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当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 
 

当社は、平成20年９月29日開催の取締役会において、有限会社弘林（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について下記のとおり

意見を表明することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う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、株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック証券取引所」といいます。）の株

券上場廃止基準に該当した場合、当社の株券は、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、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付けの成立後に下記「２.（４）本公開買付け

後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項について）」に記載のとおり、当社と合併し、適

用ある法令に従い、当社の自己株式を除く公開買付者以外の株主の皆様が保有する当社株式に代えて金銭の

交付を予定しておりますので、その場合には当社の株券は上場廃止となります。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

 （平成20年９月29日現在） 

（１） 商 号 有限会社弘林 

（２） 事 業 内 容 

①損害保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務 

②不動産の賃貸及び管理業務 

③有価証券への投資 

④前各号に附帯する一切の事業 

（３） 設 立 年 月 日 平成３年11月27日 

（４） 本 店 所 在 地 神奈川県川崎市多摩区宿河原四丁目19番21号 

（５） 代表者の役職・氏名 取締役 林 弘 

（６） 資 本 金 の 額 960万円 

林 弘 50.00％   
（７） 大株主及び持株比率 

小松久美子 50.00％   

資 本 関 係 
公開買付者は、当社の発行済株式総数に対する所有割合の

7.81％（345,600株）を保有しております。 
（８） 

公開買付者と当社の 

関 係 等 

人 的 関 係 
当社の代表取締役社長である林弘は、公開買付者の取締役を兼

任しております。 
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取 引 関 係 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 へ 

の 該 当 状 況 

公開買付者は、当社の役員及びその近親者が議決権の過半数を

出資している会社であり、関連当事者に該当します。 

 

 

２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（１）本公開買付けに関する意見の内容 

当社は平成 20 年９月 29 日開催の取締役会において、特別利害関係を有する林弘以外の取締役全員の賛成により、公

開買付者による本公開買付けに賛同するとともに、当社の株主の皆様に対し本公開買付けへの応募を勧める旨を決議い

たしました。また、米光信博（林弘の二親等の親族であることから外形的に判断の客観性に疑義を生じるおそれがある

ため、上記の取締役会に出席しておりません。）を除く社外監査役を含めたいずれの監査役も当社の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。従いまして、当社は、本公開買付けが

実施された場合には、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することをお勧めいたします。 

 

（２）本公開買付けに関する意思決定の過程 

当社は、昭和 38 年８月に設立された非破壊検査事業を主力事業とする株式会社です。なお、非破壊検査事業とはプラ

ント・重機・ビル等の構造物を解体することなくその傷や劣化の状況を調査する事業です。 

当社は、設立以来、日本の経済成長及び産業界の発展の中で、鉄鋼・石油精製・石油化学等の各種産業界における全

国的規模での活発なプラント建設、エネルギー需要の増大に伴う水力・火力・原子力発電所の建設や増設、並びにＬＰ

Ｇ／ＬＮＧ基地や石油備蓄基地の新・増設による各種タンクの建設や配管の敷設等が進んだことに伴う建造物非破壊検

査の需要増加により、順調に成長してまいりました。当社は、当初は自社技術員による検査を中心に取り組み、また、

石油精製及び石油化学のプラント新設が低調になってきた昭和 60 年頃からは、外注を積極的に活用しながらＬＰＧ／Ｌ

ＮＧ基地や原子力発電所等の分野にも対象を拡大してきました。 

この間当社は、日本メーカーによるプラント輸出の増加に伴う海外における検査業務に同業他社に先駆けて進出し、

昭和 40 年におけるシンガポールのモービル石油ジュロン製油所のタンク建設に伴う検査業務の受注を皮切りに、昭和

42 年にはブルネイシェル石油によるＬＮＧプラント建設に伴う検査・焼鈍工事を韓国の韓国工業検査と共同で受注した

他、海外数十ヶ所に社員を派遣する等、日本国内のみならず海外においても、検査・計測・溶接前後の熱処理分野にお

ける技術で高い評価を獲得してきました。 

現在では川崎に本社を置くとともに、全国 18 ヶ所に営業所及び出張所を設置して、事業の全国展開を図り、拠点を拡

大しております。 

また、平成７年には日本証券業協会（現 ジャスダック証券取引所）に株式の店頭登録を果たし、平成 16 年にはジャ

スダック証券取引所に株式を上場しております。 

しかし、当社の海外事業に関しては、日本人検査員の賃金水準が世界の最高水準に達したこと、及び開発途上国にお

ける技術発展が進んだことにより、海外における日本人検査員による検査に対する需要は減少し、当社の現在の海外事

業としては、プラント・エンジニアリング会社による海外検査におけるスーパーバイザーの派遣にとどまっています。 

また、国内事業に関しては、日本における非破壊検査業界は近年かつてない転換期を迎えており、当社を取り巻く経

営環境は厳しいものへと変化してきました。 

まず、市場規模の成長鈍化があります。すなわち、戦後の起業家による企業創設に端を発する日本における非破壊検

査業界は、その後の化学・石油・鉄鋼・建設・電力・ガス等の顧客業界における設備投資及びそれに伴う検査需要の増

大に支えられ、短期的な拡大・縮小を繰り返しながらも中長期的には成長を続けてきましたが、顧客業界における設備

投資の減少、公共事業の削減等に伴い、建造物非破壊検査の需要の見通しは不透明な状況にあります。受注産業である

非破壊検査事業は需要の変動が大きいため、採算性を重視すれば選別受注となり売上シェアが低下し、売上シェアを重

視すれば採算性が落ちる、という事業特性を有しており、現に当社は近年受注に際して採算性を重視してきた結果、上

位競合他社との売上高比較においてはシェアの低下傾向が続いております。 

次に、技術員の高齢化及び新規人員の確保難があります。検査業務を恒常的に受注する最大の決め手は、顧客が満足

する質の高い技術者を確保し、顧客からの突然の発注や、工事内容、派遣人員の職種の変更要求にも出来るだけ速やか
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に対応できる動員力を構築し、維持することにあります。しかしながら、今日までの非破壊検査業界の成長を支えてき

た熟練技術員の多くは現在引退期を迎えており、その技術・技能を伝承するとともに、大規模な検査需要にも対応でき

る次世代の人員を多数確保・育成し、動員力を増強することが業界各社に共通する課題となっております。 

このような業界の環境下、当社は、現在まで、市場規模の成長鈍化への対応として、①より一層の営業活動の積極的

な展開（原子力発電所の建設及び関連施設に関わる工事、ＬＮＧの受入基地建設及び導管敷設に関わる工事、石油・石

油化学及び火力・原子力発電所等における新技術システムによる保守・保全業務、高速検査装置による原油タンク及び

配管の腐食検査等の分野における、既存顧客に対する受注拡大と新規顧客の開拓）や、②既存構造物の補修・補強に伴

う調査・計測・検査、環境を考慮した振動・騒音測定、耐震及び防振性能等に関わる調査並びに建設工事現場の施工管

理に関わる計測コンサルタント業への営業範囲の拡充に取り組んできたほか、次世代の人員を多数確保・育成し、かつ

動員力を増強すべく、③顧客業界の設備投資の状況により変動する受注動向から損益管理上許容される範囲内で人員採

用に取り組むと同時に、既存外注先に対する人員増強要請や新規外注先の開拓等により必要となる動員力の維持等に取

り組み、事業基盤の強化・拡大を目指してまいりました。かかる施策の結果、平成 20 年３月期には、連結売上高約

9,440百万円（前年度比13.4％増）に達しております。 

しかしながら、前述のような、市場規模の成長鈍化、技術員の高齢化及び新規人員の確保難等の環境変化が近い将来

改善に転じるという見込みはなく、今後は、多数の中小規模事業者を含む企業群が並存する非破壊検査業界の構造のな

かで限られた需要をめぐっての多数の事業者による顧客獲得競争が激化し、弱者の淘汰と業界再編が不可避的に加速す

ることが予想されます。このような今後見込まれる加速度的な業界の構造変化に対して、上記のような施策の延長線上

にある取り組みだけでは激化する競合他社との競争に勝つことは困難となる状況が予想されます。 

当社の代表取締役社長である林弘は、上述のような当社及び非破壊検査業界を取り巻く状況下で、中長期的かつ持続

的に企業価値を向上させるための方策について検討を重ね、また、投資先企業の企業価値向上に関する豊富な実務経験

とコンサルティングノウハウ等を有するヴァリアント・パートナーズ株式会社（以下「ヴァリアント」といいます。）と、

当社の経営上の課題や将来の可能性などを踏まえた企業価値向上のための経営施策について検討する機会を得て協議を

行いました。 

その結果、林弘は、当社が上記のような厳しい環境の中で中長期的な視点に立って企業価値の向上を目指すためには、

短期的な売上及び利益の成長を目的としない、Ｍ＆Ａによるものも含む、より一層の人材投資、設備投資、及び研究開

発投資を大規模かつ迅速に行うことが必要不可欠な経営施策であると認識し、次の諸方策を含む抜本的な経営改革を早

急に行うことにより、上位競合他社に対する売上シェアの低下に歯止めをかけ、売上及び利益の中長期的な拡大を図る

ことが必要との結論に至りました。 

具体的には、①短期的な受注見通しにとらわれることなく、技術員の新規採用数を大幅に増加させ、熟練技術員から

の技術・技能の伝承を円滑に進めるとともに、近年ますます増加している大規模な受注に対しても機動的に対応できる

よう、動員力を大幅に引き上げること、②特定労働者派遣事業の届出を行い実施している検査技術員の派遣業務につき、

派遣社員不足を解消するため今後早急に外注先を統合し検査技術を身につけた社員を増加させること、③最新鋭機器を

導入して受注活動を活発化させている競合他社に対し、保有設備において劣後しないよう、老朽化した検査機器の大規

模な更新投資を実施するとともに、クリーンエネルギーとしての天然ガスの普及により、今後ますます増加することが

予想されるＬＮＧ基地の新規建設に係る大型検査需要を受注するために不可欠な、最新鋭の大型Ｘ線装置（１台当たり

約 40 百万円）等の高額な機器を多数新規導入し設備能力を増強すること、④検査機器の発達に伴い、機器を保有さえし

ていれば実施できる検査を行うだけではなく、機器を使いこなしながら分析・提案までをもカバーする検査サービスが

求められるなど、複雑化・高度化する顧客の要望に適合し、競合他社と技術的に明確に差別化された検査サービスを提

供できるよう研究開発体制を強化すること、といった事業構造の転換が挙げられます。 

但し、このような経営改革を実行するには相応の期間が必要となり、その効果が直ちに現れるものではないことから、

一時的にせよコストの増加やキャッシュフローの悪化に伴う財務状況や業績の悪化が見込まれ、また、それらに起因す

る株価の下落が予想される等、構造転換に伴うリスクが極めて大きなものとなる危険性があります。例えば、大規模な

設備投資及び研究開発投資を実施すれば、財務体質がこれまでと比べ悪化せざるを得ません。また、大規模な人材投資

を実行すれば、労務費が大幅に上昇するだけでなく、稼働率を維持するために採算性の低い受注にも対応せざるを得な

い可能性があります。そして、これらの短期的な犠牲を伴う経営改革は、資本市場から十分な評価を得られない可能性

があり、株主の皆様に対して、短期的にマイナスの影響を及ぼす可能性が否定できません。 

よって、上記の諸方策を実現するためには、当社を中長期的に支援することができる中核安定株主、経営陣及び従業

員が一体となり、経営陣が中長期的な視点に立って自己責任において柔軟かつ機動的な経営判断を実現できる経営体制
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を構築することが不可欠と考えられます。 

林弘は、上記のような経営改革に伴うリスクを当社の一般株主の皆様に負って頂くことを回避すると共に、今まで以

上に迅速かつ機動的に上記のような経営改革を推進することが可能な経営体制へ転換するための手段について、ヴァリ

アントの助言を受け、当社の経営陣と協議をいたしました。その結果、当社の株主の皆様にその所有する株式売却の機

会を提供することを条件に、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注）の手法により当社の株式の非上場化を行うこと

