式交換により日平トヤマが当社の完全子会社となることが予定されてお

りますので、その場合には日平トヤマ株式に係る株券は上場廃止となります。上場廃止後は、日平トヤマ

株式に係る株券を東京証券取引所において売買することができなくなります。 

 

(５) 上場廃止を目的とする理由及び代替措置の検討状況 

 当社の産業機械事業と日平トヤマは、今後、研究・開発分野での協力やそれぞれの既存事業の枠を超え

た新たな事業分野の共同開拓など、中長期的な経営課題により柔軟かつ迅速に取り組む所存ですが、その

ような緊密な連携を容易に実行し得る 適な資本関係が望ましいと判断し、完全子会社化を行うものです。

その結果、両社はより一体となった価値観を共有し、機動性の高い経営によって統合された戦略を追求し、

競争力の更なる強化を図ることができます。上記の通り、日平トヤマ株式は上場廃止となる可能性があり

ますが、これは完全子会社化に向け実施される本公開買付け及び本株式交換によって、結果的に生じるも

のであります。 

 当社は、日平トヤマの株主の利益を保護するべく、上記(３)記載の方法により、上場廃止となる日平ト

ヤマ株式に代わる対価として現金又は当社株式の交付を受ける機会を日平トヤマ株主に提供しつつ、日平

トヤマを完全子会社化することを企図しております。 

 

(６) 当社と日平トヤマの株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

 該当事項はありません。 
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２．買付け等の概要 

（１）日平トヤマの概要 

① 商 号 株式会社日平トヤマ 

② 事 業 内 容 工作機械、産業機械の製造及び販売、不動産の販売等 

③ 設 立 年 月 日 昭和20年７月26日 

④ 本 店 所 在 地 東京都品川区南大井６丁目26番２号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 堀井 弘之 

⑥ 資 本 金 6,014百万円（平成19年９月30日現在） 

(株)小松製作所   29.33％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)   7.27％ 

トヨタ自動車(株)   5.37％ 

東芝機械(株)   5.35％ 

住友信託銀行(株)   3.44％ 

(株)北陸銀行   2.64％ 

日平トヤマ取引先持株会 2.20％ 

日平トヤマグループ従業員持株会 1.78％ 

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナ

ショナル・ビーエルシー 

（常任代理人 モルガン・スタンレー証券（株）） 

1.58％ 

日本マスタートラスト信託銀行（株） 1.48％ 

⑦ 大株主及び持株比率 

 （平成19年９月30日現在） 

資 本 関 係
当社は、日平トヤマの発行済株式総数の29.33％を保有し

ております。 

人 的 関 係
当社の取締役専務執行役員１名が、日平トヤマの社外取締

役に就任しております。 

取 引 関 係
当社による日平トヤマの工作機械及び部品の購入、並びに

当社のシステムの販売があります。 

⑧
当社と日平トヤマの 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

日平トヤマは当社の持分法適用関連会社であり、関連当事

者に該当します。 

 

（２）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成20年１月22日（火曜日）から平成20年３月17日（月曜日）まで（39営業日） 

 

② 日平トヤマの請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格    １株につき、1,250円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するに当たり、平成 19年 11 月から日平

トヤマに対しデュー・ディリジェンスを実施し日平トヤマの事業、財務、法務及び税務等リスクを把

握するとともに、デュー・ディリジェンスにおいて日平トヤマの経営陣が当社に提示した日平トヤマ

に関する事業計画に対し、デュー・ディリジェンスの結果、把握されたリスク項目に基づき分析を実

施しました。 

また当社は、フィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社（以下「野村證券」といいま

す。）に対し、買付価格の決定の参考資料として日平トヤマの株式価値の算定を依頼しました。野村證

券は、市場株価平均法、ディスカウンティッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいま

す。）の各手法を用いて日平トヤマの株式価値の算定を行い、当社は野村證券から平成 20 年 1 月 15

日に日平トヤマの株式価値の算定結果について報告を受けました。上記各手法において算定された日

平トヤマの普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。 
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市場株価平均法 836円から903円 

