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（財）財務会計基準機構会員 

平成 20年 4月 22日 

各  位 
会 社 名 国際航業ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長   田二谷 正純 
        （コード番号 9234 東証第一部） 
問合せ先 取締役経営本部長 吉川 正嗣 

                            （TEL. 03-6361-2442代表） 
 

アジア航測株式会社の株式取得に関するお知らせ 
 

当社は、平成 20年 4月 22日開催の取締役会において、アジア航測株式会社（以下、「アジ

ア航測という。」）の一部株式を取得することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．株式取得の目的 

当社は平成 19年 10 月に純粋持株会社に移行し、持株会社としてグループの企業価値向上

を目指して、グループ各社との相乗効果が見込まれる企業との連携を積極的に推進していま

す。 

 当社グループの主力子会社で空間情報ビジネス、防災ビジネス、環境ビジネス等を行う国

際航業株式会社（以下、「国際航業」という。）は、公共事業の縮減や価格競争などを要因と

して厳しい事業環境に置かれており、当社は国際航業経営陣と共に経営改革手法について検

討・協議してまいりました。かかる検討・協議の結果、アジア航測との経営統合を通じて空

間情報を基盤とする防災、環境分野の強力な技術者集団の形成により絶対的・安定的経営基

盤を構築することが必要との認識に至り、アジア航測との経営統合の実現を目指し、アジア

航測の株式を取得することを決定いたしました。 

 当社は 4月 7 日の丸岡代表取締役社長との面談の機会において、アジア航測の株式取得方

針をお伝えすると共に、国際航業とアジア航測との経営統合案の骨子をご説明させていただ

き、その後の面談でご説明内容をまとめた提案書を提出させていただきました。 

 この提案は、アジア航測との経営統合により、空間情報技術を基盤として環境、防災分野

の強力な技術者集団を形成し、事業特性の異なる「国・都道府県」「市町村」「民間」の顧客

別組織への再編により、それぞれの事業をより大きく成長させていくこと目的とした内容で

あります。参考までに当該提案の要点をまとめた内容を添付いたしますのでご参照ください。 

 当社ではこの経営統合の実現により、両社の株主、お客様、従業員を含むステーク・ホル

ダーの皆様にとっての価値を飛躍的に向上させることができるものと確信しております。 

現時点においてアジア航測からは当社提案に対して明確なご回答を頂いておりませんが、

当社は相互の充分な理解の下で協議を進めていくことを強く望んでおり、引き続きアジア航

測との協議を進め、経営統合の実現に向け邁進する所存でございます。 
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２．株式を取得する会社の概要 

(1) 商 号： アジア航測株式会社 

(2) 代 表 者      ： 代表取締役 丸岡 大祐 

(3) 本 店 所 在 地      ： 東京都新宿区新宿 4丁目 2番 18号 新宿光風ビル 

(4) 設 立 年 月 日      ： 昭和 24年 12月 

(5) 主な事業内容： 情報システム事業、建設コンサルタント事業 

(6) 決 算 期：   9月 30日 

(7) 従 業 員 数      ： 943名（平成 19年 9月 30日現在） 

(8) 資   本   金： 1,272百万円 （平成 19年 9月 30日現在） 

(9) 発行済株式総数： 15,180,000株（平成 19年 9月 30日現在） 

(10) 大株主構成および所有割合：            （平成 19年 9月 30日現在） 
株主名 所有株式数 所有割合 

日本アジアホールディングズ株式会社 4,256,000株 28.04％ 
株式会社アイディーユー 1,900,000株 12.52％ 
アジア航測株式会社 710,000株 4.68％ 
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式

会社 
700,000株 4.61％ 

日本国土開発株式会社 500,000株 3.29％ 
(11) 当社との関係： 資本関係、人的関係、取引関係はいずれもありません。 

(12) 最近事業年度における業績の動向： 
 平成 17年 9月期 平成 18年 9月期 平成 19年 9月期 

売 上 高 19,287百万円 18,719百万円 19,478百万円 

経 常 利 益 －704百万円 －63百万円 246百万円 

当期純利益 －1,618百万円 -869百万円 98百万円 

総 資 産 12,090百万円 11,139百万円 11,707百万円 

 

３．株式取得の方法、取得株数、取得価額等 

（１）株式取得方法  日本アジアホールディングズ株式会社より譲受け 

（２）株式取得数  普通株式 4,392,000株 

（３）取得前後の当社所有株式の状況 

異動（取得）前       0株 （当社所有割合 0.00％） 

異動（取得）後   4,392,000株 （当社所有割合 28.93％） 

   （なお、上記とは別に国際航業がアジア航測株式 1,000株を取得しております） 

（４）取得価額（概算） 2,152百万円（１株あたり 490円） 

（５）取得の経緯及び取得額の算定基礎 

当社は、当社の企業価値向上策について検討・協議を行ってまいりましたが、

かかる検討・協議の結果、当社の主力子会社である国際航業と、同社の事業領域

を共に主力事業とするアジア航測との経営統合により、各種リソースを集約し適

切な事業形態に再配分することによって絶対的・安定的な経営基盤を構築するこ

とが、当社の企業価値を向上させ、再び成長軌道に乗せるために必要であると認
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識するに至り、当社の親会社である日本アジアホールディングズ株式会社に対し