が最善であると判断し、公開買付者、林弘とヴァリアントの運営するヴァリアント壱号投資事業有限責任組合（以下

「ヴァリアントファンド」といいます。）は本公開買付けの実行を決定するに至り、公開買付者は、平成20年７月28日

付で林弘とヴァリアントファンドの間で、マネジメント・バイアウトに関して具体的に検討を開始する旨の覚書、また

平成 20 年９月 29 日付で林弘とヴァリアントファンドとの間で主に次のような内容のＭＢＯ契約書を締結いたしました。 

まず、林弘は、その保有する当社株式（所有株式数：846,884 株、当社の発行済株式総数に対する所有割合（以下

「所有割合」といいます。）：19.15％）のうち応募可能な当社株式の全てについて、本公開買付けに応募する旨の合意を

しており、また、本公開買付けが成立した場合は、公開買付者が行う７億 9,488 万円の増資を引き受けることを予定し

ております。 

林弘及びヴァリアントファンドは、後記「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事

項について）」に記載する本合併後の公開買付者（以下「新会社」といいます。）に対する新会社の役職員による出資、

及び新会社の役職員に対するストックオプション制度の導入について協議・検討を行う予定です。 

次に、本公開買付け後の経営体制に関しては、①林弘が、本公開買付け後も引き続き当社の代表取締役に留まること、

②本公開買付け成立後速やかに、公開買付者の取締役の員数を現在の１名から２名に増員し、ヴァリアントファンドが

指名する１名を新たに公開買付者の取締役として選任し、残りの１名の取締役には引き続き林弘が就任し、代表取締役

は林弘が務めること、③本合併を承認する公開買付者の株主総会において、取締役の員数を８名とし、林弘及びヴァリ

アントファンドがそれぞれ各半数の指名権を有し、代表取締役は林弘が務めること、並びに④新会社に、平成 21 年６月

開催予定の新会社定時株主総会において取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置した上、監査役の員数は４

名とし、林弘及びヴァリアントファンドが合意する者を監査役とすることを予定しております。 

さらに、公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を調達するため、ヴァリアントファンドに対する増資

により最大で 19 億 512 万円を調達すること、及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行並びに日本政策投資銀行から最大で 139

億円を調達すること（以下「本買収ローン」といいます。）を予定しております。本合併後は、新会社の一部の子会社が

本買収ローンの連帯保証人となり、新会社及びその一部の子会社の一定の資産を本買収ローンの担保に供することを予

定しております。 

なお、当社は、平成20年９月29日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成21年３月

期の期末配当予想を修正し、無配とすることを決議いたしました。 

 

（３）買付価格の評価の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担

保するための措置 

公開買付者及び当社は、本公開買付けの公正性を担保するために、以下のような事項を考慮いたしました。 

 

① 当社は独立した第三者算定機関からの株式価値算定報告書を取得 

当社の取締役会は、公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関としてアーンストアンドヤング・トランザク

ション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下「アーンストアンドヤング」といいます。）に当社の株式価値の算定

を依頼し、平成 20 年９月 26 日、アーンストアンドヤングより「株式価値算定報告書」（以下「報告書」といいます。）

を取得しております。報告書によると、いずれも平成 20 年９月 22 日を評価基準日として、市場株価法では、当社の株

価の過去３ヶ月間を算定期間として算定された1,618円から1,817円、類似会社比準法では、同業他社の平成20年度予

想値及び過去 12 ヶ月間の実績値のうち営業利益、利払前経常利益、償却前・利払前経常利益、経常利益の４指標を比較

対象として算定された 1,797 円から 2,279 円、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）では、平成 23

年３月期までの当社の事業計画に基づいて計算された将来キャッシュフローを、一般に使用されている資本資産評価モ

デルにより推計した資本コストを使用した割引率で現在価値に割り引くことにより算定された価格である 1,578 円から

2,378円が、当社の１株当たりの株式価値として報告されています。 

なお、公開買付者は、買付け等の価格（以下「買付価格」といいます。）を決定するに際して、当社株式の市場株価推

移に、当社の平成 20 年３月期（連結ベース）のＥＢＩＴＤＡ1,410 百万円（ＥＢＩＴＤＡは営業利益に減価償却費を加
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えたものとして定義しております。）、当期純利益 872 百万円、純資産額 4,709 百万円といった財務データを含む財務状

況等を勘案し算定を行いました。加えて、公開買付者が当社及び経営陣等とそれぞれ別個に行った協議・交渉の結果や、

当社による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し等も踏まえ、既存株主の皆様に対して当社株式の市

場株価に最大限のプレミアムを付した買付価格を提示することが相当であると判断し、最終的に買付価格を１株当たり

2,400円に決定いたしました。 

なお、買付価格は、本公開買付けの実施について決定した日の前営業日（平成 20 年９月 26 日）から遡るジャスダッ

ク証券取引所における当社株式の市場株価の過去１ヶ月間終値の単純平均値 1,727 円（小数点以下四捨五入）に対して

約 39％（小数点以下四捨五入）、過去３ヶ月間終値の単純平均値 1,722 円（小数点以下四捨五入）に対して約 39％（小

数点以下四捨五入）、過去６ヶ月間終値の単純平均値 1,687 円（小数点以下四捨五入）に対して約 42％（小数点以下四

捨五入）のプレミアムを加えた価格となります。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

当社の取締役会は、取締役による恣意的な判断がなされないよう、またはその疑義が生じないよう、意思決定過程に

おける透明性・合理性を確保するため、公開買付者及び当社から独立した第三者であるスプリング法律事務所を指名し、

同事務所に対し、公開買付者が当社の発行済株式総数のうち、本日現在公開買付者が既に所有している当社株式

（345,600 株、所有割合：7.81％）及び当社が所有する自己株式を除く全株式を取得することにより、当社を非上場化

するための一連のスキーム（以下「本スキーム」といいます。）及び本公開買付けにおける意思決定過程・意思決定方法

その他の留意点に関する法的助言について依頼しました。スプリング法律事務所は、当社の取締役会に複数回出席し、

さらには必要に応じて随時当社取締役会との間で協議を行い、また、林弘及びヴァリアントに対して本スキーム及び本

公開買付けに関する質疑応答を行うことにより、本スキーム及び本公開買付けによって実現することが見込まれる当社

の企業価値の向上の具体的内容等について説明を受けたほか、その他法的助言にあたり関連する情報を取得しておりま

す。当社は、スプリング法律事務所からの本スキーム及び本公開買付けにおける意思決定過程・意思決定方法その他の

留意点に関する口頭及び書面による法的助言を受けつつ、当社の企業価値向上の観点から本スキーム及び本公開買付け

につき慎重に協議・検討を行いました。 

 

③ 取締役及び監査役全員の承認 

本スキームに関連して開催された当社の取締役会において、当社の代表取締役社長である林弘は、公開買付者の株主

及び唯一の取締役であり、本公開買付け後も公開買付者に対する出資を継続することが予定されていることから、本来、

企業価値の向上を通じて株主の利益を代表すべき当社の取締役が株式の買付者側の性格も併せもつこととなり、当社と

構造的な利益相反状態にあることに鑑み、特別利害関係人として賛同決議を含む本スキームに関する全ての審議及び決

議に参加しておらず、また、当社の立場において公開買付者との協議・交渉にも参加しておりません。 

当社の取締役会は、報告書を参考にした上で、スプリング法律事務所からの本公開買付けにおける意思決定過程・意

思決定方法その他の留意点に関する法的助言を受けつつ、公開買付者との間で本公開買付けの買付価格及び企業価値向

上策等の諸条件につき協議・交渉を行い、その上で当社は平成 20 年９月 29 日開催の取締役会において、本公開買付け

の買付価格及び諸条件について当社の企業価値向上の観点から慎重に検討を行った結果、本公開買付けの買付価格及び

諸条件は妥当であり、当社の株主の皆様に対して合理的な価格により売却機会を提供するものであると判断し、本公開

買付けに賛同するとともに、当社の株主の皆様に対し本公開買付けへの応募を勧める旨を決議いたしました。 

本公開買付けに賛同する旨の決議を行った当社の取締役会を含む、本スキームに関する決議の行われた全ての当社の

取締役会には、特別利害関係を有する林弘を除く当社の取締役、及び米光信博を除く当社の監査役全員が出席し、出席

取締役の全員一致による決議がなされております。なお、米光信博は、林弘の二親等の親族であることから外形的に判

断の客観性に疑義を生じるおそれがあるため、上記の取締役会に出席しておりません。また、米光信博を除く社外監査

役を含めたいずれの監査役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。 

 

④ 買付け等の期間を比較的長期間に設定 

公開買付者は、本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を法令に定められた最低期間が

20営業日であるところ30営業日としております。 

公開買付期間を比較的長期間である 30 営業日に設定することにより、株主の皆様に本公開買付けに対する応募につき
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適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって買付価格の適正性をも担保し

ております。また、公開買付者と当社との間で、他の買付者による当社株式の買付けを阻害するような合意は存在して

おらず、当社取締役会の判断の公正性（買付価格の適正性）を客観的にも担保していると考えております。 

 

⑤ 買付予定の株券等の数の設定 

公開買付者は、当社の筆頭株主である小松久美子氏（所有株式数：1,101,516 株、所有割合：24.90％）、公開買付者

の唯一の取締役及び当社の代表取締役社長であり、当社の大株主である林弘（所有株式数：846,884 株、所有割合：

19.15％）、林弘並びにその親族である小松久美子氏及び林久子氏が発行済株式の全てを保有する当社の大株主であるゼ

ネラルエンタープライズ株式会社（所有株式数：770,520 株、所有割合：17.42％）、当社の大株主である林久子氏（所

有株式数：254,900 株、所有割合：5.76％）並びに林幸子氏（所有株式数：17,856 株、所有割合：0.40％）から、それ

ぞれの所有する応募可能な当社株式の全てを本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

なお、小松久美子氏、林弘、ゼネラルエンタープライズ株式会社、林久子氏及び林幸子氏（以下、併せて「応募同意

者」といいます。）が所有する当社株式の合計は、2,991,676株（所有割合：67.63％）となります。 

公開買付者は、本公開買付けの買付予定の株券等の数の設定において、当社の発行済株式総数（4,423,420 株）から

当社が保有する自己株式（101,604 株）並びに公開買付者及び応募同意者が所有する当社株式数（3,337,276 株）を除い

た 984,540 株のうち、その半数に相当する 492,270 株を考慮した上で、本公開買付け成立後において公開買付者の株券

等所有割合が88％以上となる3,483,271株以上の応募があることを本公開買付けの成立の条件としております。 

このように、公開買付者及び応募同意者以外の多数の株主の皆様の賛同が得られない場合には本スキームを行わない

こととし、当社の株主の皆様の意思を重視しております。 

 

（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項について） 

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、株券等所有割合が 88％を超えることとなりますが、本公開買付けによ

り、当社の発行済株式の全て（但し、自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、公開買付者はかかる取得で

きなかった当社株式を保有する株主の皆様に対し、かかる当社株式に代えて金銭を交付することとなるような組織再編

等を予定しております。 

具体的には、公開買付者は本公開買付け成立後、遅くとも平成 21 年６月初旬頃を目処に、公開買付者を存続会社とし、

当社を消滅会社とする吸収合併（「本合併」といいます。）を実施し、消滅会社である当社の株主（公開買付者及び当社

を除きます。）の皆様に対して、その保有する当社株式の対価として、金銭を交付する予定です。その際に当社株式１株

に対して交付される金銭の額については、本公開買付けの買付価格を基準として算出し、特段の事情がない限り、本公

開買付けの買付価格と同一の価格とする予定ですが、最終的には当社の事業を取り巻く環境の変化並びに株式市場及び

当社の業績の変動等の影響により、本公開買付けの買付価格とは異なることがあります。また、本合併に際して消滅会

社となる当社の株主の皆様は、会社法第 785 条及び第 786 条その他の関係法令の定めに従って、その有する株式の買取

請求を当社に対して行うことができる旨が定められております。当社はこの場合の１株当たりの買取価格も、本公開買

付けの買付価格を基準として算出することが妥当であると判断しておりますが、前述のとおり最終的には当社の事業を

取り巻く環境の変化、株式市場及び当社の業績の変動等の影響により、本公開買付けの買付価格とは異なることがある

ほか、当社との間で買付価格の協議が調わなかった場合若しくは会社法第 786 条第２項の定めに従い裁判所に対して買

取価格の決定の申立てを行う場合には、裁判所の判断により買取価格が決定されることとなるため、本合併において当

社株式１株につき交付される金銭の額は、本公開買付けの買付価格とは異なる可能性があります。 

なお、公開買付者は、当社株式の全てを取得する方法につき、関連法令についての当局の見解、本公開買付け後の公

開買付者の株式所有割合及び公開買付者以外の当社の株主の皆様による当社株式の保有状況等によって、上記の方法に

代えてそれと同等の効果を有する他の方法により、発行済の当社株式の全てを取得する可能性があります。但し、その

場合でも公開買付者以外の当社の株主の皆様に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用することを予定しており

