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平成21年４月３日 

 

各   位 

 

会 社 名 日本工業検査株式会社 

代表者名 代表取締役社長  林  弘 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ９７８４） 

問合せ先 取締役管理本部長 菅野 毅 

電  話 ０４４―３６６―６０００ 

 

親会社である株式会社弘林との吸収合併（略式合併）に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の親会社である株式会社弘林（以下「弘林」といいます。）との

吸収合併契約（以下「本合併契約」といいます。）の締結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。 

 

記 

 

１．合併の目的 

（１）合併の経緯・理由について 

弘林は、平成20年９月30日から同年11月12日までの期間（30営業日）を公開買付期間として、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。）を実施しました。 

本公開買付けは、当社の代表取締役社長である林弘が、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。）との間の協議に基づき実施する、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注）（以

下「本ＭＢＯ」といいます。）の一環として行われたものであります。当社は、平成20年９月29日付「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」にて公表いたしましたとおり、十分な

協議・検討の結果、当社を取り巻く厳しい市場環境の中で、当社株主の皆様へ経営改革に伴うリスクを負

担していただくことを回避しつつ、中長期的な視点に立った経営改革を実施するためには、本ＭＢＯの手

法により当社普通株式の非上場化を行うことが最善の方策であるという弘林及びヴァリアントの判断に賛

同し、本公開買付けへの賛同意見を表明いたしました。 

そして、平成20年11月13日付「親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」

にて公表いたしましたとおり、弘林は、本公開買付けを通じて当社普通株式3,878,040株を取得し、その結

果、弘林は、当社の発行済株式総数に対する所有割合の95.48％（4,223,640株）（小数点以下第三位を四

捨五入）を保有するに至りました。 

今般、本公開買付けが多くの株主の皆様のご賛同により成立したことを受け、平成20年９月29日付「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」にて記載いたしましたとおり、本公開

買付けにより取得できなかった当社普通株式を保有する株主の皆様に対し、かかる当社普通株式に代えて

金銭を交付することにより本ＭＢＯを最終的に実現するべく、当社及び弘林は、弘林を存続会社、当社を

消滅会社とする現金対価の交付による吸収合併（以下「本合併」といいます。）の実施を決定いたしまし

た。 

 

（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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（２）上場廃止となる見込み及びその事由 

上記（１）のとおり、本合併は弘林を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併方式で行われることか

ら、当社普通株式は、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するため、以下の日程により上場廃止となる予定です。 

 

 整理銘柄指定日  平成21年４月４日（土）（予定） 

 最終売買日  平成21年５月１日（金）（予定） 

 上場廃止日  平成21年５月４日（月）（予定） 

 

（３）上場廃止を目的とする理由及び代替措置の検討状況 

上記（１）のとおり、本ＭＢＯによる当社普通株式の非上場化は、当社を取り巻く厳しい市場環境の中

で、当社株主の皆様へ経営改革に伴うリスクを負担していただくことを回避しつつ、中長期的な視点に立

った経営改革を実施するための最善の方策と考えられ、本合併は、かかる本ＭＢＯの一環として実施する

ものであります。 

そして、上記（２）のとおり、本合併により、当社普通株式は上場廃止となる予定であり、上場廃止後

は、従来のように、当社普通株式に係る株券をジャスダック証券取引所において取引を行うことはできな

くなりますが、下記２．（３）のとおり、当社の株主の皆様（但し、弘林及び当社を除きます。）に対して

は、本合併契約の定めに従い、それぞれが保有される当社普通株式に代わる対価として、現金が交付され

ることになります。 

 

