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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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1. 平成21年５月期第２四半期の連結業績（平成20年７月１日～平成20年12月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年５月期第２四半期 20,856 ― △245 ― △279 ― △169 ―

20年５月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年５月期第２四半期 △4 46 ― ―
20年５月期第２四半期 ― ― ― ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年５月期第２四半期 37,230 8,605 21.8 214 51

20年５月期 ― ― ― ― ―

(参考) 自己資本 21年５月期第２四半期 8,115百万円 20年５月期 ―百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 20年５月期 ― ― ― ― ―

 21年５月期 ― 0 00 ― ― ―

 21年５月期(予想) ― ― ― 0 00 0 00

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年７月１日～平成21年５月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期  54,000 ―  700 ― 600 ― 150 ― 3 93

－1－



  

 

 
  [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。 

平成21年５月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成21年１月９日付および本日付「業績予想

の修正に関するお知らせ」において発表いたしておりますのでご参照ください。 

３．当事業年度の期末配当予想につきましては、平成21年１月９日に提出いたしました「平成21年５月期 期末配

当予想の修正に関するお知らせ」において発表いたしておりますのでご参照ください。 

４．当社は、平成20年７月１日に機動建設工業株式会社が単独株式移転により、同社の完全親会社として設立され

ました。四半期決算短信は、当四半期連結会計期間より作成しておりますので、前期実績及び対前期増減率は

記載しておりません。 

  

  

  

  
  
  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年５月期第２四半期 39,465,000株 20年５月期 ―株

21年５月期第２四半期 1,633,190株 20年５月期 ―株

21年５月期第２四半期 37,904,507株 20年５月期第２四半期 ―株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機などの影響を受け、景気減速が
明確となり、企業収益の悪化が見られました。 
当社グループの主要事業分野である建設業界におきましても、官公庁工事が引き続き低調に推移する

中、民間工事においても、景気情勢・不動産市況の悪化に伴い、減少傾向となる等、非常に厳しい環境
となりました。 
こうした状況のもと、当社グループにおいては、グループ経営力の強化を図るべく、平成20年７月１

日に株式移転により当社を設立し、持株会社化を導入いたしました。 
当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、主力である建設事業において、完成工事高が下

半期、特に公共工事関連が主となる土木工事に関しては第４四半期に著しく多くなるという季節的変動
がある一方、販売費及び一般管理費等の固定費は期間経過に応じて支出されることから、売上高は
20,856百万円、営業損失245百万円、経常損失279百万円、四半期純損失169百万円となりました。 

  

当社グループのコア事業であり、主に機動建設工業株式会社が取り扱う推進工事・ＰＣ工事を中心
とした土木工事と日本建設株式会社が取り扱う建築工事に大別されます。当第２四半期連結累計期間
におきましては、受注高は29,123百万円、売上高20,567百万円、営業損失は249百万円となりまし
た。 
売上高の構成は土木工事3,880百万円、建築工事16,686百万円であります。 

不動産事業につきましては、主に首都圏において、中古ビル・賃貸マンション等を仕入れ、リニュ
ーアル、コンバージョン、テナント入替等によりバリューアップを図るビジネスを取り組んでおりま
す。当第２四半期連結累計期間におきましては、昨今の急激な不動産市況の低迷により、販売活動が
低調に留まり、売上高270百万円、営業損失は21百万円となりました。 

保険代理店業務等により、売上高19百万円、営業利益は25百万円となりました。 

  

(注) 機動建設工業株式会社の前中間連結会計期間に対する比較増減を参考として記載しております。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は37,230百万円となり、そのうち流動資産は25,889百万円、固定
資産は11,304百万円となりました。これに対する当四半期末の負債合計は28,624百万円となり、そのうち
流動負債は26,163百万円、固定負債は2,460百万円となりました。 
当第２四半期連結会計期間末の純資産は8,605百万円となり、自己資本比率は21.8％となりました。 
なお、当社は、平成20年７月１日設立のため、前連結会計年度末との対比の記載はしておりません。 
  

平成21年５月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成21年１月９日付および本日付「業
績予想の修正に関するお知らせ」において発表いたしておりますのでご参照ください。 
なお、平成21年５月期通期業績予想につきましては、変更ございません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
(1) 業績全般の概況