ます。そしてこの場合において株主の皆様に対し、当社株式１株につき交付される金銭の額についても本公開買付けの

買付価格を基準として算出される予定ですが、最終的には当社の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び当社の業績

の変動等の影響並びに裁判所の判断等により、本公開買付けの買付価格とは異なる可能性があります。 

なお、本公開買付けは、前述の各手続きにおいて当社の株主総会が招集されることとなった場合の当該株主総会にお

ける当社の株主の皆様の議決権の行使を勧誘するものではありません。また、本公開買付けへの応募、本合併に際して

の金銭の交付または本合併に際しての株式買取請求権の行使に基づく当社株式の買取りのそれぞれの場合の税務上の取
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り扱いにつきましては、株主の皆様が自らの責任において税務専門家にご確認ください。 

 

（５）上場廃止等となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由 

公開買付者は、当社の事業構造の抜本的な転換を実現するための非上場化（上場廃止）を目的としているため、本公

開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定しておりません。そのため、本公開買付けの結果、ジャスダッ

ク証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の株券は、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、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付けの成立後に上記「（４）本公開買付け後の組織再

編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項について）」に記載のとおり、当社と合併し、適用ある法令に従い、当社

の自己株式を除く公開買付者以外の株主の皆様が保有する当社株式に代えて金銭の交付を予定しております。その場合

には当社の株券は上場廃止となります。 

なお、上場廃止後は当社株式をジャスダック証券取引所において取引することはできません。 

 

（６）公開買付者と当社の株主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 

公開買付者は、当社の筆頭株主である小松久美子氏（所有株式数：1,101,516 株、所有割合：24.90％）、公開買付者

の唯一の取締役及び当社の代表取締役社長であり、当社の大株主である林弘（所有株式数：846,884 株、所有割合：

19.15％）、林弘並びにその親族である小松久美子氏及び林久子氏が発行済株式の全てを保有する当社の大株主であるゼ

ネラルエンタープライズ株式会社（所有株式数：770,520 株、所有割合：17.42％）、当社の大株主である林久子氏（所

有株式数：254,900 株、所有割合：5.76％）並びに林幸子氏（所有株式数：17,856 株、所有割合：0.40％）から、それ

ぞれの所有する応募可能な当社株式の全てを本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

（注）マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般に、買収対象会社の業務執行を行う取締役の全部又は一部が、

金融投資家等と共同するなどして、買収対象会社の支配権を取得する取引をいいます。 
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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 

 

 

添付資料：「日本工業検査株式会社普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 
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（添付資料） 

平成20年９月29日 

 

各   位 

 

会 社 名：  有 限 会 社 弘 林 

代表者名：  取 締 役   林     弘 

 ０４４－３６６－８０２０ 

 

 

 

日本工業検査株式会社普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

有限会社弘林（以下「公開買付者」といいます。）は、平成20年９月29日、下記のとおり日本工業検査株式会

社（以下「対象者」といいます。）普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得する

ことを決定いたしましたので、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 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長を務める林弘氏及びその親族である小松久美子氏が本日現在において

その発行済株式の全てを保有する特例有限会社であり、対象者の株式を取得及び保有することを主たる目的とす

る会社であります。なお、林弘氏は公開買付者の唯一の取締役に就任しております。 

今般、公開買付者は、対象者の発行済株式総数のうち、本日現在公開買付者が既に所有している対象者株式

（345,600 株、対象者の発行済株式総数に対する所有割合（以下「所有割合」といいます。）：7.81％）及び対象

者が所有する自己株式を除く全株式を取得することにより、対象者を非上場化するための一連のスキーム（以下

「本スキーム」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施いたします。 

本公開買付けはいわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注）の一環として行われる取引であり、公開買

付者は対象者の取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式を取得するために、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、以下「法」といいます。）に基づき本公開買付けを行うものです。 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を調達するため、ヴァリ

アント・パートナーズ株式会社（以下「ヴァリアント」といいます。）の運営するヴァリアント壱号投資事業有

限責任組合（以下「ヴァリアントファンド」といいます。）に対し、第三者割当方式により公開買付者の普通株

式を発行し、ヴァリアントファンドがこれを引き受けること（以下、かかる公開買付者の増資を「本スポンサー

増資」といいます。）を予定しております。 

なお、ヴァリアントファンドは、日本の更なる産業発展に資するプライベートエクイティ投資を行うことを目

的として、平成 18 年 10 月に設立された投資事業有限責任組合であり、日本国内の機関投資家より総額 175 億円

の出資のコミットメントを受けて設立されたものであります。 

また、本公開買付けが成立した場合、林弘氏は、公開買付者より第三者割当方式により発行される公開買付者

の普通株式を引受け、これにより、林弘氏が本公開買付けに応募したことにより得た金銭のうち 7 億 9,488 万円

を公開買付者に対して出資すること（以下、かかる公開買付者の増資を「本マネジメント増資」といいます。）

を予定しております。 

本公開買付けが成立し、本スポンサー増資及び本マネジメント増資が実施された後における林弘氏、小松久美

子氏及びヴァリアントファンドの公開買付者に対する出資比率は、順に、34.27％、11.75％及び 53.98％となり

ます。なお、林弘氏は、後記「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項につ



 - 2 - 

いて）」に記載する本合併後に、小松久美子氏の有する本合併後の公開買付者（以下「新会社」といいます。）の

株式を買取ることも検討しております。 

公開買付者は、対象者の筆頭株主である小松久美子氏（所有株式数：1,101,516 株、所有割合：24.90％）、公

開買付者の唯一の取締役及び対象者の代表取締役社長であり、対象者の大株主である林弘氏（所有株式数：

846,884 株、所有割合：19.15％）、同氏並びにその親族である小松久美子氏及び林久子氏が発行済株式の全てを

保有する対象者の大株主であるゼネラルエンタープライズ株式会社（所有株式数：770,520 株、所有割合：

17.42％）、対象者の大株主である林久子氏（所有株式数：254,900 株、所有割合：5.76％）並びに林幸子氏（所

有株式数：17,856 株、所有割合：0.40％）から、それぞれの所有する応募可能な対象者株式の全てを本公開買付

けに応募する旨の同意を得ております。 

なお、小松久美子氏、林弘氏、ゼネラルエンタープライズ株式会社、林久子氏及び林幸子氏（以下、併せて

「応募同意者」といいます。）が所有する対象者株式の合計は、2,991,676 株（所有割合：67.63％）となります。 

 

（２）本公開買付けを実施する背景及び理由並びに本公開買付け後の経営方針 

対象者は、昭和 38 年８月に設立された非破壊検査事業を主力事業とする株式会社です。なお、非破壊検査事業

とはプラント・重機・ビル等の構造物を解体することなくその傷や劣化の状況を調査する事業です。 

対象者は、設立以来、日本の経済成長及び産業界の発展の中で、鉄鋼・石油精製・石油化学等の各種産業界に

おける全国的規模での活発なプラント建設、エネルギー需要の増大に伴う水力・火力・原子力発電所の建設や増

設、並びにＬＰＧ／ＬＮＧ基地や石油備蓄基地の新・増設による各種タンクの建設や配管の敷設等が進んだこと

に伴う建造物非破壊検査の需要増加により、順調に成長してまいりました。対象者は、当初は自社技術員による

検査を中心に取り組み、また、石油精製及び石油化学のプラント新設が低調になってきた昭和 60 年頃からは、外

注を積極的に活用しながらＬＰＧ／ＬＮＧ基地や原子力発電所等の分野にも対象を拡大してきました。 

この間対象者は、日本メーカーによるプラント輸出の増加に伴う海外における検査業務に同業他社に先駆けて

進出し、昭和 40 年におけるシンガポールのモービル石油ジュロン製油所のタンク建設に伴う検査業務の受注を皮

切りに、昭和 42 年にはブルネイシェル石油によるＬＮＧプラント建設に伴う検査・焼鈍工事を韓国の韓国工業検

査と共同で受注した他、海外数十ヶ所に社員を派遣する等、日本国内のみならず海外においても、検査・計測・

溶接前後の熱処理分野における技術で高い評価を獲得してきました。 

現在では川崎に本社を置くとともに、全国 18 ヶ所に営業所及び出張所を設置して、事業の全国展開を図り、拠

点を拡大しております。 

また、平成７年には日本証券業協会（現 株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック証券取引所」

といいます。））に株式の店頭登録を果たし、平成16年にはジャスダック証券取引所に株式を上場しております。 

しかし、対象者の海外事業に関しては、日本人検査員の賃金水準が世界の最高水準に達したこと、及び開発途

上国における技術発展が進んだことにより、海外における日本人検査員による検査に対する需要は減少し、対象

者の現在の海外事業としては、プラント・エンジニアリング会社による海外検査におけるスーパーバイザーの派

遣にとどまっています。 

また、国内事業に関しては、日本における非破壊検査業界は近年かつてない転換期を迎えており、対象者を取

り巻く経営環境は厳しいものへと変化してきました。 

まず、市場規模の成長鈍化があります。すなわち、戦後の起業家による企業創設に端を発する日本における非

破壊検査業界は、その後の化学・石油・鉄鋼・建設・電力・ガス等の顧客業界における設備投資及びそれに伴う

検査需要の増大に支えられ、短期的な拡大・縮小を繰り返しながらも中長期的には成長を続けてきましたが、顧

客業界における設備投資の減少、公共事業の削減等に伴い、建造物非破壊検査の需要の見通しは不透明な状況に

あります。受注産業である非破壊検査事業は需要の変動が大きいため、採算性を重視すれば選別受注となり売上

シェアが低下し、売上シェアを重視すれば採算性が落ちる、という事業特性を有しており、現に対象者は近年受

注に際して採算性を重視してきた結果、上位競合他社との売上高比較においてはシェアの低下傾向が続いており

ます。 

次に、技術員の高齢化及び新規人員の確保難があります。検査業務を恒常的に受注する最大の決め手は、顧客

が満足する質の高い技術者を確保し、顧客からの突然の発注や、工事内容、派遣人員の職種の変更要求にも出来

るだけ速やかに対応できる動員力を構築し、維持することにあります。しかしながら、今日までの非破壊検査業
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界の成長を支えてきた熟練技術員の多くは現在引退期を迎えており、その技術・技能を伝承するとともに、大規