て、国際航業とアジア航測との経営統合を通じた企業価値向上策を提案し、同社

が保有するアジア航測の株式の譲渡を申し入れいたしました。 

 その後、同社より 1 株あたり 490 円で対象株式を譲渡する旨の提案を受けまし

た。 

 提案を受けた 1 株あたり 490 円は、東京証券取引所におけるアジア航測の普通

株式の平成 20年 4月 16日の終値 338円、並びに平成 20年 4月 16日までの過去 6

ヶ月間の終値の平均値 423円（小数点以下四捨五入）、過去 3ヶ月間の終値の平均

値 402 円（小数点以下四捨五入）をいずれも上回っており、現時点における対象

会社の株式市場における評価を上回っております。 

 当社では、市場株価法、簿価純資産法、DCF法等の各算定方法を用いて株式価値

分析を行い、市場株価法では上記の通り 402 円から 423 円、簿価純資産法では季

節変動による業績への影響を考慮して平成 19年 9月期の実績から 426円、DCF法

では対象会社が公表した「中期事業計画」を参考に算定した結果 497 円となり、

対象会社の株式価値の範囲を 402円から 497円と算定しました。 

当社はこれらの算定結果により示された株価レンジを考慮するとともに、アジ

ア航測との今後の経営統合の実現可能性や経営統合実現による企業価値増加の見

通し、アジア航測の技術者など社員の状況、保有する技術力、官公庁や民間企業

等の顧客基盤やこれまでの受注実績などアジア航測の無形の経営資源等も評価に

加えて総合的に慎重な検討を行った結果、1株 490円で株式を譲り受けることを決

定しました。 

 

４．日程 

平成 20年 4月 22日  取締役会決議、株式譲渡契約締結 

平成 20年 5月中  払込み及び株券受渡し 

 

５．業績に与える影響 

株式取得後の業績見通しについては現段階では未定です。 

 

 

以上 
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（添付資料）
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１．アジア航測の株式取得について



4

１．アジア航測の株式取得について

本日(4/22）開催した取締役会において、アジア航測株式会社の
一部株式を取得することを決議しました。

１．株式を取得する会社の内容

（１）商号 ： アジア航測株式会社

（２）代表者 ： 代表取締役 丸岡 大祐

（３）本店所在地 ： 東京都新宿区新宿4丁目2番18号 新宿光風ビル

（４）設立年月日 ： 昭和24年12月

（５）主な事業内容 ： 情報システム事業、建設コンサルタント事業

（６）決算期 ： 9月30日

（７）従業員数 ： 943名（平成19年9月30日現在）

（８）資本金 ： 1,272百万円 （平成19年9月30日現在）

（９）発行済株式総数 ： 15,180,000株（平成19年9月30日現在）
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１．アジア航測の株式取得について

２．株式取得の概要

（１）株式取得方法 ： 日本アジアホールディングズ株式会社より株式を取得

（２）株式取得数 ： 普通株式4,392,000株

（３）取得前後の当社所有株式の状況 ：

異動（取得）前 所有株式数 0株 （当社所有割合 0.00％）

異動（取得）後 所有株式数 4,392,000株 （当社所有割合28.93％）

※ なお、上記とは別に国際航業がアジア航測株式1,000株を取得しております。

（４）取得価額（概算） ： 2,152百万円

３．日程

平成20年4月22日 ： 取締役会決議、株式譲渡契約締結

平成20年5月中 ： 払込み及び株券受渡し
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２．経営統合による事業再編について
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「経営統合による事業再編」

（１） 経営統合による事業再編

アジア航測アジア航測

経営統合

事業再編

経営統合

事業再編

国際航業

経営資源の共有化

事業運営の効率化

持続的成長可能な

絶対的・安定的

経営基盤を構築

企業価値向上へ

新ホールディングス体制によるグループ経営

国際航業ホールディン
グスによるアジア航測
の株式取得
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（２） 事業再編の目的

国際航業グループ【公共事業部門】 を取り巻く市場環境

収益の核となっている公共事業に関わる国や地方公共団体などでは、逼迫する財政状況から、従前のような潤沢な投資が期待できない。また、
国・県では技術評価を主とする契約方式が増加し、市町村では、自治体経営に立脚した柔軟な企画提案力が要求されている。

したがって、公共系事業の２つの大きなセグメントである市町村を主力市場とする空間情報事業、国・県を主力市場とする建設コンサルタント事
業のいずれも、従来のような同質的な経営改革ではなく、抜本的な解決が不可欠である。