(2) 部門別概況
①建設事業

②不動産事業

③その他の事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

一部連結子会社は、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が連結子会社の前事業年度末に算
定したものと著しい変化がないと認められるため、連結子会社の前事業年度末の貸倒実績率等を利用
して貸倒見積高を算定しております。 

一部連結子会社は、当第２四半期連結会計期間における間接原価のたな卸資産と売上原価への配賦
率が連結子会社の前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、連結子会社の
前事業年度決算において算定した配賦率の合理的な基準を使用して間接原価を配賦する方法によって
おります。 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算
定する方法によっております。 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、連結子会社の前事業年度以降に経営環境等、かつ、
一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、連結会社各社の前会計年度決算におい
て使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によります。 

税金費用については、主として当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期
純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に該当見
積実効税率を乗じて計算しております。 
 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

提出会社は、連結子会社である機動建設工業株式会社が単独株式移転により設立した完全親会社であ
り、採用する会計処理の原則及び手続は、以下に記載する事項を除き、従来、機動建設工業株式会社が
連結財務諸表作成に当たって採用したものと同様であります。 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成し、「建設業法施行規則」（建設省令第14
号）に準じて記載しております。 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理
に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、
連結決算上必要な修正を行っております。 
これによる四半期連結財務諸表及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

連結子会社のうち、日本建設株式会社の第２四半期決算日は８月31日であり、他の連結子会社の第
２四半期決算日については、11月30日であります。 
四半期連結決算財務諸表の作成にあたっては、同日現在の四半期財務諸表を使用し、四半期連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

役員退職慰労金については、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに
役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協力監査・保証実務委員会報告第
42号 平成19年４月13日)が公表され役員退職慰労引当金の計上が会計慣行として定着しつつあるこ
と、期間損益の適正化と財務内容の健全化を図ることを目的とし、四半期末要支給額を役員退職慰労
引当金として計上する方法によっております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損失は、それぞれ12百万円増加しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

・一般債権の貸倒積立金の算定方法

・原価差異の配賦方法

・固定資産の減価償却費の算定方法

・経過勘定項目の算定方法

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①会計基準等の改正に伴う変更

②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

③連結子会社の四半期連結決算日について

④役員退職慰労金
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当連結会計年度の第２四半期会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計
基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価
法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損
失が７百万円増加しております。 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、随時引き出
し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から成っております。 
当第２四半期連結累計期間中に、四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金範囲の変更は

ありません。 
  

⑤棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

⑥四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更
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5．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 7,415

受取手形・完成工事未収入金等 5,531

未成工事支出金 8,451

販売用不動産 3,171

その他のたな卸資産 7

その他 1,459

貸倒引当金 △147

流動資産合計 25,889

固定資産  

有形固定資産  

建物・構築物（純額） 962

土地 4,331

その他（純額） 299

有形固定資産計 5,593

無形固定資産  

のれん 4,353

その他 70

無形固定資産計 4,424

投資その他の資産  

その他 1,507

貸倒引当金 △221

投資その他の資産計 1,286

固定資産合計 11,304

繰延資産 36

資産合計 37,230

負債の部  

流動負債  

支払手形・工事未払金等 16,631

短期借入金 1,103

1年内償還予定の社債 160

未払法人税等 28

未成工事受入金 6,389

工事損失引当金 64

完成工事補償引当金 72

賞与引当金 232

その他 1,481

流動負債合計 26,163
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

固定負債  

社債 510

長期借入金 578

役員退職慰労引当金 12

退職給付引当金 1,294

その他 65

固定負債合計 2,460

負債合計 28,624

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,000

資本剰余金 6,486

利益剰余金 △197

自己株式 △106

株主資本合計 8,182

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △59

為替換算調整勘定 △7

評価・換算差額等合計 △67

新株予約権 33

少数株主持分 457

純資産合計 8,605

負債純資産合計 37,230
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(2)四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 20,856