模な検査需要にも対応できる次世代の人員を多数確保・育成し、動員力を増強することが業界各社に共通する課

題となっております。 

このような業界の環境下、対象者は、現在まで、市場規模の成長鈍化への対応として、①より一層の営業活動

の積極的な展開（原子力発電所の建設及び関連施設に関わる工事、ＬＮＧの受入基地建設及び導管敷設に関わる

工事、石油・石油化学及び火力・原子力発電所等における新技術システムによる保守・保全業務、高速検査装置

による原油タンク及び配管の腐食検査等の分野における、既存顧客に対する受注拡大と新規顧客の開拓）や、②

既存構造物の補修・補強に伴う調査・計測・検査、環境を考慮した振動・騒音測定、耐震及び防振性能等に関わ

る調査並びに建設工事現場の施工管理に関わる計測コンサルタント業への営業範囲の拡充に取り組んできたほか、

次世代の人員を多数確保・育成し、かつ動員力を増強すべく、③顧客業界の設備投資の状況により変動する受注

動向から損益管理上許容される範囲内で人員採用に取り組むと同時に、既存外注先に対する人員増強要請や新規

外注先の開拓等により必要となる動員力の維持等に取り組み、事業基盤の強化・拡大を目指してまいりました。

かかる施策の結果、平成 20 年３月期には、連結売上高約 9,440 百万円（前年度比 13.4％増）に達しております。 

しかしながら、前述のような、市場規模の成長鈍化、技術員の高齢化及び新規人員の確保難等の環境変化が近

い将来改善に転じるという見込みはなく、今後は、多数の中小規模事業者を含む企業群が並存する非破壊検査業

界の構造のなかで限られた需要をめぐっての多数の事業者による顧客獲得競争が激化し、弱者の淘汰と業界再編

が不可避的に加速することが予想されます。このような今後見込まれる加速度的な業界の構造変化に対して、上

記のような施策の延長線上にある取り組みだけでは激化する競合他社との競争に勝つことは困難となる状況が予

想されます。 

対象者の代表取締役社長である林弘氏は、上述のような対象者及び非破壊検査業界を取り巻く状況下で、中長

期的かつ持続的に企業価値を向上させるための方策について検討を重ね、また、投資先企業の企業価値向上に関

する豊富な実務経験とコンサルティングノウハウ等を有するヴァリアントと、対象者の経営上の課題や将来の可

能性などを踏まえた企業価値向上のための経営施策について検討する機会を得て協議を行いました。 

その結果、林弘氏は、対象者が上記のような厳しい環境の中で中長期的な視点に立って企業価値の向上を目指

すためには、短期的な売上及び利益の成長を目的としない、Ｍ＆Ａによるものも含む、より一層の人材投資、設

備投資、及び研究開発投資を大規模かつ迅速に行うことが必要不可欠な経営施策であると認識し、次の諸方策を

含む抜本的な経営改革を早急に行うことにより、上位競合他社に対する売上シェアの低下に歯止めをかけ、売上

及び利益の中長期的な拡大を図ることが必要との結論に至りました。 

具体的には、①短期的な受注見通しにとらわれることなく、技術員の新規採用数を大幅に増加させ、熟練技術

員からの技術・技能の伝承を円滑に進めるとともに、近年ますます増加している大規模な受注に対しても機動的

に対応できるよう、動員力を大幅に引き上げること、②特定労働者派遣事業の届出を行い実施している検査技術

員の派遣業務につき、派遣社員不足を解消するため今後早急に外注先を統合し検査技術を身につけた社員を増加

させること、③最新鋭機器を導入して受注活動を活発化させている競合他社に対し、保有設備において劣後しな

いよう、老朽化した検査機器の大規模な更新投資を実施するとともに、クリーンエネルギーとしての天然ガスの

普及により、今後ますます増加することが予想されるＬＮＧ基地の新規建設に係る大型検査需要を受注するため

に不可欠な、最新鋭の大型Ｘ線装置（１台当たり約 40 百万円）等の高額な機器を多数新規導入し設備能力を増強

すること、④検査機器の発達に伴い、機器を保有さえしていれば実施できる検査を行うだけではなく、機器を使

いこなしながら分析・提案までをもカバーする検査サービスが求められるなど、複雑化・高度化する顧客の要望

に適合し、競合他社と技術的に明確に差別化された検査サービスを提供できるよう研究開発体制を強化すること、

といった事業構造の転換が挙げられます。 

但し、このような経営改革を実行するには相応の期間が必要となり、その効果が直ちに現れるものではないこ

とから、一時的にせよコストの増加やキャッシュフローの悪化に伴う財務状況や業績の悪化が見込まれ、また、

それらに起因する株価の下落が予想される等、構造転換に伴うリスクが極めて大きなものとなる危険性がありま

す。例えば、大規模な設備投資及び研究開発投資を実施すれば、財務体質がこれまでと比べ悪化せざるを得ませ

ん。また、大規模な人材投資を実行すれば、労務費が大幅に上昇するだけでなく、稼働率を維持するために採算

性の低い受注にも対応せざるを得ない可能性があります。そして、これらの短期的な犠牲を伴う経営改革は、資

本市場から十分な評価を得られない可能性があり、株主の皆様に対して、短期的にマイナスの影響を及ぼす可能
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性が否定できません。 

よって、上記の諸方策を実現するためには、対象者を中長期的に支援することができる中核安定株主、経営陣

及び従業員が一体となり、経営陣が中長期的な視点に立って自己責任において柔軟かつ機動的な経営判断を実現

できる経営体制を構築することが不可欠と考えられます。 

林弘氏は、上記のような経営改革に伴うリスクを対象者の一般株主の皆様に負って頂くことを回避すると共に、

今まで以上に迅速かつ機動的に上記のような経営改革を推進することが可能な経営体制へ転換するための手段に

ついて、ヴァリアントの助言を受け、対象者の経営陣と協議をいたしました。その結果、対象者の株主の皆様に

その所有する株式売却の機会を提供することを条件に、マネジメント・バイアウトの手法により対象者の株式の

非上場化を行うことが最善であると判断し、公開買付者、林弘氏とヴァリアントファンドは本公開買付けの実行

を決定するに至り、公開買付者は、平成 20 年７月 28 日付で林弘氏とヴァリアントファンドの間で、マネジメン

ト・バイアウトに関して具体的に検討を開始する旨の覚書、また平成 20 年９月 29 日付で林弘氏とヴァリアント

ファンドとの間で主に次のような内容のＭＢＯ契約書（以下「ＭＢＯ契約」といいます。）を締結いたしました。 

 まず、林弘氏は、その保有する対象者株式（所有株式数：846,884 株、所有割合：19.15％）のうち応募可能

な対象者株式の全てについて、本公開買付けに応募する旨の合意をしており、また、本公開買付けが成立した場

合は、公開買付者が行う本マネジメント増資を引き受けることを予定しております。 

林弘氏及びヴァリアントファンドは、新会社に対する新会社の役職員による出資、及び新会社の役職員に対す

るストックオプション制度の導入について協議・検討を行う予定です。 

次に、本公開買付け後の経営体制に関しては、①林弘氏が、本公開買付け後も引き続き対象者の代表取締役に

留まること、②本公開買付け成立後速やかに、公開買付者の取締役の員数を現在の１名から２名に増員し、ヴァ

リアントファンドが指名する１名を新たに公開買付者の取締役として選任し、残りの１名の取締役には引き続き

林弘氏が就任し、代表取締役は林弘氏が務めること、③本合併を承認する公開買付者の株主総会において、取締

役の員数を８名とし、林弘氏及びヴァリアントファンドがそれぞれ各半数の指名権を有し、代表取締役は林弘氏

が務めること、並びに④新会社に、平成 21 年６月開催予定の新会社定時株主総会において取締役会、監査役、監

査役会及び会計監査人を設置した上、監査役の員数は４名とし、林弘氏及びヴァリアントファンドが合意する者

を監査役とすることを予定しております。 

さらに、公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を調達するため、ヴァリアントファンドに対す

る本スポンサー増資により最大で19 億 512万円を調達すること、及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行並びに日本政

策投資銀行から最大で 139 億円を調達すること（以下「本買収ローン」といいます。）を予定しております。本合

併後は、新会社の一部の子会社が本買収ローンの連帯保証人となり、新会社及びその一部の子会社の一定の資産

を本買収ローンの担保に供することを予定しております。 

なお、対象者は、平成 20 年９月 29 日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成

21年３月期の期末配当予想を修正し、無配とすることを決議いたしました。 

 

（３）買付価格の評価の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正

性を担保するための措置 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けの公正性を担保するために、以下のような事項を考慮いたしました。 

 

① 対象者は独立した第三者算定機関からの株式価値算定報告書を取得 

対象者の取締役会は、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてアーンストアンドヤング・ト

ランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下「アーンストアンドヤング」といいます。）に対象者

の株式価値の算定を依頼し、平成 20 年９月 26 日、アーンストアンドヤングより「株式価値算定報告書」（以下

「報告書」といいます。）を取得しております。報告書によると、いずれも平成20年９月22日を評価基準日とし

て、市場株価法では、対象者の株価の過去３ヶ月間を算定期間として算定された 1,618 円から 1,817 円、類似会

社比準法では、同業他社の平成 20 年度予想値及び過去 12 ヶ月間の実績値のうち営業利益、利払前経常利益、償

却前・利払前経常利益、経常利益の４指標を比較対象として算定された 1,797 円から 2,279 円、ディスカウン

テッド・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）では、平成 23 年３月期までの対象者の事業計画に基づいて計算され

た将来キャッシュフローを、一般に使用されている資本資産評価モデルにより推計した資本コストを使用した割

引率で現在価値に割り引くことにより算定された価格である 1,578 円から 2,378 円が、対象者の１株当たりの株
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式価値として報告されています。 

なお、公開買付者は、買付け等の価格（以下「買付価格」といいます。）を決定するに際して、対象者株式の市

場株価推移に、対象者の平成 20 年３月期（連結ベース）のＥＢＩＴＤＡ 1,410 百万円（ＥＢＩＴＤＡは、営業

利益に減価償却費を加えたものとして定義しております。以下同じ。）、当期純利益 872 百万円、純資産額 4,709

百万円といった財務データを含む財務状況等を勘案し算定を行いました。加えて、公開買付者が対象者及び経営

陣等とそれぞれ別個に行った協議・交渉の結果や、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付け

の見通し等も踏まえ、既存株主の皆様に対して対象者株式の市場株価に最大限のプレミアムを付した買付価格を

提示することが相当であると判断し、最終的に買付価格を１株当たり2,400円に決定いたしました。 

なお、買付価格は、本公開買付けの実施について決定した日の前営業日（平成 20 年９月 26 日）から遡るジャ

スダック証券取引所における対象者株式の市場株価の過去１ヶ月間終値の単純平均値 1,727 円（小数点以下四捨

五入）に対して約 39％（小数点以下四捨五入）、過去３ヶ月間終値の単純平均値 1,722 円（小数点以下四捨五

入）に対して約 39％（小数点以下四捨五入）、過去６ヶ月間終値の単純平均値 1,687 円（小数点以下四捨五入）

に対して約42％（小数点以下四捨五入）のプレミアムを加えた価格となります。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

対象者の取締役会は、取締役による恣意的な判断がなされないよう、またはその疑義が生じないよう、意思決

定過程における透明性・合理性を確保するため、公開買付者及び対象者から独立した第三者であるスプリング法

律事務所を指名し、同事務所に対し、本スキーム及び本公開買付けにおける意思決定過程・意思決定方法その他

の留意点に関する法的助言について依頼しました。スプリング法律事務所は、対象者の取締役会に複数回出席し、

さらには必要に応じて随時対象者取締役会との間で協議を行い、また、林弘氏及びヴァリアントに対して本ス

キーム及び本公開買付けに関する質疑応答を行うことにより、本スキーム及び本公開買付けによって実現するこ

とが見込まれる対象者の企業価値の向上の具体的内容等について説明を受けたほか、その他法的助言にあたり関

連する情報を取得しております。対象者は、スプリング法律事務所からの本スキーム及び本公開買付けにおける

意思決定過程・意思決定方法その他の留意点に関する口頭及び書面による法的助言を受けつつ、対象者の企業価

値向上の観点から本スキーム及び本公開買付けにつき慎重に協議・検討を行いました。 

 

③ 取締役及び監査役全員の承認 

本スキームに関連して開催された対象者の取締役会において、対象者の代表取締役社長である林弘氏は、公開

買付者の株主及び唯一の取締役であり、本公開買付け後も公開買付者に対する出資を継続することが予定されて

いることから、本来、企業価値の向上を通じて株主の利益を代表すべき対象者の取締役が株式の買付者側の性格

も併せもつこととなり、対象者と構造的な利益相反状態にあることに鑑み、特別利害関係人として賛同決議を含

む本スキームに関する全ての審議及び決議に参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付者との協

議・交渉にも参加しておりません。 

対象者の取締役会は、報告書を参考にした上で、スプリング法律事務所からの本公開買付けにおける意思決定

過程・意思決定方法その他の留意点に関する法的助言を受けつつ、公開買付者との間で本公開買付けの買付価格

及び企業価値向上策等の諸条件につき協議・交渉を行い、その上で対象者は平成 20 年９月 29 日開催の取締役会

において、本公開買付けの買付価格及び諸条件について対象者の企業価値向上の観点から慎重に検討を行った結

果、本公開買付けの買付価格及び諸条件は妥当であり、対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により売却機

会を提供するものであると判断し、本公開買付けに賛同するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付け