ＤＣＦ法    999円から1,529円 

 

なお、市場株価平均法に関しては、以下の各期間における東京証券取引所市場第二部における日平

トヤマ株式の平均株価（普通取引終値)に基づき株式価値の算定がなされております。 

 

株価採用期間 
１株当たり 

株式価値 

算定基準日終値 平成20年１月11日 836円 

直近１週間平均 平成20年１月７日～１月11日 879円 

直近１ヶ月平均 
平成19年 12月 12日 

～平成20年１月11日 
899円 

直近の重要事実公表日

以降36営業日平均 

平成19年 11月 15日 

～平成20年１月11日 
903円 

算定結果 836円～903円 

 

なお、上記直近の重要事実とは、平成19年 11月 14日に日平トヤマより公表された「業績予想の修

正に関するお知らせ」を指しております。 

 

また、本公開買付けにおける買付価格は、平成 20年１月 15 日までの過去１ヶ月間の東京証券取引

所市場第二部における日平トヤマ株式の普通取引終値の単純平均値 896 円（小数点以下四捨五入）に

対して39.51％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを加えた金額になります。 

 

② 算定の経緯 

当社は平成 18 年 12 月末に日平トヤマの発行済株式総数の 29.33％の株式を取得してから、両社の

協業効果の実現を目指して日平トヤマと協議を重ねて参りました。かかる協議の結果、日平トヤマを

完全子会社とすることが、コマツグループの中期経営計画の重点課題である産業機械事業の強化につ

ながり、コマツグループ全体の中長期的な企業価値の向上に資すると判断しました。 

当社は平成 19年 11 月から日平トヤマの事業、財務、法務及び税務等に関するデュー・ディリジェ

ンスを実施するとともに、当社の法務アドバイザーからの法的助言を適宜得て、日平トヤマとの間で

完全子会社化に関し、協議、検討を重ねて参りました。 

その結果、本公開買付けによる方法が当社と日平トヤマのそれぞれの株主の利益に も資すると判

断し、以下の経緯を経て決定された買付価格をもって本公開買付けを実施することを含む本基本合意

書を平成20年 1月16日付で日平トヤマと締結しました。 

 

（ⅰ）算定の際に意見を聴取した第三者の名称 

当社は本公開買付けにおける買付価格を決定するにあたり、野村證券より株式価値算定書を平成20

年１月15日に取得しております。 

 

（ⅱ）意見の概要 

野村證券は、市場株価平均法、ＤＣＦ法の各手法を用いて日平トヤマの株式価値算定を行っており、

各手法において算定された日平トヤマの普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりで

す。 

 

市場株価平均法 836円から903円 

ＤＣＦ法     999円から1,529円 

 

（ⅲ）当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯 

当社は、株式価値算定書の各手法の算定結果を比較検討し、市場株価平均法による算定結果の 低

値である 836 円からＤＣＦ法による算定結果の 高値である 1,529 円を日平トヤマの株式価値のレン

ジと考え、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において公開買付価格決定の際に
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付与されたプレミアムの実例を踏まえ検討を進めました。さらに、日平トヤマに対するデュー・ディ

リジェンスの結果、日平トヤマによる本公開買付けへの賛同の可否、日平トヤマ株式の市場株価の動

向、本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、日平トヤマとの協議・交渉の結果等も踏まえ、

終的に本公開買付けにおける買付価格を１株当たり1,250円と決定いたしました。 

 

 

③  算定機関との関係 

野村證券は、当社及び日平トヤマのいずれの関連当事者にも該当致しません。 

 

（５）買付予定の株券等の数 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定の下限 株式に換算した買付予定の上限 

34,346,648(株) ―(株) ―(株) 