売上原価  

完成工事原価 19,688

完成工事総利益 1,167

販売費及び一般管理費 1,413

営業損失（△） △245

営業外収益  

受取利息配当金 14

その他 19

営業外収益合計 33

営業外費用  

支払利息 37

その他 30

営業外費用合計 67

経常損失（△） △279

特別利益  

貸倒引当金戻入額 102

新株予約権戻入益 30

その他 1

特別利益合計 134

特別損失  

固定資産売却損 31

減損損失 10

その他 9

特別損失合計 51

税金等調整前四半期純損失（△） △196

法人税等 △48

少数株主利益 20

四半期純損失（△） △169
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(第２四半期連結会計期間) 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 10,136

売上原価  

完成工事原価 9,511

完成工事総利益 624

販売費及び一般管理費 776

営業損失（△） △152

営業外収益  

受取利息配当金 8

その他 10

営業外収益合計 19

営業外費用  

支払利息 17

その他 18

営業外費用合計 36

経常損失（△） △169

特別利益  

貸倒引当金戻入額 22

新株予約権戻入益 －

その他 1

特別利益合計 23

特別損失  

固定資産売却損 0

減損損失 10

その他 8

特別損失合計 19

税金等調整前四半期純損失（△） △165

法人税等 △66

少数株主損失（△） △6

四半期純損失（△） △92
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △196

減価償却費 82

減損損失 10

のれん償却額 124

株式交付費償却 6

有形固定資産売却損益（△は益） 31

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △47

賞与引当金の増減額（△は減少） 62

工事損失引当金の増減額（△は減少） 14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息及び社債利息 37

売上債権の増減額（△は増加） 2,442

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,518

仕入債務の増減額（△は減少） △1,736

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,118

未払消費税等の増減額（△は減少） △127

その他 △51

小計 237

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △37

法人税等の支払額 △79

営業活動によるキャッシュ・フロー 136

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △100

定期預金の払戻による収入 100

投資有価証券の取得による支出 △5

有形固定資産の売却による収入 51

有形固定資産の取得による支出 △22

無形固定資産の取得による支出 △3

貸付金の回収による収入 4

保険積立金の解約による収入 5

保険積立金の積立による支出 △8

敷金の回収による収入 2

敷金の差入による支出 △4

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 20

日本インテグランドホールディングス㈱（1416）　平成21年５月期　第２四半期決算短信

－10－



(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,147

長期借入金の返済による支出 △224

社債の償還による支出 △110

自己株式の取得による支出 △14

配当金の支払額 △114

少数株主への配当金の支払額 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,620

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,469

現金及び現金同等物の期首残高 7,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,149
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業の種類、性質の類似性等の観点から事業区分を行っております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

  建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

  不動産事業：不動産の売買、仲介及び賃貸に関する事業 

  その他の事業：金融(保険代理店業務を含む)・投資に関する事業 

３ 会計処理の変更 

 （役員退職慰労金） 

  役員退職慰労金については、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職

慰労金引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号 平成19

年４月13日）が公表され役員退職慰労引当金の計上が会計慣行として定着しつつあること、期間損益の適正

化と財務内容の健全化を図ることを目的とし、四半期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法

によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結会計期間の営業損失は建設事業が11百万円、

不動産事業が１百万円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を

省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

1．事業の種類別セグメント情報

建設事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

20,567 270 19 20,856 ― 20,856

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1 12 13 (13) ―

計 20,567 271 31 20,870 (13) 20,856

営業利益又は営業損失(△) △249 △21 25 △245 ― △245

2．所在地別セグメント情報

3．海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当社は、エヌアイエイチ・インベストメント株式会社が、平成21年１月９日付けで当社が発行する普

通株式（但し、自己株式除く）及び新株予約権の全てを対象として金融商品取引法による公開買付けを

実施することを決定したことに伴い、平成21年１月９日開催の取締役会において、公開買付者による当

社株券等に対する公開買付けについて、賛同の意を表明することを決議し、平成21年１月13日付けをも

って金融商品取引法第27条の10に基づく意見表明報告書を提出いたしました。 

  

 
  

① 平成20年７月１日の株式移転により当社の完全子会社となった機動建設工業株式会社（以下

「機動建設工業」といいます。）が平成17年８月26日開催の定時株主総会の決議及び平成17

年８月29日開催の取締役会の決議に基づき発行した会社法第773条に定める株式移転計画新

株予約権に代わる新株予約権として、平成20年７月１日に交付された新株予約権(以下「第

１回新株予約権」といいます。) 