への応募を勧める旨を決議いたしました。 

本公開買付けに賛同する旨の決議を行った対象者の取締役会を含む、本スキームに関する決議の行われた全て

の対象者の取締役会には、特別利害関係を有する林弘氏を除く対象者の取締役、及び米光信博氏を除く対象者の

監査役全員が出席し、出席取締役の全員一致による決議がなされております。なお、米光信博氏は、林弘氏の二

親等の親族であることから外形的に判断の客観性に疑義を生じるおそれがあるため、上記の取締役会に出席して

おりません。また、米光信博氏を除く社外監査役を含めたいずれの監査役も対象者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。 
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④ 買付け等の期間を比較的長期間に設定 

公開買付者は、本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を法令に定められた最低

期間が20営業日であるところ30営業日としております。 

公開買付期間を比較的長期間である 30 営業日に設定することにより、株主の皆様に本公開買付けに対する応募

につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって買付価格の適正

性をも担保しております。また、公開買付者と対象者との間で、他の買付者による対象者株式の買付けを阻害す

るような合意は存在しておらず、対象者取締役会の判断の公正性（買付価格の適正性）を客観的にも担保してい

ると考えております。 

 

⑤ 買付予定の株券等の数の設定 

公開買付者は、本公開買付けの買付予定の株券等の数の設定において、対象者の発行済株式総数（4,423,420

株）から対象者が保有する自己株式（101,604 株）並びに公開買付者及び応募同意者が所有する対象者株式数

（3,337,276 株）を除いた 984,540 株のうち、その半数に相当する 492,270 株を考慮した上で、本公開買付け成

立後において公開買付者の株券等所有割合が 88％以上となる 3,483,271 株以上の応募があることを本公開買付け

の成立の条件としております。 

このように、公開買付者及び応募同意者以外の多数の株主の皆様の賛同が得られない場合には本スキームを行

わないこととし、対象者の株主の皆様の意思を重視しております。 

 

（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項について） 

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合、株券等所有割合が 88％を超えることとなりますが、本公開買付

けにより、対象者の発行済株式の全て（但し、自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、公開買付者

はかかる取得できなかった対象者株式を保有する株主の皆様に対し、かかる対象者株式に代えて金銭を交付する

こととなるような組織再編等を予定しております。 

具体的には、公開買付者は本公開買付け成立後、遅くとも平成 21 年６月初旬頃を目処に、公開買付者を存続会

社とし、対象者を消滅会社とする吸収合併（「本合併」といいます。）を実施し、消滅会社である対象者の株主

（公開買付者及び対象者を除きます。）の皆様に対して、その保有する対象者株式の対価として、金銭を交付する

予定です。その際に対象者株式１株に対して交付される金銭の額については、本公開買付けの買付価格を基準と

して算出し、特段の事情がない限り、本公開買付けの買付価格と同一の価格とする予定ですが、最終的には対象

者の事業を取り巻く環境の変化並びに株式市場及び対象者の業績の変動等の影響により、本公開買付けの買付価

格とは異なることがあります。また、本合併に際して消滅会社となる対象者の株主の皆様は、会社法第 785 条及

び第 786 条その他の関係法令の定めに従って、その有する株式の買取請求を対象者に対して行うことができる旨

が定められております。対象者はこの場合の１株当たりの買取価格も、本公開買付けの買付価格を基準として算

出することが妥当であると判断しておりますが、前述のとおり最終的には対象者の事業を取り巻く環境の変化、

株式市場及び対象者の業績の変動等の影響により、本公開買付けの買付価格とは異なることがあるほか、対象者

との間で買付価格の協議が調わなかった場合若しくは会社法第 786 条第２項の定めに従い裁判所に対して買取価

格の決定の申立てを行う場合には、裁判所の判断により買取価格が決定されることとなるため、本合併において

対象者株式１株につき交付される金銭の額は、本公開買付けの買付価格とは異なる可能性があります。 

なお、公開買付者は、対象者株式の全てを取得する方法につき、関連法令についての当局の見解、本公開買付

け後の公開買付者の株式所有割合及び公開買付者以外の対象者の株主の皆様による対象者株式の保有状況等に

よって、上記の方法に代えてそれと同等の効果を有する他の方法により、発行済の対象者株式の全てを取得する

可能性があります。但し、その場合でも公開買付者以外の対象者の株主の皆様に対しては、最終的に金銭を交付

する方法を採用することを予定しております。そしてこの場合において株主の皆様に対し、対象者株式１株につ

き交付される金銭の額についても本公開買付けの買付価格を基準として算出される予定ですが、最終的には対象

者の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び対象者の業績の変動等の影響並びに裁判所の判断等により、本公

開買付けの買付価格とは異なる可能性があります。 

なお、本公開買付けは、前述の各手続きにおいて対象者の株主総会が招集されることとなった場合の当該株主

総会における対象者の株主の皆様の議決権の行使を勧誘するものではありません。また、本公開買付けへの応募、
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本合併に際しての金銭の交付または本合併に際しての株式買取請求権の行使に基づく対象者株式の買取りのそれ

ぞれの場合の税務上の取り扱いにつきましては、株主の皆様が自らの責任において税務専門家にご確認ください。 

 

（５）上場廃止等となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由 

公開買付者は、対象者の事業構造の抜本的な転換を実現するための非上場化（上場廃止）を目的としているた

め、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定しておりません。そのため、本公開買付けの結

果、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、対象者の株券は、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、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付けの成立後に上記

「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項について）」に記載のとおり、対

象者と合併し、適用ある法令に従い、対象者の自己株式を除く公開買付者以外の株主の皆様が保有する対象者株

式に代えて金銭の交付を予定しております。その場合には対象者の株券は上場廃止となります。 

なお、上場廃止後は対象者株式をジャスダック証券取引所において取引することはできません。 

 

（注）マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般に、買収対象会社の業務執行を行う取締役の全部又は一

部が、金融投資家等と共同するなどして、買収対象会社の支配権を取得する取引をいいます。 

 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 商 号 日本工業検査株式会社 

② 事 業 内 容 各種構造物等に関する非破壊検査、計測及び焼鈍の各事業 

③ 設 立 年 月 日 昭和38年８月14日 

④ 本 店 所 在 地 神奈川県川崎市川崎区浅野町１番４号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 林弘 

⑥ 資 本 金 の 額 574百万円（平成20年３月31日現在） 

小 松 久美子 24.90％ 

林     弘 19.15％ 

ゼネラルエンタープライズ株式会社 17.42％ 

有限会社弘林 7.81％ 

林   久 子 5.76％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4.88％ 

日本工業検査株式会社従業員持株会 2.18％ 

日本工業検査取引先持株会 1.10％ 

馬 岡 眞 人 1.09％ 

⑦ 
大株主及び持株比率 

（平成20年3月31日現在） 

日本生命保険相互会社 0.45％ 

資 本 関 係 
公開買付者は、対象者の発行済株式総数に対する所有

割合の7.81％（345,600株）を保有しております。 

人 的 関 係 
対象者の代表取締役社長である林弘は、公開買付者の

取締役を兼任しております。 

取 引 関 係 該当事項はございません。 

⑧ 
公開買付者と対象者の 

関 係 等 

関連当事者へ 

の 該 当 状 況 

公開買付者は、対象者の役員及びその近親者が議決権

の過半数を出資している会社であり、関連当事者に該

当します。 

（注）対象者の第46期第１四半期報告書（平成20年８月13日提出）によれば、当該会計期間において、対象

者は大株主の異動を把握しておりません。 
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（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9月30日（火曜日）から平成20年11月12日（水曜日）まで（30営業日） 

 

② 対象者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 普通株式１株につき、金2,400円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

公開買付者は、買付価格を決定するに際し対象者株式の市場株価の推移を精査したところ、本公開買付けの

実施について決定した日（平成20年９月29日）の前営業日（平成20年９月26日）から遡るジャスダック証券取

引所における対象者株式の市場株価の過去１ヶ月間終値の単純平均値は1,727円（小数点以下四捨五入）、過

去３ヶ月間終値の単純平均値は1,722円（小数点以下四捨五入）、過去６ヶ月間終値の単純平均値は1,687円

（小数点以下四捨五入）という結果を得ました。 

 公開買付者は、上記対象者の市場株価推移に、対象者の平成20年３月期（連結ベース）のＥＢＩＴＤＡ

1,410百万円、当期純利益872百万円、純資産額4,709百万円といった財務データを含む財務状況等を勘案し算

定を行いました。加えて、公開買付者が対象者及び経営陣等とそれぞれ別個に行った協議・交渉の結果や、対

象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し等も踏まえ、既存株主の皆様に対して対象

者株式の市場価値に最大限のプレミアムを付した買付価格を提示することが相当であると判断し、最終的に買

付価格を１株当たり2,400円とすることに決定いたしました。 

 なお、買付価格は、本公開買付けの実施について決定した日の前営業日（平成20年９月26日）から遡るジャ

スダック証券取引所における対象者株式の市場株価の過去１ヶ月間終値の単純平均値1,727円（小数点以下四

捨五入）に対して約39％（小数点以下四捨五入）、過去３ヶ月間終値の単純平均値1,722円（小数点以下四捨

五入）に対して約39％（小数点以下四捨五入）、過去６ヶ月間終値の単純平均値1,687円（小数点以下四捨五

入）に対して約42％（小数点以下四捨五入）のプレミアムを加えた価格となります。 

 

② 算定の経緯 

（買付価格の決定に至る過程） 

対象者の代表取締役社長である林弘氏は、対象者の中長期的な企業価値の向上策について検討をするにあ

たり、 平成 20 年５月頃から、ヴァリアントファンドの無限責任組合員であるヴァリアントとの間で対象者

の経営上の課題や将来の可能性などを踏まえた企業価値向上のための経営施策についての検討を重ねてまい

りました。 

その結果、林弘氏は、対象者の中長期的な企業価値の向上にはマネジメント・バイアウトの手法により非

上場化を行うことが最善であると判断するに至り、平成 20 年７月 28 日付でヴァリアントファンド及び公開

買付者との間でマネジメント・バイアウトに関して具体的に検討を開始する旨の覚書、平成 20 年９月 29 日

付でヴァリアントファンド及び公開買付者との間でＭＢＯ契約を締結しました。 

公開買付者は、当該非上場化の実行を検討するに当たり、対象者の株式価値の算定を平成 20 年８月頃か

ら開始し、買付価格を決定するに際し対象者株式の市場株価の推移を精査したところ、本公開買付けの実施

について決定した日（平成20年９月29 日）の前営業日（平成 20年９月 26 日）から遡るジャスダック証券

取引所における対象者株式の市場株価の過去１ヶ月間終値の単純平均値は 1,727 円（小数点以下四捨五入）、

過去３ヶ月間終値の単純平均値は 1,722 円（小数点以下四捨五入）、過去６ヶ月間終値の単純平均値は

1,687円（小数点以下四捨五入）という結果を得ました。 

公開買付者は、上記対象者株式の市場株価推移に、対象者の平成 20 年３月期（連結ベース）のＥＢＩＴ

ＤＡ1,410 百万円、当期純利益 872 百万円、純資産額 4,709 百万円といった財務データを含む財務状況等を
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勘案し算定を行いました。加えて、公開買付者が、平成 20 年８月頃から対象者及び経営陣等とそれぞれ別

個に行った協議・交渉の結果や、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し等も

踏まえ、既存株主の皆様に対して対象者株式の市場価値に最大限のプレミアムを付した買付価格を提示する

ことが相当であると判断し、最終的に買付価格を１株当たり2,400円とすることに決定いたしました。 

 

（買付価格の公平性を担保するための措置について） 

公開買付者における買付価格の決定に対して、対象者の取締役会は、平成 20 年９月、当該買付価格の公正

性を検討するため、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関の意見を聴取することとし、当該第三

者算定機関として、アーンストアンドヤングを選任し、対象者の株式価値の算定を依頼しました。対象者は、

平成20年９月26日、アーンストアンドヤングより対象者の株式価値の算定結果を記載した報告書を取得しま

した。報告書によると、いずれも平成20年９月22日を評価基準日として、市場株価法では、対象者の株価の

過去３ヶ月間を算定期間として算定された 1,618 円から 1,817 円、類似会社比準法では、同業他社の平成 20

年度予想値及び過去 12 ヶ月間の実績値のうち営業利益、利払前経常利益、償却前・利払前経常利益、経常利

益の４指標を比較対象として算定された1,797円から2,279円、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法