(注１)本公開買付けにおいては、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりませんので、応

募株券等の全部の買付け等を行います。買付予定の株券等の数（以下「買付予定数」といいます。）

は、「株式に換算した買付予定数」に記載しているとおり日平トヤマが平成19年 12月 21日に提

出した第84期中半期報告書に記載された平成19年９月30日現在の発行済株式数（50,571,501株）

から、同日現在において日平トヤマが保有する自己株式数（1,389,853株）、及び当社が保有する

株式数（14,835,000株）を控除したものになります。 

(注２)単元未満株式も本公開買付けの対象としております。但し、応募に際しては、株券を提出する必

要があります（株券が公開買付代理人（後記「（11）公開買付代理人」に記載されているものをい

います。）を通じて株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」といいます。）により保管

されている場合は、株券を提出する必要はありません。）。なお、会社法に従って株主による単元

未満株式買取請求権が行使された場合には、日平トヤマは法令の手続に従い本日から買付け等の

期間（以下「公開買付期間」といいます。）の 終日までの間に自己の株式を買い取ることがあり

ます。 

(注３)本公開買付けを通じて、日平トヤマが保有する自己株式を取得する予定はありません。 

 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

 

買付け等前における当社の所有株

券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 14,835個
（買付け等前における株券等所有割合 

30.16％）

買付け等前における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数 未確定
（買付け等前における株券等所有割合 

未確定）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 34,346個
（買付け等後における株券等所有割合

100.00％）

日平トヤマの総株主の議決権の数 48,531個  

(注１)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、本日現在未確定ですが、公

開買付期間の開始日である平成20年１月22日までに調査の上、開示する予定です。 

(注２)「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数に係る議決権の数を

記載しております。 

(注３)「買付け等前における当社の所有株券等に係る議決権の数」の「買付け等前における株券等所有割

合」は、「日平トヤマの総株主の議決権の数」に対する割合となります。 

(注４)「日平トヤマの総株主の議決権の数」は、日平トヤマが平成19年 12月 21日に提出した第84期中

半期報告書に記載された平成19年９月30日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を1,000

株として記載されたもの）です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても買付け

等の対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等

所有割合」の計算においては、単元未満株式に係る議決権の数（上記半期報告書に記載された平成
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19年９月30日現在の単元未満株式651,501株から、平成19年９月30日現在の日平トヤマの保有す

る単元未満自己株式853株を控除した650,648株に係る議決権の数である650個）を加えて、「日平

トヤマの総株主の議決権の数」を49,181個として計算しております。 

(注５)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、

小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（７）買付代金   約 42,933百万円 

(注) 買付代金には、買付予定数（34,346,648株）に１株当たりの買付価格を乗じた金額を記載していま

す。 

 

（８）決済の方法 

①  買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

②  決済の開始日 

平成20年３月25日（火曜日） 

 

③  決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場

合は常任代理人)の住所宛に郵送します。買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る

売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等の

指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

④  株券等の返還方法 

後記「（９）その他買付け等の条件及び方法」の「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及

び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、

返還することが必要な株券等は、応募株主等の指示により、決済の開始日(公開買付けの撤回等を行っ

た場合は撤回等を行った日)以後速やかに、応募株主等への交付若しくは応募株主等(外国人株主等の場

合は常任代理人)の住所への郵送により返還するか、又は、当該株券等が応募の時点において公開買付

代理人(若しくは公開買付代理人を通じて保管振替機構)により保管されていた場合は、応募が行われた

時の保管の状態に戻します。 

 

（９）その他買付け等の条件及び方法 

① 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27

条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

買付等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりません。したがって、当社は、応募株券等の全

部の買付け等を行います。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)

第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ、第４号並びに同条第２項第３号

ないし第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買

付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの

開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいま

す。)第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

法第 27 条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に日平トヤマが令第13条第１項に定め

る行為を行った場合には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを

行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日

本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令

第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなさ
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れた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買

付け等を行います。 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができ

ます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時 30 分までに下記に指定する者の本店又は

全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面

(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公

開買付期間末日の 15時 30 分までに到達することを条件とします。なお、当社は、応募株主等による

契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはあ

りません。また、保管した応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本

経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第

20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、

当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

  