② 機動建設工業が平成18年８月18日開催の取締役会の決議に基づき発行した会社法第773条に定

める株式移転計画新株予約権に代わる新株予約権として、平成20年７月１日に交付された新

株予約権(以下「第２回新株予約権」といい、第１回新株予約権及び第２回新株予約権と併

せて「本新株予約権」と総称します。) 

  

当社は、平成21年１月９日開催の取締役会において、上記Ⅰ記載の公開買付者による当社株券

等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の実施について、以下の(3)に記

載の理由に基づき、賛同の意見を表明することを決議いたしました。 

当社は、当社の株主及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対し、本公開買付けに応募する

6．その他

(重要な後発事象)

Ⅰ．公開買付者の概要

(1) 商号 エヌアイエイチ・インベストメント株式会社

(2) 事業内容 当社株式の取得及び保有を目的に設立

(3) 設立年月日 平成20年12月5日

(4) 本店所在地 東京都港区東新橋一丁目９番２号

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役 クリストファー・シーバー

(6) 資本金 500,000円

(7) 大株主及び持株比率 CLSAサンライズキャピタル 100.00％

(8) 公開買付者と当社の関係等

資本関係 該当事項はありません。

人的関係
当社の取締役である清塚徳は、公開買付者の取締役を
兼任しており、当社の取締役である中道克明は、公開
買付者の監査役を兼任しております。

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

該当事項はありません。

Ⅱ．公開買付者が買付け等を行う株券等の種類

(1) 普通株式

(2) 新株予約権

Ⅲ．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

日本インテグランドホールディングス㈱（1416）　平成21年５月期　第２四半期決算短信

－13－



ことをお勧めいたします。 

  

公開買付者は、当社の発行済株式及び本新株予約権を取得し保有することを目的として設立さ

れ、世界有数の資産規模を誇るクレディアグリコール銀行(本店フランス)グループに属し、アジ

ア有数の投資銀行であるCLSAグループのプライベートエクイティ投資会社であるCLSAキャピタ

ル・パートナーズが運営する日本特化型プライベートエクイティファンドであるシーエルエスエ

ー・サンライズ・キャピタル・エル・ピー（以下「CLSAサンライズキャピタル」といいます。）

（運用総額345百万米ドル）が発行済株式総数の100%を保有する買収目的会社です。 

CLSAサンライズキャピタルは、本書提出日現在、当社の株式を12,686,000株（本書提出日現在

の当社の発行済株式の総数に対する所有株式の割合（以下「株式所有割合」といいます。）：

32.14％（小数点以下第三位を四捨五入しています。））保有しており、また公開買付者は、当

社株式を直接には保有しておりません。 

公開買付者は、CLSAサンライズキャピタルが現在保有する当社の普通株式と合わせて当社の発

行済株式（但し、自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得することを目的とし

て、本公開買付けを実施することを決定いたしました。なお、CLSAサンライズキャピタルは、本

書提出日現在保有する当社株式については、本公開買付けに応募せず、本公開買付け後に予定さ

れている組織再編の実現に必要な手続の履践等に協力を行う予定です。 

これに対し、当社は、公開買付者の所属するCLSAグループとの間の提携関係の強化を目的とし

た本公開買付けの提案を受け、慎重に協議及び検討を進めた結果、平成21年１月９日開催の取締

役会において、本公開買付けが当社の企業価値向上に資するものであると判断し、賛同を表明す

る旨の決議を行っています。 

本公開買付けへの応募につきましては、株主の皆様において自らの責任においてご判断して頂

くことになります。 

  