（４）合併比率の公正性を担保するための措置 

当社は、後述（下記２．（４））のとおり、本合併の対価決定に際しては、算定機関の意見は聴取してお

りませんが、本公開買付けに対する意見表明に当たっては、当社及び弘林から独立した算定機関の意見を

聴取のうえ本公開買付けにおける買付価格（１株当たり2,400円。以下「本公開買付価格」といいます。）

の妥当性を検証しております。 

そして、本公開買付価格は、本公開買付けにより弘林が当社の発行済株式総数に対する所有割合の

95.48％（4,223,640 株）（小数点以下第三位を四捨五入）を所有するに至るまでの多数の株主の皆様のご

賛同を得たものであったことから、当社及び弘林は、本公開買付価格の算定の基礎とされていなかった当

社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす事象が発見されていないこと、本公開買付価格の算定を

行った時点以降、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす事象が生じていないこと、本ＭＢＯ

の一環である本公開買付けに応募した当社の株主の皆様と本合併により現金が交付されることとなる当社

の株主の皆様との公平性等を総合的に勘案し、慎重な協議・検討を重ねた結果、本合併に係る合併対価を、

本公開買付価格と同額である１株当たり金2,400円とすることで合意いたしました。 

なお、下記（５）記載のとおり、弘林の株主及び代表取締役の地位にある当社代表取締役社長林弘は、

本合併に係る当社の取締役会の審議及び決議のいずれにも参加しておらず、かつ、当社の立場において、

弘林との合併対価に係る協議・検討にも参加しておりません。また、当社の取締役平野邦夫及び飯塚榮一

については、本合併契約承認に係る弘林の株主総会において、弘林の取締役に選任されることが予定され

ており、外形的にその判断の客観性に疑義が生じるおそれがあることから、林弘と同様に、本合併に係る

当社の取締役会の審議及び決議のいずれにも参加しておりません。なお、当社監査役の米光信博は、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、上記の本合併に

係る取締役会に出席しておりません。 

その他本合併に係る合併比率の算定経緯の詳細につきましては、下記２．（４）をご参照ください。 

 

（５）利益相反を回避するための措置 

本合併の消滅会社である当社は、本合併の存続会社である弘林の子会社にあたり構造的な利益相反の

可能性があるため、弘林の株主及び代表取締役の地位にある当社代表取締役社長林弘は、本合併に係る

当社の取締役会の審議及び決議のいずれにも参加しておらず、かつ、当社の立場において、弘林との合
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併対価に係る協議・検討にも参加しておりません。また、当社の取締役平野邦夫及び飯塚榮一について

は、本合併契約承認に係る弘林の株主総会において、弘林の取締役に選任されることが予定されており、

外形的にその判断の客観性に疑義が生じるおそれがあることから、林弘と同様に、本合併に係る当社の

取締役会の審議及び決議のいずれにも参加しておりません。なお、当社監査役の米光信博は、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、上記の本合併に係

る取締役会に出席しておりません。 
そして、上記の本合併に係る当社の取締役会においては、林弘、平野邦夫及び飯塚榮一を除く当社の

取締役の全員、並びに米光信博を除く当社の監査役の全員が出席の上、出席取締役の全員一致による決

議がなされております。 
また、上記の本合併に係る取締役会においては、米光信博を除く社外監査役を含めたいずれの監査役

も本合併を行うことについて賛成する旨の意見を述べております。 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

 

合併契約承認臨時取締役会（当社） 

 

平成21年４月３日（金） 

取締役による合併契約承認の決定（弘林） 平成21年４月３日（金） 

（注）弘林は、取締役会非設置会社であるため、本件については取締役の過半数をもって決

定しております。 

合併契約締結（両社） 平成21年４月３日（金） 

整理銘柄指定日（当社） 平成21年４月４日（土）（予定） 

合併契約承認臨時株主総会（弘林） 平成21年４月21日（火）（予定） 

（注）なお、本合併は会社法第784条第１項に定める略式合併に該当するため、当社は、株

主総会決議を経ずに本合併を行います。 

最終売買日（当社） 平成21年５月１日（金）（予定） 

上場廃止日（当社） 平成21年５月４日（月）（予定） 

合併効力発生日 平成21年６月１日（月）（予定） 

合併登記 平成21年６月１日（月）（予定） 

金銭交付開始日 平成21年７月31日（金）（予定） 

 

 

（２）合併方式 

弘林を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併方式とし、当社は解散いたします。 

当社普通株式はこれに伴い、平成21年４月４日に整理銘柄に指定され、平成21年５月４日をもってジャ

スダック証券取引所上場廃止となる予定です。 

 

（３）合併に係る割当ての内容 

弘林は、平成21年４月３日付で締結した本合併契約に従い、本合併の効力発生の直前時の当社の株主名

簿に記載又は記録された当社の株主の皆様（但し、弘林及び当社を除きます。）に対して、その所有する

当社普通株式１株につき金2,400円の金銭を割当交付いたします。 

 