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、法第 27条の８第 11項ただし書に規定する場合を除

き、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府

令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開

買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但

し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した

書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に

規定する方法により公表します。 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成20年１月22日（火曜日） 

 

（11）公開買付代理人 

野村證券株式会社 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

（１）本公開買付け後の方針等 

本公開買付け後の方針等については、「１．買付け等の目的」をご参照ください。 

 

（２）今後の業績への影響の見通し 

本公開買付けが平成20年３月期業績予想に与える影響については、確定次第速やかに開示いたしま

す。 
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４．その他 

（１）当社と日平トヤマ又はその役員との間の合意の有無及び内容 

① 本公開買付けについては、日平トヤマの平成 20 年 1月 16 日開催の取締役会において賛同を得てい

ます。 

② 当社は、日平トヤマとの間で、大要以下の事項を内容とする本基本合意書を平成 20 年 1月 16 日付

で締結しています。 

 

（ⅰ）本公開買付けの開始と賛同 

当社は、日平トヤマが本公開買付けに賛同し日平トヤマ株主に対して本公開買付けへの応募を勧

める取締役会決議を行いこれを公表していること、当社若しくは日平トヤマの事業若しくは資産に

対する重大な悪影響その他の取引に重大な悪影響を与えうる事情が生じていないこと等の一定の条

件が満たされていることを前提条件として、平成20年 1月22日に本公開買付けを開始する。日平

トヤマは、本公開買付けに賛同する取締役会決議を公表するとともに同内容の意見表明報告書を提

出し、日平トヤマの株主が本公開買付けに応募することを促進するために必要となる手続に 大限

協力する。 

 

（ⅱ）競合取引等に関する協議 

日平トヤマ株式を対象とする公開買付けその他の本公開買付けに競合する取引が第三者により開

始された場合若しくは開始される可能性が明らかになった場合、又は、本基本合意書に記載する一

定の義務の履行等が日平トヤマ若しくは当社の取締役若しくは監査役の善管注意義務の違反をもた

らす合理的な可能性がある場合には、日平トヤマと当社とは対応について誠実に協議する。 

 

（ⅲ）株式交換に関する基本合意 

本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けの決済開始日後実務的に可能な限り速やかに（平

成20年 10月頃を目処とする。）、当社及び日平トヤマは、本株式交換を実施する予定であることを

確認する。 

本株式交換における株式交換比率は、当社と日平トヤマそれぞれの株主の利益に十分配慮して、

終的には本公開買付け終了後に当社と日平トヤマが協議の上で決定するが、現時点では、本株式

交換により日平トヤマの株主が受け取る対価（当社の株式。但し、当社の１株未満の端数を割り当

てられた場合は、当該端数売却代金の分配。）の経済的価値は、本公開買付けの買付価格及び当社株

式の市場株価水準その他の諸要因を勘案して、本公開買付けの買付価格と同等のものとなることを

予定している（但し、本公開買付けと本株式交換の時期の違い、当社及び日平トヤマの業績の変動、

当社の株式の市場株価の変動その他の要因によって、当該対価の経済的価値が影響を受ける可能性

がある。）ことを、当社及び日平トヤマは確認する。本株式交換に伴い当社又は日平トヤマが受ける

法律上・税務上の影響、本株式交換に関連する法律・税務・制度等の改正や当局の解釈等の状況、

米国証券法上の継続開示義務の有無、本公開買付け後の当社の株式所有割合、当社以外の日平トヤ

マ株主による日平トヤマ株式の保有状況、当社及び日平トヤマの業績の変動や株式市場の影響等に

よっては、本株式交換の実施の有無、時期若しくは条件又は完全子会社化の方法に変更が生ずる可

能性があることを、当社及び日平トヤマは確認する。本株式交換の内容又は完全子会社化の方法に

変更があった場合の変更の内容については、当社と日平トヤマは協議の上、決定次第、速やかに公

表する予定であることを、当社及び日平トヤマは確認する。日平トヤマは、本株式交換又は上記に

より決定されたその他の方法による完全子会社化手続を行うために必要となる手続に 大限協力す

る。 

 