（ＤＣＦ法）では、平成 23 年３月期までの対象者の事業計画に基づいて計算された将来キャッシュフローを、

一般に使用されている資本資産評価モデルにより推計した資本コストを使用した割引率で現在価値に割り引く

ことにより算定された価格である1,578円から2,378円が、対象者の１株当たりの株式価値として報告されて

います。 

また、対象者の取締役会は、取締役による恣意的な判断がなされないよう、またはその疑義が生じないよう、

意思決定過程における透明性・合理性を確保するため、平成 20 年９月、公開買付者及び対象者から独立した

第三者であるスプリング法律事務所を指名し、同事務所に対し、本スキーム及び本公開買付けにおける意思決

定過程・意思決定方法その他の留意点に関する法的助言を依頼しました。スプリング法律事務所は、対象者の

取締役会に複数回出席し、さらには必要に応じて随時対象者取締役会との間で協議を行い、また、林弘氏及び

ヴァリアントに対して本スキーム及び本公開買付けに関する質疑応答を行うことにより、本スキーム及び本公

開買付けによって実現することが見込まれる対象者の企業価値の向上の具体的内容等について説明を受けたほ

か、その他法的助言にあたり関連する情報を取得しております。対象者は、スプリング法律事務所からの本ス

キーム及び本公開買付けにおける意思決定過程・意思決定方法その他の留意点に関する口頭及び書面による法

的助言を受けつつ、対象者の企業価値向上の観点から本スキーム及び本公開買付けにつき慎重に協議・検討を

行いました。 

対象者の取締役会は、報告書を参考にした上で、スプリング法律事務所からの本公開買付けにおける意思

決定過程・意思決定方法その他の留意点に関する法的助言を受けつつ、公開買付者との間で本公開買付けの

買付価格及び企業価値向上策等の諸条件につき協議・交渉を行い、その上で対象者は、平成 20 年９月 29 日

開催の取締役会において、本公開買付けの買付価格及び諸条件について対象者の企業価値向上の観点から慎

重に検討を行った結果、本公開買付けの買付価格及び諸条件は妥当であり、対象者の株主の皆様に対して合

理的な価格により対象者株式の売却機会を提供するものであると判断し、本公開買付けに賛同するとともに、

対象者の株主の皆様に対し本公開買付けへの応募を勧める旨を決議いたしました。 

なお、本スキームに関連して開催された対象者の取締役会において、対象者の代表取締役社長である林弘

氏は、公開買付者の株主及び唯一の取締役であり、本公開買付け後も公開買付者に対する出資を継続するこ

とが予定されていることから、本来、企業価値の向上を通じて株主の利益を代表すべき対象者の取締役が株

式の買付者側の性格も併せもつこととなり、対象者と構造的な利益相反状態にあることを鑑み、特別利害関

係人として賛同決議を含む本スキームに関する全ての審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立

場において公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。 

本公開買付けに賛同する旨の決議を行った対象者の取締役会を含む、本スキームに関する決議の行われた

全ての対象者の取締役会には、特別利害関係を有する林弘氏を除く対象者の取締役、及び米光信博氏を除く

対象者の監査役全員が出席し、出席取締役の全員一致による決議がなされております。なお、米光信博氏は、

林弘氏の二親等の親族であることから外形的に判断の客観性に疑義を生じるおそれがあるため、上記の取締

役会に出席しておりません。また、米光信博氏を除く社外監査役を含めたいずれの監査役も対象者取締役会

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。 
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なお、公開買付者は買付価格の算定にあたり、第三者機関から算定書等は取得しておりません。 

 

③ 算定機関との関係 

該当事項はありません。 

 

（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数の下限 株式に換算した買付予定数の上限 

3,483,271株 3,483,271株 － 株 

（注1） 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数の下限」（3,483,271 株。以下「買付予定数の下

限」といいます。）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総

数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注2） 単元未満株式についても、買付け等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２.（11）において記載されるものをいいます。）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、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがありま

す。この場合、対象者は法令及び対象者株式取扱規程に定める価格にて当該株式を買取ります。 

（注3） 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。従って本公開買付

けで公開買付者が取得する可能性のある株券等の数の最大の数は、対象者の第 46 期第１四半期報告

書（平成 20 年８月 13 日提出）に記載された平成 20 年８月 13 日現在の発行済株式総数（4,423,420

株）から、同報告書に記載された同年６月 30 日現在の対象者の自己株式の数（101,604 株）及び公

開買付者が本日現在所有する対象者株式の数（345,600 株）を控除した株式数（3,976,216 株）とな

ります。 

 

（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公開買付者の 

所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 
3,456個 

（買付け等前における株券等所有割合 

8.00％） 

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 
29,915個 

（買付け等前における株券等所有割合 

69.22％） 

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
34,832個 

（買付け等後における株券等所有割合 

88.59％） 

対象者の総株主等の議決権の数 43,210個  

（注1） 「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（3,483,271 株）に係

る議決権の数です。 

（注2） 「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、各特別関係者が所有する株券

等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、特別関係者の保有

する株券等についても買付け等の対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計

算においては、「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」は分子に加算して

おりません。 

（注3） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第 46 期第１四半期報告書（平成 20 年８月 13 日提

出）に記載された平成 20 年３月 31 日現在の総株主等の議決権の数です。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、同報告書に記載された平成20 年

８月 13 日現在の対象者の発行済株式総数（4,423,420 株）から同報告書に記載された同年６月 30 日

現在の対象者の自己株式の数（101,604 株）を控除した株式数（4,321,816 株）係る議決権の数

43,218個を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しております。 
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（注4） 応募株券等の数の合計が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いますので、

「買付け等後における株券等所有割合」は最大で100.00％となる可能性があります。 

（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 8,359,850,400円 

（注1） 「買付代金」は、本公開買付けにおける株式に換算した買付予定数（3,483,271 株）に、1 株当たりの

買付価格を乗じた金額です。なお、応募株券等の数の合計が買付予定数以上の場合でも、応募株券等

の全部の買付け等を行いますので、本公開買付けにより公開買付者が取得する可能性のある株券等の

数の最大の数である、対象者の第46期第１四半期報告書（平成20年８月13日提出）に記載された平

成 20 年８月 13 日現在の発行済株式総数（4,423,420 株）から、同報告書に記載された平成20 年６月

30 日現在の対象者の自己株式の数（101,604 株）及び公開買付者が本日現在所有する対象者株式の数

（345,600 株）を控除した株式数（3,976,216 株）全てを買付けた場合の買付代金は、最大で

9,542,918,400円となります。 

（注2） 公開買付代理人に支払う手数料の見積額、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買付説明書その他

必要書類の印刷費等諸費用は含まれておりません。 

 

（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 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 

 

② 決済の開始日 平成20年11月20日（木曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本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

はその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。買付けは、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

（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 

 

④ 株券の返還方法 

後記「（9） その他買付け等の条件及び方法」の「①法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び

内容」又は「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

き応募株券等を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を、応

募株主等の指示により、公開買付期間の末日から起算して５営業日目（本公開買付けの撤回等を行った場合

は撤回等を行った日）以後遅滞なく、下記の方法により返還します。 

ⅰ応募に際し公開買付代理人に対して株券等が提出された場合は、買付けられなかった株券等を応募株主

等（外国人株主等の場合はその常任代理人）に郵送又は交付します。 

ⅱ公開買付代理人(又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る株券等について応募

が行われた場合は、買付けられなかった株券等を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 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応

募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、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 
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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、以下「令」といいます。）第14

条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至チ、第５号並びに同条第２項第３号乃至第６

号に定める事項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

の末日までに公告を行うことが困難な場合は、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、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 

対象者が公開買付期間中に、法第27条の６第１項第１号の規定により令第13条第１項に定める行為を

行った場合は、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、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合には、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、いつでも本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、公開買付期間の末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店に

本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、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる

営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続きください。）。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期

間の末日の15時30分までに到達することを条件とします（但し、各営業店によって営業時間又は有価証券

お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続きくださ

い。）。 

なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う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公開買付者の負担とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等

の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告

を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場

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、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ことにより訂正します。 

 

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、公開買付期間の末日の翌日に、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。 

 

⑧ その他 
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本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また

米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メー

ル、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、更に米

国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通

じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 

また、本公開買付けにかかる公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向

けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を

行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。 

本公開買付けに応募する方（外国人株主等の場合はその常任代理人）はそれぞれ、以下の表明・保証を行

うことを要求されます。 

応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、

応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米

国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申

込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方

法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限

りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、他の者の裁量権のない代理人又は

受託者・受任者として行動している者ではないこと（当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から

与えている場合を除きます。）。 

 

（10）公開買付開始公告日 平成20年９月30日（火曜日） 

 

（11）公開買付代理人 日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 

 

３．その他 

（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

対象者は平成 20 年９月 29 日開催の取締役会において、林弘氏を除く対象者の取締役全員の賛成により、本公

開買付けに賛同するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けへの応募を勧める旨を決議いたしました。 

 

また、公開買付者は、林弘氏及びヴァリアントファンドとの間で、平成 20 年９月 29 日付で主に以下事項を合

意する内容のＭＢＯ契約を締結しております。 

① 林弘氏は、その保有する対象者株式（所有株式数：846,884 株、所有割合：19.15％）のうち応募可能な対象者株式

の全てについて、本公開買付けに応募し、本公開買付けが成功するよう最大限の努力を尽くすこと。 

② 林弘氏は、本公開買付けの成立後速やかに、公開買付者をして、ヴァリアントファンドに対する本スポンサー増資

及び林弘氏に対する本マネジメント増資に係る公開買付者株式を新たに発行させ、ヴァリアントファンド及び林弘

氏はこれらを引受け、各引受に係る公開買付者株式の払込金額の払込を、本スポンサー増資については本公開買付

けの成立後速やかに、本マネジメント増資については本公開買付けの決済日後速やかに、それぞれ完了させること。 

③ 本公開買付けの決済日後、林弘氏及びヴァリアントファンドが別途合意した時期を目途に、公開買付者及び対象者

が、それぞれ株主総会（以下併せて「本合併承認総会」と総称します。）を開催し、本合併に係る吸収合併契約の承

認のために必要な株主総会の承認決議を受ける予定であること（但し、会社法の規定に基づき本合併承認総会の決

議を受ける必要がない場合を除きます。）を確認すること。 

④ 林弘氏及びヴァリアントファンドは、本公開買付けの決済日後、ＭＢＯ契約当事者の保有する株式の譲渡、第三者

割当増資その他の方法による林弘氏以外の対象者、公開買付者又は新会社の役職員による新会社に対する出資につ

き、協議を行うものとすること。但し、これらの新会社の普通株式、及び下記⑤に基づき発行される新株予約権の

目的となる新会社の普通株式の合計数が、新会社の発行済株式総数に占める割合は、完全希釈化後ベースで、5.0%

を上限とすること。 

⑤ 林弘氏及びヴァリアントファンドは、新会社の役職員のモチベーション向上及び企業価値の最大化のため、新会社

の役職員に対するストックオプション（新株予約権）を導入することを検討し、合意した場合には、当該ストック
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オプションの発行に必要な手続を相互に協力して行うものとすること。 

⑥ 本スポンサー増資及び本マネジメント増資後の公開買付者及び新会社に対する出資比率は、上記④の新会社の株式

及び上記⑤のストックオプションの発行前の議決権割合で、林弘氏及び小松久美子氏並びに／又はこれらの指定す

る者の合計が46.0%、ヴァリアントファンド及び／又はその指定する者の合計が54.0%とすること。 

⑦ 林弘氏は、本公開買付け後も、対象者の代表取締役に留まること。 

⑧ 本公開買付けの決済日後の対象者には、現状どおり、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置し、対象