（注）本合併の効力発生日に至るまでの間において、当社又は弘林の財政状態若しくは経営状態に重大な

変動が生じた場合、本合併の実行に重大な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなった場合、そ

の他本合併契約の目的の達成が困難となった場合には、当社及び弘林間で双方協議し合意の上、合

併条件を変更することがあります。 

 

なお、本合併は金銭を対価としており、吸収合併に際して株式の交付は行われません。 
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（４）合併に係る割当ての内容の算定根拠等 

①算定の基礎及び算定の経緯 

上記１．（１）のとおり、弘林は、本ＭＢＯの一環として当社の全ての株式を取得するために本公開買

付けを実施しており、本公開買付けにより当社株式の全てを取得できなかった場合には、原則として、

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て、その所有する当社普通株式に代えて本公

開買付価格（１株当たり2,400円）と同額の金銭を交付することとなるような組織再編を行うことを予

定しておりました。 

本公開買付けの結果、弘林は、当社の発行済株式総数に対する所有割合の95.48％（4,223,640株）（小

数点以下第三位を四捨五入）を所有するに至ったことから、当社及び弘林は、本公開買付価格の算定の

基礎とされていなかった当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす事象が発見されていないこ

と、本公開買付価格の算定を行った時点以降、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす事象

が生じていないこと、本ＭＢＯの一環である本公開買付けに応募した当社の株主の皆様と本合併により

現金が交付されることとなる当社の株主の皆様との公平性等を総合的に勘案し、慎重な協議・検討を重

ねた結果、本合併に係る合併対価を、本公開買付価格と同額である１株当たり金2,400円とすることで

合意いたしました。 

なお、本合併において交付される金銭の額を決定するに当たり、当社又は弘林は、算定機関の意見は

聴取しておりません。 

但し、本公開買付価格につきましては、当社の取締役会は、本公開買付けに関する意見表明にあたり、

本公開買付価格の妥当性を検証するため、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」を取得しております。 

当該報告書によれば、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おります。 

また、本公開買付価格の相当性ひいては本公開買付けの公正性を担保するために、以下のような事情

が考慮されております。 

 

・ 当社取締役会が、当社及び弘林から独立した第三者である法律事務所から、本ＭＢＯ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得ているこ

と。 

・ 本ＭＢＯに関連して開催された当社の取締役会において、弘林の株主及び唯一の取締役である

当社の代表取締役社長である林弘は、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ＭＢＯ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弘林との協議・交渉にも参加していないこと。 

・ 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ＭＢＯ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いること。 

・ 本公開買付けの買付け等の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

日と比較的長期間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
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な判断機会を確保しつつ、弘林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

性をも担保していること。 

・ 弘林及び弘林と本公開買付けへ応募することを同意した当社株主以外の多数の一般株主の皆

様からの本公開買付けへの応募があることを本公開買付けの成立の条件としていること。 

 

さらに、本公開買付価格は、本公開買付けにより弘林が当社の発行済株式総数に対する所有割合の

95.48％（4,223,640 株）（小数点以下第三位を四捨五入）を所有するに至るまでの多数の株主の皆様の

ご賛同を得たものであり、相当であったものと判断しております。 

なお、本公開買付価格は、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）

から遡る株式会社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

価格となっております。 

 

②算定機関との関係 

上記①のとおり、当社又は弘林は、本合併において交付される金銭の額を決定するに当たり、算定機

関の意見は聴取しておりませんが、当社の取締役会は、本公開買付けに関する意見表明にあたり、本公

開買付価格の妥当性を検証するため、アーンストアンドヤング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」を取得しております。しかしなが

ら、アーンストアンドヤングは、当社又は弘林の関連当事者には該当しません。 

 

（５）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。 

 

３．合併当事会社の概要 

 

(1) 商号 
株式会社弘林 

（存続会社） 

日本工業検査株式会社 

（消滅会社） 

(2) 主な事 業

内容 

当社株式の取得及び保有をしており、そ

れ以外の活動は行っておりません。 

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 
平成３年11月27日 昭和38年８月14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 
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 林 弘 代表取締役社長 林 弘 