（ⅳ）表明及び保証 

日平トヤマは、当社に対し、(ア)下記（ⅴ）で公表される事実を除き、法第166条第1項に定め

る重要事実であって未公表のもの及びかかる重要事実に該当する可能性がある事実として日平トヤ

マが公表を予定、検討又は調査している事実は存在しないこと、並びに(イ)日平トヤマから当社に

対して提出された情報について重大な誤りは存在せず、日平トヤマは当社に対して重大な情報を全

て開示していることを、それぞれ表明し保証する。 

 

（ⅴ）重要事実の公表 

日平トヤマは、本公開買付けの開始に先立ち、法第166条第1項に定める重要事実であって、未

公表であり、日平トヤマが当社に対して開示し又は入手可能にした事実に関するプレスリリースを

行う。 
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（ⅵ）日平トヤマの業務遂行 

日平トヤマは、善良なる管理者の注意をもってその事業を運営する。日平トヤマは、通常の業務

遂行の範囲を超え、かつ、日平トヤマの企業価値又は経営状況に重大な影響を及ぼしうる行為を行

ってはならない。 

 

（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

日平トヤマは、平成19年 11月 14日付プレスリリース「業績予想の修正に関するお知らせ」におい

て、平成19年５月14日に公表した平成20年３月期通期（平成19年４月１日～平成20年３月３１日）

の業績予想の修正を公表しております。当該プレスリリースに基づく、日平トヤマの平成20年３月期

通期の業績予想数値は以下のとおりです。また、以下の公表の内容の概要は、日平トヤマが公表した

内容を一部抜粋したものであり、当社はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、

また実際にかかる検証を行っておりません。 

 

１.平成20年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
一株当たり

当期純利益

前回発表予想（Ａ） 81,000 7,000 6,300 4,500 
円 銭

91.46 

今回修正予想（Ｂ） 90,000 7,700 7,400 5,200 105.73 

増 減 額（Ｂ－Ａ） 9,000 700 1,100 700  

増 減 率（％） 11.1 10.0 17.5 15.6  

（ご参考） 

前期（平成19年３月期）実績 
82,593 9,975 9,368 5,740 116.82 

 

２.平成20年３月期通期業績予想数値の修正（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
一株当たり

当期純利益

前回発表予想（Ａ） 73,000 5,200 5,000 3,700 
円 銭

75.20 

今回修正予想（Ｂ） 82,000 6,200 6,100 4,500 91.50 

増 減 額（Ｂ－Ａ） 9,000 1,000 1,100 800  

増 減 率（％） 12.3 19.2 22.0 21.6  

（ご参考） 

前期（平成19年３月期）実績 
74,330 8,007 7,833 4,498 91.40 
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※  このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第167条第３項及び同施行令第30条の規定により、

内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、本書面の発表から12時間を経過するまで

は、日平トヤマの株券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行っ

たことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承くだ

さい。 

※  このプレスリリースは、当社による日平トヤマに対する公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付け等の

申込みの勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。売付け等の申込みをされる際には、必ず当

社が作成する本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧頂いた上で、ご自身のご判断で申込みを行ってください。 

※  このプレスリリースには、日平トヤマ株式を取得した場合における、当社の経営陣の考え方に基づく、事業展開の見通しを

記載してあります。実際の結果は多くの要因によって、これらの見込みから大きく乖離する可能性があります。 

※  このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が当該公開買付けにかかるいかなる契約の根拠となることも

なく、また契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

※  国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配布に法令上の制限又は制約が課されている場合がありますので、

それらの制限又は制約に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域に

おいては、本プレスリリース又はその訳文を受領されても、本公開買付けに関する株券等の売付け等の申込みの勧誘又は買付

け等の申込みをしたことにはならず、情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 

以 上 
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