機動建設工業は、昭和21年10月、創業者の木村又左衛門により土木建築請負及び建築材料の販

売を主な目的として、資本金18万円で兵庫県武庫郡（現兵庫県神戸市）に設立されました。以

後、わが国初の推進工法による管埋設工事の成功を背景に各地で同工法による管埋設工事を施工

してまいりました。機動建設工業は、昭和59年８月に国際コンクリート株式会社と合併、事業分

野をプレストレストコンクリート（以下「PC」といいます。）工法による橋梁・タンクの築造に

まで業容を拡大し、平成８年３月に機動建設工業株式は株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証

券取引所」といいます。）市場第二部に上場を果たしました。また機動建設工業は、平成18年３

月に日本建設株式会社（以下「日本建設」といいます。）を子会社化することにより民間建築へ

の本格参入を果たし、また平成18年５月には台湾機動建設工程股份有限公司（海外子会社）を設

立して海外での推進工事市場にも本格的な進出を果たしました。その後、平成20年７月１日に機

動建設工業が株式移転及び吸収分割等のグループ内組織再編を行うことにより、当社は機動建設

工業及び日本建設の２社を事業の中核企業とした連結子会社６社で構成される持株会社体制に移

行しました。当社は、現在、国内外の民間企業、中央省庁及び地方公共団体等から建築・土木そ

の他の建設工事全般を受注し、工事施工を行うほか、中規模不動産へのバリューアップ投資業務

(2) 本公開買付けの概要

(3) 本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
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に従事しております。 