者の取締役（代表取締役を含みます。）は12名とし、その任期を２年とすること。 

⑨ 本公開買付けの決済日後、ヴァリアントファンドは、自己が指名する者を、対象者の取締役会及びその他のヴァリ

アントファンドの指定する会議にオブザーバーとして出席させることができ、当該オブザーバーは、当該会議にお

いて発言することができるものとすること（但し、かかるオブザーバーは、当該会議の議決には加わることはでき

ないものとします。）。 

⑩ 林弘氏は、対象者が(i)対象者の取締役会規程に記載された事項のうち決議事項を行う場合には、ヴァリアントファ

ンドと協議の上、対象者をして事前同意を取得させるものとし、(ii)同規程に記載された事項のうち報告事項を行

う場合には、対象者をして、ヴァリアントファンドに対し、事前に資料及び情報を提供させるものとすること。 

⑪ 林弘氏は、本公開買付けの成立後速やかに、公開買付者をして、臨時株主総会を開催させ、(i)商号変更により通常

の株式会社とする旨、取締役の員数を２名に増員する旨その他の定款一部変更議案、及び(ii)取締役２名を選任す

る旨の議案、その他必要な議案を当該株主総会において上程させ、林弘氏は、これらの議案が当該株主総会におい

て上程された場合には、当該各議案について賛成の議決権を行使するものとし、また、小松久美子氏をして、賛成

の議決権を行使させるものとすること（なお、会社法第 319 条の規定に従い、書面決議の方法により、かかる決議

があったものとみなすことができます。）。 

⑫ 上記⑪の臨時株主総会終結時点から本合併承認総会の開催時までの間（以下、かかる期間を「当初フェーズ」とい

います。）における公開買付者の取締役は２名とすること（なお、公開買付者には、下記⑮の平成 21 年３月期に係

る定時株主総会までの間、株主総会及び取締役以外の機関は設置しないものとします。）。 

⑬ 当初フェーズにおける公開買付者の取締役２名のうち１名は林弘氏、残りの１名はヴァリアントファンドが指名す

る者とし、公開買付者の代表取締役には林弘氏が就任するものとすること。 

⑭ 林弘氏及びヴァリアントファンドは、公開買付者をして、本合併承認総会を開催させ、(i)本合併に係る吸収合併契

約承認議案、(ii)取締役の員数を８名に増員する旨その他の定款一部変更議案、及び(iii)取締役６名を新たに選任

する旨の議案、その他必要な議案を本合併承認総会において上程させ、林弘氏は、これらの議案が当該株主総会に

おいて上程された場合には、当該各議案について賛成の議決権を行使するものとし、また、小松久美子氏をして、

賛成の議決権を行使させるものとすること（なお、会社法第 319 条の規定に従い、書面決議の方法により、かかる

決議があったものとみなすことができます。）。林弘氏及びヴァリアントファンドは、それぞれ上記(iii)に規定する

新たな取締役のうち、それぞれ３名ずつを指名することができるものとすること。 

⑮ 林弘氏及びヴァリアントファンドは、新会社をして、平成21年３月期に係る定時株主総会を開催させ、当該総会に

おいて、(i)取締役会、監査役（員数は４名以内）、監査役会及び会計監査人を設置する旨その他の定款一部変更議

案、(ii)監査役４名を新たに選任する旨の議案、（iii）会計監査人を選任する旨の議案、その他必要な議案を当該

株主総会において上程させ、林弘氏は、これらの議案が当該株主総会において上程された場合には、当該各議案に

ついて賛成の議決権を行使するものとし、また、小松久美子氏をして、賛成の議決権を行使させるものとすること

（なお、会社法第 319 条の規定に従い、書面決議の方法により、かかる決議があったものとみなすことができま

す。）。上記(ii)に定めるところにより新たに選任される監査役候補者は、林弘氏及びヴァリアントファンドが合意

する者とすること。 

⑯ 新会社の代表取締役には林弘氏が就任するものとすること。 

⑰ 林弘氏は、本合併後速やかに、新会社の一部の子会社が、本買収ローンの連帯保証人となること、並びに新会社の

一部の子会社の一定の資産を本買収ローンの担保に供することに同意すること。 

⑱ 林弘氏及びヴァリアントファンドは、本買収ローンに係る借入金債務が完済されるまでの間（以下「譲渡制限期

間」といいます。）は、原則として、その保有する公開買付者又は新会社の普通株式の第三者への譲渡、担保提供そ

の他一切の処分を行わないものとし、林弘氏は、小松久美子氏をして、原則として、その保有する公開買付者又は

新会社の普通株式の全部又は一部につきかかる処分を行わせないものとすること。 

⑲ 譲渡制限期間後において、林弘氏が、その保有する公開買付者又は新会社の株式を第三者に譲渡することを希望す

る場合には、ヴァリアントファンドに対して事前にその旨を通知することを要し、ヴァリアントファンドは、かか
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る通知を受けた場合、当該公開買付者又は新会社の株式を、自ら買い取り、又はヴァリアントファンドが指名する

第三者をして買い取らせることができるものとすること。譲渡制限期間後において、ヴァリアントファンドが、そ

の保有する公開買付者又は新会社の株式を第三者（以下「譲渡相手方」といいます。）に譲渡することを希望する場

合には、林弘氏に対して事前にその旨を通知することを要し、林弘氏は、かかる通知を受けた場合、(i)当該公開買

付者又は新会社の株式を、自ら買い取り、又は林弘氏が指名する第三者をして買い取らせ、又は(ii)ヴァリアント

ファンドに対して、自己が保有する公開買付者又は新会社の株式を、譲渡相手方に対して、同一の条件で共同で売

却することを、ヴァリアントファンドに対して請求することができるものとすること。  

 

（２）本公開買付けを実施する背景及び理由並びに本公開買付け後の経営方針 

対象者は、昭和 38 年８月に設立された非破壊検査事業を主力事業とする株式会社です。なお、非破壊検査事業

とはプラント・重機・ビル等の構造物を解体することなくその傷や劣化の状況を調査する事業です。 

対象者は、設立以来、日本の経済成長及び産業界の発展の中で、鉄鋼・石油精製・石油化学等の各種産業界に

おける全国的規模での活発なプラント建設、エネルギー需要の増大に伴う水力・火力・原子力発電所の建設や増

設、並びにＬＰＧ／ＬＮＧ基地や石油備蓄基地の新・増設による各種タンクの建設や配管の敷設等が進んだこと

に伴う建造物非破壊検査の需要増加により、順調に成長してまいりました。対象者は、当初は自社技術員による

検査を中心に取り組み、また、石油精製及び石油化学のプラント新設が低調になってきた昭和 60 年頃からは、外

注を積極的に活用しながらＬＰＧ／ＬＮＧ基地や原子力発電所等の分野にも対象を拡大してきました。 

この間対象者は、日本メーカーによるプラント輸出の増加に伴う海外における検査業務に同業他社に先駆けて

進出し、昭和 40 年におけるシンガポールのモービル石油ジュロン製油所のタンク建設に伴う検査業務の受注を皮

切りに、昭和 42 年にはブルネイシェル石油によるＬＮＧプラント建設に伴う検査・焼鈍工事を韓国の韓国工業検

査と共同で受注した他、海外数十ヶ所に社員を派遣する等、日本国内のみならず海外においても、検査・計測・

溶接前後の熱処理分野における技術で高い評価を獲得してきました。 

現在では川崎に本社を置くとともに、全国 18 ヶ所に営業所及び出張所を設置して、事業の全国展開を図り、拠

点を拡大しております。 

また、平成７年には日本証券業協会（現ジャスダック証券取引所）に株式の店頭登録を果たし、平成 16 年には

ジャスダック証券取引所に株式を上場しております。 

しかし、対象者の海外事業に関しては、日本人検査員の賃金水準が世界の最高水準に達したこと、及び開発途

上国における技術発展が進んだことにより、海外における日本人検査員による検査に対する需要は減少し、対象

者の現在の海外事業としては、プラント・エンジニアリング会社による海外検査におけるスーパーバイザーの派

遣にとどまっています。 

また、国内事業に関しては、日本における非破壊検査業界は近年かつてない転換期を迎えており、対象者を取

り巻く経営環境は厳しいものへと変化してきました。 

まず、市場規模の成長鈍化があります。すなわち、戦後の起業家による企業創設に端を発する日本における非

破壊検査業界は、その後の化学・石油・鉄鋼・建設・電力・ガス等の顧客業界における設備投資及びそれに伴う

検査需要の増大に支えられ、短期的な拡大・縮小を繰り返しながらも中長期的には成長を続けてきましたが、顧

客業界における設備投資の減少、公共事業の削減等に伴い、建造物非破壊検査の需要の見通しは不透明な状況に

あります。受注産業である非破壊検査事業は需要の変動が大きいため、採算性を重視すれば選別受注となり売上

シェアが低下し、売上シェアを重視すれば採算性が落ちる、という事業特性を有しており、現に対象者は近年受

注に際して採算性を重視してきた結果、上位競合他社との売上高比較においてはシェアの低下傾向が続いており

ます。 

次に、技術員の高齢化及び新規人員の確保難があります。検査業務を恒常的に受注する最大の決め手は、顧客

が満足する質の高い技術者を確保し、顧客からの突然の発注や、工事内容、派遣人員の職種の変更要求にも出来

るだけ速やかに対応できる動員力を構築し、維持することにあります。しかしながら、今日までの非破壊検査業

界の成長を支えてきた熟練技術員の多くは現在引退期を迎えており、その技術・技能を伝承するとともに、大規

模な検査需要にも対応できる次世代の人員を多数確保・育成し、動員力を増強することが業界各社に共通する課

題となっております。 

このような業界の環境下、対象者は、現在まで、市場規模の成長鈍化への対応として、①より一層の営業活動
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の積極的な展開（原子力発電所の建設及び関連施設に関わる工事、ＬＮＧの受入基地建設及び導管敷設に関わる