中期経営計画の骨子

2008年度を初年とする新たな中期経営計画では、創業の原点に立ち戻り、業界を先導し世界レベルで戦える空間情報技術を基盤として、2つの
セグメント事業を再構築することを最優先とする。特に、これらの利活用分野となる建設コンサルタント事業は、調査、計画、設計を網羅するだけで
はなく、政策提言できるレベルまで事業を拡大する。

国際航業グループが中期経営計画を達成するための課題

空間データ取得・加工を中心とする、空間情報技術力の大幅な強化と、環境・防災分野での有資格者を中心とした重厚な技術者集団形成が必
須である。これらを短期に達成するためには、国際航業との補完関係が成り立つような、上記2つの要素をもつ他社との統合が必須である。

アジア航測との統合が最も効果が大

アジア航測は、国際航業と同様に、空間情報事業をベースとして建設コンサルタント分野を拡充し発展してきた技術指向型の企業であり、展開
する事業領域や営業展開も、同じ形態をとっているが、その内容には大きな差がある。それは、空間情報事業では、アジア航測がデータ取得技術
に重点を置いているのに対し、国際航業は統合型GISのような応用分野に重きを置いていること。一方、建設コンサルタント事業では、アジア航測
が調査分野に重点をおいているのに対し、国際航業は計画・設計に軸足を置いた展開を行っていることである。従って、前述した国際航業から見
た課題解決には、アジア航測との経営統合が最善と判断した。

両社にメリットが生まれる統合

市場環境を打破するための課題やその手法を模索する現状は、アジア航測も同じである。現在の市場の制度下では、統合に至る過程で、幾つ
かの課題に直面せざるを得ないことも否定しないが、それ以上の相乗効果が期待できる。グローバルレベルで戦える空間情報技術に対する投資
と技術力保持、その結果、生まれる市場開発力や価格形成・主導力は計り知れない。また、それらを利活用する建設コンサルタント事業は、同種
の他の大手企業と肩を並べる規模にすることで、現存市場には存在しないようなサービスを事業展開できる。さらには、これらの総合力を持って
民間分野、海外分野での新たな市場が広がると確信する。
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（２） 事業再編の目的

国際航業【公共事業部門】を取り巻く市場環境

国・都道府県事業国・都道府県事業 市町村事業市町村事業

技術評価を主とする
契約方式へ

技術評価を主とする
契約方式へ

自治体経営に立脚し
た企画提案力強化へ

自治体経営に立脚し
た企画提案力強化へ

その他事業その他事業

過酷な価格競争へ過酷な価格競争へ

従来のような同質的な経営改革では抜本的な解決は困難従来のような同質的な経営改革では抜本的な解決は困難

国際航業 中期計画の骨子

空間情報技術を基盤とした

事業の再構築

空間情報技術を基盤とした

事業の再構築

政策提言出来るレベルの

技術者集団の形成を目指す

政策提言出来るレベルの政策提言出来るレベルの

技術者集団の形成を目指す技術者集団の形成を目指す

＜必須要件＞

空間情報技術力の
一層の強化

防災・環境の技術者
の強化

他社との統合
によるリソース
強化が必須

他社との統合他社との統合
によるリソースによるリソース
強化が必須強化が必須
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空間技術活用のコンサルタント事業

（２） 事業再編の目的

市場開発力・価格形成・主導力

要素技術の補完による技術力強化

空間情報事業 建設コンサルタント事業

データ取得 応用技術 調査・解析 計画・設計

データ取得 応用技術 調査・解析 計画・設計

国際航業

アジア航測

力を入れている分野

両社にメリットが生まれる統合

国際航業国際航業

アジア航測アジア航測

課題は同じ

統合

世界レベルで戦える投資力・開発力

現在の市場には存在しない

新たな成長領域

現在の市場には存在しない

新たな成長領域

総合力による

民間・海外の開拓

総合力による

民間・海外の開拓

スケールメリットによる

企業価値拡大

スケールメリットによる

企業価値拡大
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（３） 事業再編の概要

新ホールディングス

Y（旧国際航業） Ｚ（旧アジア航測）X

民間事業会社 市町村事業会社 国・県事業会社

日本アジアホールディングズ

市町村

民間

市町村

都道府県

中央官庁

民間

民間

顧客別事業体制への事業再編

中央官庁

都道府県

研究開発
シェアード
サービス

共通機能の集約

顧客別に事業を集約
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（３） 事業再編の概要

１．顧客別事業会社体制

� 事業特性の異なる「国及び都道府県」、「市区町村」、「民間」の顧客別に
事業を再編。

⇒ 両社のリソースを各事業会社へ再配分して事業展開力を強化

２．事業再編の形態

� 「市町村」事業会社 ⇒ 国際航業を母体として社名変更

� 「国及び都道府県」事業会社 ⇒ アジア航測を母体として社名変更

� 「民間」空間系事業会社 ⇒ 新設

� 国際航業ホールディングス ⇒ 新ホールディングスとしての新たな

経営ビジョン

� 研究開発、シェアードサービス ⇒ 2社の共通機能を共有化、コスト削減

※事業再編はいずれも会社分割による法的な事業継承を想定
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