機動建設工業は、企業価値向上への施策の一環として、平成18年８月に第三者割当増資を行

い、また子会社の日本建設株式の一部を譲渡することにより、公開買付者の100％親会社である

CLSAサンライズキャピタルと資本提携関係（以下「本提携」といいます。）を構築しました。

CLSAサンライズキャピタルは、本提携実施以来、大株主の立場から当社グループの経営に関与し

て参り、経営体制面においては、社外役員を派遣することを通じた当社グループのコーポレート

ガバナンスの強化、及びより効率的なグループ運営に資するホールディングカンパニー体制への

移行、また事業面においては、当社グループの推進工事におけるアジア展開、当社グループの企

業価値創造に資する国内外における戦略的提携又はM&A機会の検討、及び第三者割当増資資金を

活用した機動的な不動産投資活動等の側面から支援を続けて参りました。 

当社グループは、現経営陣のリーダーシップの下、国内トップシェアの推進工事事業、PC工事

事業及び不動産投資事業からなる機動建設工業と民間建設を主力事業とする日本建設の２社を中

核とする官需と民需にバランスのとれたビジネスポートフォリオを構築し、また、推進工事の新

規市場開拓を目指すアジア展開、収益性重視の受注体制の遂行、コスト構造の見直し、その他企

業価値向上のための適切な経営施策を講じることで、堅調な業績を達成してきました。 

他方、当社グループが事業を行う建設・不動産業界に目を向けると、減少する政府建設投資の

影響、建築基準法の改正による住宅着工遅延等の影響、鋼材を始めとする原材料価格の変動、競

争の激化によるマージンの縮小、そして昨今の金融及び不動産不況といった厳しい環境に直面し

ております。 

こうした厳しい経営環境の中で、今後当社グループを更に中長期的に発展させるためには、環

境変化に応じて各事業の見直しを行い、撤退や縮小をも含めた大胆な組織再編や人員の再配置を

実施するとともに、コスト削減を目的とした資産処分、更なる市場確保のための海外投資など

を、一貫した経営理念に基づき、断固として行っていくことが不可欠であると認識しておりま

す。しかしながら、当社グループにおいてこれらを実行する過程では、一時的にせよ売上の低迷

や損益の悪化など、短期的には業績面にネガティブな影響を与えうるリスクがあります。これら

短期的なリスクを伴う施策は、近年短期的志向を強めている資本市場からは、十分な理解が得ら

れない可能性があり、その結果、当社株主の皆様に対しても短期的にはマイナスの影響を及ぼす

可能性も否定できないと考えております。したがって、こうした施策を、機動的かつ抜本的に実

施するためには、中長期的視点をもった株主と経営陣・従業員が一体となってこれに取り組む必

要があります。 

以上を踏まえ、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルは、当社の企業価値向上のための必

要な施策を迅速に実施するためには、短期的な利益を求められがちな公開会社であるよりも、戦

略的非公開化を行うとともに、本提携の枠組みを超えた強固な資本関係を当社と構築することが

必要かつ効果的であると考えるに至り、本公開買付けを当社に提案いたしました。その後、両社

にて慎重に協議を進めた結果、当社は提案内容につき賛同するに至り、公開買付者は本公開買付

けを実施することといたしました。 

なお、当社は、上記の通り，当社の企業価値向上のため本公開買付け及びその後の非公開化並

びに公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルとの資本提携の強化に賛同することから、本公開

買付けの実施に先立ち、公開買付者との間で、当社が本公開買付けに賛同することの他、当社が

正当な理由なく当該賛同決議を撤回せず本公開買付けの実施を妨げるような行為は行わないこ
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と、並びに当社、当社の子会社及び関連会社がその事業について重大な影響を与える行為を行

う場合には予め公開買付者の承認を得ること等を内容とする合意書を締結しております。 

当社は本書提出日現在において公開買付者の子会社ではありませんが、公開買付者の発行済株

式総数の100%を保有するCLSAサンライズキャピタルは、当社の普通株式12,686,000株（所有株式

割合32.14%）を保有しており、当社に対して取締役及び監査役を派遣しています。このような状

況を踏まえ、公開買付者及び当社は、以下のように本公開買付けの公正性を担保するための配慮

を行っております。 

公開買付者は、本公開買付けに至る意思決定過程における恣意性を排除するため、大和証券エ

スエムビーシー株式会社（以下「大和証券エスエムビーシー」といいます。）をフィナンシャ

ル・アドバイザーとして選任し、また、西村あさひ法律事務所をリーガル・アドバイザーとして

選任し、同事務所による法的助言を得ながら、慎重に議論・検討を重ねてまいりました。 

公開買付者は、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あたり、公開買付者及

び当社から独立した第三者算定機関である大和証券エスエムビーシーが平成21年１月７日付で提

出した株式価値算定書の株価レンジを勘案して、１株当たり株式価値の範囲を当該算定結果の下

限値である30円から上限値である92円の範囲内で検討し、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を総合的に勘案し、かつ、当社の既存株主の皆様に対して当社

株式の市場株価に十分な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いう判断の

下、過去の公開買付けの事例において公開買付価格決定の際に付与されたプレミアムの実例をも

踏まえた上で、平成21年１月９日開催の取締役会において、本公開買付価格を１株当たり76円と

決定しました。 

一方当社は、買付価格に対する意思決定において、不当に恣意的な判断がなされないよう、当

社及び公開買付者から独立した第三者算定機関であるアビームM&Aコンサルティング株式会社

（以下「アビームM&Aコンサルティング」といいます。）に当社の株式価値の評価を依頼し、平

成21年１月８日、アビームM&Aコンサルティングより株式価値算定書を取得しました（なお、当

社は、第三者算定機関より公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）は取得しておりま

せん。）。アビームM&Aコンサルティングは当社の株式価値を評価するにあたり、本件における

評価手法を検討した結果、市場株価法及びDCF法を用いて当社の株式価値評価を行いました。当

該株式価値算定書によると、市場株価法においては、平成21年１月８日を評価基準日として、基

準日終値、１ヶ月単純平均及び出来高加重平均、３ヶ月単純平均及び出来高加重平均によって株

式価値を評価し、DCF法においては、当社の収益予測等の諸要素を前提とし、当社が将来生み出

すと見込まれるフリー・キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に割り引いて、株式価値を

評価しております。当該株式価値算定書によると、当社の株式１株あたりの株式価値は、市場株

価法で28円から30円、DCF法では61円から83円のレンジで評価されております。また、当社は、

意見表明の適法性等に関して、当社及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーである

弁護士法人淀屋橋・山上合同から法的助言を受け、これらを参考にしつつ、平成21年１月９日開

催の当社取締役会において、本公開買付けの諸条件について慎重に検討した結果、当社の株主の

皆様に対して合理的な価格により当社の株式の売却機会を提供するものであると判断し、本公開

(4) 買付価格の公正性を担保するための措置、利益相反を回避するための措置及び本公開買付けに

応募することを勧めることが妥当であると判断した根拠等
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買付けについて賛同することにつき承認可決しました。 