工事、石油・石油化学及び火力・原子力発電所等における新技術システムによる保守・保全業務、高速検査装置

による原油タンク及び配管の腐食検査等の分野における、既存顧客に対する受注拡大と新規顧客の開拓）や、②

既存構造物の補修・補強に伴う調査・計測・検査、環境を考慮した振動・騒音測定、耐震及び防振性能等に関わ

る調査並びに建設工事現場の施工管理に関わる計測コンサルタント業への営業範囲の拡充に取り組んできたほか、

次世代の人員を多数確保・育成し、かつ動員力を増強すべく、③顧客業界の設備投資の状況により変動する受注

動向から損益管理上許容される範囲内で人員採用に取り組むと同時に、既存外注先に対する人員増強要請や新規

外注先の開拓等により必要となる動員力の維持等に取り組み、事業基盤の強化・拡大を目指してまいりました。

かかる施策の結果、平成 20 年３月期には、連結売上高約 9,440 百万円（前年度比 13.4％増）に達しております。 

しかしながら、前述のような、市場規模の成長鈍化、技術員の高齢化及び新規人員の確保難等の環境変化が近い将来

改善に転じるという見込みはなく、今後は、多数の中小規模事業者を含む企業群が並存する非破壊検査業界の構造のな

かで限られた需要をめぐっての多数の事業者による顧客獲得競争が激化し、弱者の淘汰と業界再編が不可避的に加速す

ることが予想されます。このような今後見込まれる加速度的な業界の構造変化に対して、上記のような施策の延長線上

にある取り組みだけでは激化する競合他社との競争に勝つことは困難となる状況が予想されます。 

対象者の代表取締役社長である林弘氏は、上述のような対象者及び非破壊検査業界を取り巻く状況下で、中長

期的かつ持続的に企業価値を向上させるための方策について検討を重ね、また、投資先企業の企業価値向上に関

する豊富な実務経験とコンサルティングノウハウ等を有するヴァリアントと、対象者の経営上の課題や将来の可

能性などを踏まえた企業価値向上のための経営施策について検討する機会を得て協議を行いました。 

その結果、林弘氏は、対象者が上記のような厳しい環境の中で中長期的な視点に立って企業価値の向上を目指

すためには、短期的な売上及び利益の成長を目的としない、Ｍ＆Ａによるものも含む、より一層の人材投資、設

備投資、及び研究開発投資を大規模かつ迅速に行うことが必要不可欠な経営施策であると認識し、次の諸方策を

含む抜本的な経営改革を早急に行うことにより、上位競合他社に対する売上シェアの低下に歯止めをかけ、売上

及び利益の中長期的な拡大を図ることが必要との結論に至りました。 

具体的には、①短期的な受注見通しにとらわれることなく、技術員の新規採用数を大幅に増加させ、熟練技術

員からの技術・技能の伝承を円滑に進めるとともに、近年ますます増加している大規模な受注に対しても機動的

に対応できるよう、動員力を大幅に引き上げること、②特定労働者派遣事業の届出を行い実施している検査技術

員の派遣業務につき、派遣社員不足を解消するため今後早急に外注先を統合し検査技術を身につけた社員を増加

させること、③最新鋭機器を導入して受注活動を活発化させている競合他社に対し、保有設備において劣後しな

いよう、老朽化した検査機器の大規模な更新投資を実施するとともに、クリーンエネルギーとしての天然ガスの

普及により、今後ますます増加することが予想されるＬＮＧ基地の新規建設に係る大型検査需要を受注するため

に不可欠な、最新鋭の大型Ｘ線装置（１台当たり約 40 百万円）等の高額な機器を多数新規導入し設備能力を増強

すること、④検査機器の発達に伴い、機器を保有さえしていれば実施できる検査を行うだけではなく、機器を使

いこなしながら分析・提案までをもカバーする検査サービスが求められるなど、複雑化・高度化する顧客の要望

に適合し、競合他社と技術的に明確に差別化された検査サービスを提供できるよう研究開発体制を強化すること、

といった事業構造の転換が挙げられます。 

但し、このような経営改革を実行するには相応の期間が必要となり、その効果が直ちに現れるものではないこ

とから、一時的にせよコストの増加やキャッシュフローの悪化に伴う財務状況や業績の悪化が見込まれ、また、

それらに起因する株価の下落が予想される等、構造転換に伴うリスクが極めて大きなものとなる危険性がありま

す。例えば、大規模な設備投資及び研究開発投資を実施すれば、財務体質がこれまでと比べ悪化せざるを得ませ

ん。また、大規模な人材投資を実行すれば、労務費が大幅に上昇するだけでなく、稼働率を維持するために採算

性の低い受注にも対応せざるを得ない可能性があります。そして、これらの短期的な犠牲を伴う経営改革は、資

本市場から十分な評価を得られない可能性があり、株主の皆様に対して、短期的にマイナスの影響を及ぼす可能

性が否定できません。 

よって、上記の諸方策を実現するためには、対象者を中長期的に支援することができる中核安定株主、経営陣

及び従業員が一体となり、経営陣が中長期的な視点に立って自己責任において柔軟かつ機動的な経営判断を実現

できる経営体制を構築することが不可欠と考えられます。 

林弘氏は、上記のような経営改革に伴うリスクを対象者の一般株主の皆様に負って頂くことを回避すると共に、
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今まで以上に迅速かつ機動的に上記のような経営改革を推進することが可能な経営体制へ転換するための手段に

ついて、ヴァリアントの助言を受け、対象者の経営陣と協議をいたしました。その結果、対象者の株主の皆様に

その所有する株式売却の機会を提供することを条件に、マネジメント・バイアウトの手法により対象者の株式の

非上場化を行うことが最善であると判断し、公開買付者、林弘氏とヴァリアントファンドは本公開買付けの実行

を決定するに至り、公開買付者は、平成 20 年７月 28 日付で林弘氏とヴァリアントファンドの間で、マネジメン

ト・バイアウトに関して具体的に検討を開始する旨の覚書、また平成 20 年９月 29 日付で林弘氏とヴァリアント

ファンドとの間で上記「（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容」に記載するＭＢＯ

契約を締結いたしました。 

 

（３）買付価格の評価の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正

性を担保するための措置 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けの公正性を担保するために、以下のような事項を考慮いたしました。 

 

① 対象者は独立した第三者算定機関からの株式価値算定報告書を取得 

対象者の取締役会は、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてアーンストアンドヤングに対

象者の株式価値の算定を依頼し、平成 20 年９月 26 日、アーンストアンドヤングより報告書を取得しております。 

報告書によると、いずれも平成 20 年９月 22 日を評価基準日として、市場株価法では、対象者の株価の過去３ヶ

月間を算定期間として算定された1,618円から1,817円、類似会社比準法では、同業他社の平成20年度予想値及

び過去 12 ヶ月間の実績値のうち営業利益、利払前経常利益、償却前・利払前経常利益、経常利益の４指標を比較

対象として算定された 1,797 円から 2,279 円、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）では、

平成 23 年３月期までの対象者の事業計画に基づいて計算された将来キャッシュフローを、一般に使用されている

資本資産評価モデルにより推計した資本コストを使用した割引率で現在価値に割り引くことにより算定された価

格である1,578円から2,378円が、対象者の１株当たりの株式価値として報告されています。 

なお、公開買付者は、買付価格を決定するに際して、対象者株式の市場株価推移に、対象者の平成 20 年３月期

（連結ベース）のＥＢＩＴＤＡ 1,410 百万円、当期純利益 872 百万円、純資産額 4,709 百万円といった財務

データを含む財務状況等を勘案し算定を行いました。加えて、公開買付者が対象者及び経営陣等とそれぞれ別個

に行った協議・交渉の結果や、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し等も踏まえ、

既存株主の皆様に対して対象者株式の市場株価に最大限のプレミアムを付した買付価格を提示することが相当で

あると判断し、最終的に買付価格を１株当たり2,400円に決定いたしました。 

なお、買付価格は、本公開買付けの実施について決定した日の前営業日（平成 20 年９月 26 日）から遡るジャ

スダック証券取引所における対象者株式の市場株価の過去１ヶ月間終値の単純平均値 1,727 円（小数点以下四捨

五入）に対して約 39％（小数点以下四捨五入）、過去３ヶ月間終値の単純平均値 1,722 円（小数点以下四捨五

入）に対して約 39％（小数点以下四捨五入）、過去６ヶ月間終値の単純平均値 1,687 円（小数点以下四捨五入）

に対して約42％（小数点以下四捨五入）のプレミアムを加えた価格となります。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

対象者の取締役会は、取締役による恣意的な判断がなされないよう、またはその疑義が生じないよう、意思決

定過程における透明性・合理性を確保するため、公開買付者及び対象者から独立した第三者であるスプリング法

律事務所を指名し、同事務所に対し、本スキーム及び本公開買付けにおける意思決定過程・意思決定方法その他の

留意点に関する法的助言について依頼しました。スプリング法律事務所は、対象者の取締役会に複数回出席し、

さらには必要に応じて随時対象者取締役会との間で協議を行い、また、林弘氏及びヴァリアントに対して本ス

キーム及び本公開買付けに関する質疑応答を行うことにより、本スキーム及び本公開買付けによって実現するこ

とが見込まれる対象者の企業価値の向上の具体的内容等について説明を受けたほか、その他法的助言にあたり関

連する情報を取得しております。対象者は、スプリング法律事務所からの本スキーム及び本公開買付けにおける意

思決定過程・意思決定方法その他の留意点に関する口頭及び書面による法的助言を受けつつ、対象者の企業価値向

上の観点から本スキーム及び本公開買付けにつき慎重に協議・検討を行いました。 
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③ 取締役及び監査役全員の承認 

本スキームに関連して開催された対象者の取締役会において、対象者の代表取締役社長である林弘氏は、公開

買付者の株主及び唯一の取締役であり、本公開買付け後も公開買付者に対する出資を継続することが予定されて

いることから、本来、企業価値の向上を通じて株主の利益を代表すべき対象者の取締役が株式の買付者側の性格

も併せもつこととなり、対象者と構造的な利益相反状態にあることに鑑み、特別利害関係人として賛同決議を含

む本スキームに関する全ての審議及び決議に参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付者との協

議・交渉にも参加しておりません。 

対象者の取締役会は、報告書を参考にした上で、スプリング法律事務所からの本公開買付けにおける意思決定過

程・意思決定方法その他の留意点に関する法的助言を受けつつ、公開買付者との間で本公開買付けの買付価格及び

企業価値向上策等の諸条件につき協議・交渉を行い、その上で対象者は平成 20 年９月 29 日開催の取締役会にお

いて、本公開買付けの買付価格及び諸条件について対象者の企業価値向上の観点から慎重に検討を行った結果、

本公開買付けの買付価格及び諸条件は妥当であり、対象者の株主の皆様に対して合理的な価格により売却機会を

提供するものであると判断し、本公開買付けに賛同するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けへの

応募を勧める旨を決議いたしました。 

本公開買付けに賛同する旨の決議を行った対象者の取締役会を含む、本スキームに関する決議の行われた全て

の対象者の取締役会には、特別利害関係を有する林弘氏を除く対象者の取締役、及び信博氏を除く対象者の監査

役全員が出席し、出席取締役の全員一致による決議がなされております。なお、米光信博氏は、林弘氏の二親等

の親族であることから外形的に判断の客観性に疑義を生じるおそれがあるため、上記の取締役会に出席しており

ません。また、米光信博氏を除く社外監査役を含めたいずれの監査役も対象者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。 

 

④ 買付け等の期間を比較的長期間に設定 

公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最低期間が 20 営業日であるところ 30 営業日としております。 

公開買付期間を比較的長期間である 30 営業日に設定することにより、株主の皆様に本公開買付けに対する応募

につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって買付価格の適正

性をも担保しております。また、公開買付者と対象者との間で、他の買付者による対象者株式の買付けを阻害す

るような合意は存在しておらず、対象者取締役会の判断の公正性（買付価格の適正性）を客観的にも担保してい

ると考えております。 

 

⑤ 買付予定の株券等の数の設定 

公開買付者は、本公開買付けの買付予定の株券等の数の設定において、対象者の発行済株式総数（4,423,420

株）から対象者が保有する自己株式（101,604 株）並びに公開買付者及び応募同意者が所有する対象者株式数

（3,337,276 株）を除いた 984,540 株のうち、その半数に相当する 492,270 株を考慮した上で、本公開買付け成

立後において公開買付者の株券等所有割合が 88％以上となる 3,483,271 株以上の応募があることを本公開買付け

の成立の条件としております。 

このように、公開買付者及び応募同意者以外の多数の株主の皆様の賛同が得られない場合には本スキームを行

わないこととし、対象者の株主の皆様の意思を重視しております。 

 

（４）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 

対象者は平成20年９月29日付で、本公開買付けが成立することを条件に、平成21年３月期の期末配当予想を

修正し、無配とすることを決議した旨の「平成 21 年３月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ」を公表して

おります。 

 

 

以 上 

 

添付資料：「有限会社弘林による日本工業検査株式会社普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 
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（添付資料） 

 

平成 20 年９月 29 日 

 

各   位 

 

会社名  ヴァリアント・パートナーズ株式会社 

代表者名 共同代表パートナー 櫻井 歩身 

    共同代表パートナー 加藤  健 

問合せ先  新谷 大輔（電話 03-3288-6251） 

 

 

有限会社弘林による日本工業検査株式会社普通株式に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 当社の運営するヴァリアント壱号投資事業有限責任組合（以下、「ヴァリアントファンド」といい

ます。）が出資を予定する有限会社弘林（以下、「公開買付者」といいます。）より、本日「日本工業

検査株式会社普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」が公表されましたので、お知ら

せいたします。 

 

 ヴァリアントファンドは、公開買付者による公開買付けの成立を条件として、公開買付者が第三者

割当方式により発行する普通株式を引き受けることを予定しております。かかるヴァリアントファン

ドの公開買付者に対する出資、及びその後に別途予定されている日本工業検査株式会社（以下、「対

象者」といいます。）の代表取締役社長である林弘氏による公開買付者に対する出資が完了した後に

おける、ヴァリアントファンドの公開買付者に対する出資比率は 53.98％となります。 

 

 ヴァリアントファンドの無限責任組合員である当社は、平成 20 年 5 月頃から、林弘氏との間で対

象者の経営上の課題や将来の可能性等を踏まえた企業価値向上のための経営検討を重ねてまいりま

した。その結果、林弘氏は、対象者の中長期的な企業価値の向上にはマネジメント・バイアウトの手

法により非上場化を行うことが最善であると判断するに至りました。当社は、公開買付者による公開

買付けが成立した場合、対象者の事業構造の抜本的な転換を実現するために中長期的な支援を行う予

定であります。 

 

 ヴァリアントファンドは、日本の更なる産業発展に資するプライベートエクイティ投資を行うこと

を目的として、平成 18 年 10 月に設立された投資事業有限責任組合であり、日本国内の機関投資家よ

り総額 175 億円の出資のコミットメントを受けて設立されました。 

 

 以上の詳細につきましては、「日本工業検査株式会社普通株式に対する公開買付けの開始に関する

お知らせ」をご参照ください。 
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公開買付者の概要 

商 号 有限会社弘林 

事 業 内 容 対象者の株式の取得及び保有 

設 立 年 月 日 平成３年 11 月 27 日 

本 店 所 在 地 神奈川県川崎市多摩区宿河原四丁目 19 番 21 号 

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役 林 弘 

資 本 金 の 額 960 万円 

以上 
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