(6) 資本金 の

額 
1,359,600千円 574,080千円 

(7) 発行済 株

式総数 
普通株式 817株 普通株式 4,423,420株 

(8) 純資産 298百万円（平成20年３月31日現在） 4,884百万円 

(9) 総資産 483百万円（平成20年３月31日現在） 8,415百万円 

(10) 事業年 度

の末日 
３月31日 ３月31日 

(11) 従業員数 ―名 540名 
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(12) 主要取 引

先 

― 日立GE ﾆｭｰｸﾘｱ・ｴﾅｼﾞｰ（株）、新興ﾌﾟﾗﾝﾃ

ｯｸ（株）、（株）石井鐵工所 

ヴァリアント壱号投資事業

有限責任組合 

53.98％ 弘林 

 

95.48％ 

林弘 34.27％   

(13) 大株主 及

び持株比率 

 

小松久美子 11.75％   

(14) 主要取 引

銀行 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行、（株）日本

政策投資銀行 

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行、（株）三井

住友銀行、（株）りそな銀行 

資本関係 弘林（存続会社）は、当社（消滅会社）の発行済株式総数に対す

る所有割合の95.48％（4,223,640株）を保有しております。 

人的関係 
当社（消滅会社）の代表取締役社長である林弘は、弘林（存続会

社）の代表取締役を兼任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

(15) 当事会 社

の関係等 

関連当事者へ

の該当状況 

弘林（存続会社）は、当社（消滅会社）の親会社にあたるため、

当社の関連当事者に該当します。 

（注） 

１． 上記は、特記のない限り平成20年12月31日現在の数値を記載しております。 

２． 上記(8)、(9)及び(11)に関しては、当社（消滅会社）については連結の数値を記載しており、弘

林（存続会社）については、連結財務諸表を作成していないため、単体の数値を記載しておりま

す。 

３． 上記(13)及び(15)・「資本関係」記載の持分比率に関しては、いずれも所有株式数の発行済株式総

数に対する比率（小数点以下第三位を四捨五入）を記載しております。 

 

(16) 最近３年間の業績 

 
株式会社弘林 

（存続会社） 

日本工業検査株式会社 

（消滅会社） 

決算期 
平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

売上高 
1,815千円 3,456千円 5,184千円 7,828,377

千円 

8,325,351

千円 

9,439,529

千円 

営業利益又は損失

(△) 

55千円 102千円 3,645千円 562,038千

円 

803,821千

円 

1,196,860

千円 

経常利益又は損失

(△) 

291千円 237千円 3,943千円 557,293千

円 

802,150千

円 

1,200,612

千円 

当期純利益又は損

失(△) 

221千円 167千円 3,873千円 407,419千

円 

413,661千

円 

872,344

千円 

１株当たり当期純

利益又は損失（△） 

1,154 円

61銭 

870 円 77

銭 

20,173 円

64銭 

87円56銭 95円 71銭 201 円 84

銭 

１株当たり配当金 － － － 10円 15円 25円 

１株当たり純資産 
2,348,008

円 00銭 

1,453,774

円 77銭 

1,553,868

円 41銭 

866円2銭 953 円 16

銭 

1,046 円

27銭 

（注）当社（消滅会社）については連結の数値を記載しており、弘林（存続会社）については、連結財

務諸表を作成していないため、単体の数値を記載しております。 
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４．合併後の状況 

 

①商号   日本工業検査株式会社  

②主な事業内容  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本店所在地   神奈川県川崎市川崎区浅野町１番４号 

④代表者の役職・氏名  代表取締役社長 林弘 

⑤資本金の額   1,359,600千円 

    （注）本合併による資本金の増加はありません。 

⑥純資産   現時点では確定しておりません。 

⑦総資産   現時点では確定しておりません。 

⑧事業年度の末日  ３月31日 

⑨会計処理の概要  現時点では確定しておりません。 

⑩合併による業績への影響・ 

見通し   業績に与える影響については、現在精査中です。 

 

（注）１．弘林は、本合併の効力発生日後、「日本工業検査株式会社」に商号を変更する予定です。 

２．弘林は、本合併の効力発生日後、本店所在地を神奈川県川崎市川崎区浅野町１番４号に変更する

予定です。 

 

以 上 

 