なお、当社取締役のうち、清塚徳氏は、公開買付者の発行済株式総数の100%を保有するCLSAサ

ンライズキャピタルより指名された取締役でありますので、利益相反回避の観点から、当社にお

ける本公開買付けに関する審議及び決議に参加しておりません。 

公開買付者は、本公開買付けの買付け等の期間を法令に定められた 低期間が20営業日である

ところを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。 

  

公開買付者は、上記のとおり、CLSAサンライズキャピタルが現在保有する当社の普通株式と合

わせて当社の発行済株式（但し、自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得する方

針であり、本公開買付けによりCLSAサンライズキャピタルが現在保有する当社の普通株式と合わ

せ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、下記の一連の手続（以下「本手続」

といいます。）により当社の株主の皆様に対して当社株式売却の機会を提供しつつ、CLSAサンラ

イズキャピタルが現在保有する当社の普通株式と合わせて当社の発行済株式（但し、自己株式を

除きます。）及び本新株予約権の全てを取得することを予定しております。 

具体的には、本公開買付けが成立した後、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルは、①当

社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会

社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得

条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下、同じ。）

を付す旨の定款変更をすること、③全部取得条項の付された普通株式の取得と引換えに別個の種

類の当社株式を交付すること、及び④上記①乃至③を付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨

時株主総会」といいます。）を開催することを当社に対し要請する予定です。また、本手続を実

行するに際しては、本臨時株主総会において上記①のご承認をいただきますと、当社は会社法の

規定する種類株式発行会社となりますが、上記②については、会社法第111条第２項第１号に基

づき、本臨時株主総会の決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される当社普通株式

を所有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の

決議が必要となります。そのため、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルは、当社に対し、

⑤本臨時株主総会と同日に本種類株主総会を開催することを要請する予定です。 

本公開買付けが成立し、本臨時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合に

は、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルは本臨時株主総会及び本種類株主総会において上

記各議案に賛成する予定です。 

上記各議案が承認可決され、各手続が実行された場合、当社の発行する全ての普通株式は、全

部取得条項が付された上で、全て当社に取得されることとなり、当社の株主の皆様には当該取得

の対価として別個の当社株式が交付されることになります。当社の全部取得条項が付された普通

株式の取得の対価として当社の株主の皆様に対して交付される当社株式の数は、本書提出日現在

(5) 本公開買付け後の組織再編及び経営方針予定（いわゆる二段階買収に関する事項等）
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未定ですが、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルが合わせて当社の全ての発行済株式

（当社の自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、公開買付者及びCLSAサンライズキ

ャピタルは、当社に対し、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタル以外の本公開買付けに応募

されなかった当社の株主の皆様に対し交付される当社株式の数が１株に満たない端数となるよう

決定することを要請する予定です。そのため、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタル以外の

当社の株主の皆様に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定めに従って、当該端数の合

計数（合計した数に端数がある場合には当該端数は切り捨てられます。）を売却すること（当社

がその全部又は一部を買い取ることを含みます。）によって得られる金銭が交付されることにな

ります。なお、当該端数の合計数の売却の結果、株主の皆様に交付されることになる金銭の額に

ついては、特段の事情がない限り、本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定ですが、

この金額は当社の財務内容や業績の重大な変動等の特段の事情及び裁判所の判断等 により、本

公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。 

上記の手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、（ⅰ）上記②

の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更をするに際しては、会社法第116条及び第117条そ

の他の関係法令の定めに従って、当社の株主の皆様がその有する株式の買取請求を行うことがで

きる旨が定められており、また、（ⅱ）上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が本臨

時株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、当

社の株主の皆様が当該株式の取得価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められておりま

す。これらの（ⅰ）又は（ⅱ）の方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、 終的には

裁判所が判断することになるため、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。これら

の方法による請求又は申立てを行うにあたっての必要な手続等に関しては、株主各位において自

らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。 

なお、公開買付者は本手続を実行する義務を負うものではなく、また、関係法令についての当

局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の公開買付者による当社株式の所有割合及び公開買付者

以外の当社株主の皆様の当社株式の保有状況等によっては、公開買付者は、上記方法に代えて、

他の方法によりCLSAサンライズキャピタルが現在保有する当社の普通株式と合わせて当社の発行

済株式（但し、自己株式を除きます。）及び新株予約権の全てを取得する可能性があります。 

本手続後、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルは当社に対して公開買付者又はその指定

する者と合併することを決定すること等を要請する予定です。 

また、本新株予約権については、本公開買付けが成立したものの当社の本新株予約権の全てを

取得できなかった場合には、買入れ消却、組織再編の過程で対価として金銭等を交付することそ

の他の方法で消滅させることを予定しておりますが、現時点でその方法は決定しておりません。

本公開買付けへの応募、本手続に際しての金銭の交付又は本手続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等に係る税務上の取扱いについては、株主各位において税務アド

バイザーにご確認いただきますようお願いいたします。 

なお、公開買付者及びCLSAサンライズキャピタルは、当社グループの企業価値の向上のため、

当社の役員が原則として本公開買付け及び本手続後も特段の事情がない限り引き続き当社の経営

に関与していくことを想定しております。また、対象者は、平成21年１月９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５月期の期末配当を無配とすることを

決議しております。 
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当社株式は、現在、大阪証券取引所市場第二部に上場していますが、公開買付者は本公開買付

けにおいて買付けを行う株券の数に上限を設定していないため、当社株式は、本公開買付けの結

果次第では、大阪証券取引所の規程に従い、所定の手続を経て上場廃止になる可能性がありま

す。また、公開買付者は、本手続により、CLSAサンライズキャピタルが現在保有する当社の普通

株式と合わせて当社の発行済株式（但し、自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取

得することが予定されておりますので、その場合には、当社株式は、大阪証券取引所の規程に従

い所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社株式を大阪証券取引所にお

いて取引することはできません。また、本手続が行われる場合、当社の全部取得条項が付された

普通株式の取得対価として交付されることとなる別個の種類の当社株式の上場申請は行われない

予定です。 

  

公開買付者は、CLSAサンライズキャピタルとの間で、CLSAサンライズキャピタルが本公開買付

けに応募しないこと、及び本公開買付け後に予定されている本臨時株主総会及び本種類株主総会

において、CLSAサンライズキャピタルと共同してその議決権を行使すること等を合意しておりま

す。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(6) 上場廃止等となる見込み及びその事由

(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

Ⅳ．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容

Ⅴ．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針

Ⅵ．公開買付者に対する質問

Ⅶ．公開買付期間の延長請求
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当社は、平成20年７月１日に株式移転により機動建設工業株式会社を完全子会社とする持株会社とし

て設立された為、前中間連結会計期間の実績につきましては、機動建設工業株式会社の実績を記載して

おります。 

 
  

「参考資料」

受注工事高、完成工事高、繰越工事高の状況

区分

前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間

比較増減自 平成19年６月１日 自 平成20年７月１日

至 平成19年11月30日 至 平成20年12月31日

金額(百万円) ％ 金額(百万円) ％ 金額(百万円) ％

前 
期 
繰 
越 
契 
約 
高

建 
設 
事 
業

土木 5,322 18.0 7,108 21.4 1,786 33.6

建築 24,182 82.0 26,063 78.6 1,881 7.8

計 29,504 100.0 33,172 100.0 3,667 12.4

期 
中 
契 
約 
高

建 
設 
事 
業

土木 5,822 19.2 4,637 15.9 △1,185 △20.4

建築 24,437 80.8 24,486 84.1 49 0.2

計 30,260 100.0 29,123 100.0 △1,136 △3.8

期 
中 
売 
上 
高

建 
設 
事 
業

土木 3,482 14.1 3,880 18.6 398 11.4

建築 19,253 77.8 16,686 80.0 △2,566 △13.3

計 22,735 91.9 20,567 98.6 △2,168 △9.5

不動産事業 1,987 8.0 270 1.3 △1,716 △86.4

金融・投資事業 11 0.1 19 0.1 7 63.6

合計 24,733 100.0 20,856 100.0 △3,876 △15.7

期 
末 
繰 
越 
契 
約 
高

建 
設 
事 
業

土木 7,663 20.7 7,865 18.8 202 2.6

建築 29,366 79.3 33,863 81.2 4,496 15.3

計 37,030 100.0 41,728 100.0 4,698 12.7
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