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平成 21 年 8 月 10 日 

各 位 

 

 東京都千代田区麹町 5丁目 4番地 
 日本工営株式会社 
 代表取締役社長 廣瀬 典昭 
 （コード番号：1954 東証第一部） 
 問合せ先：取締役執行役員 
 経営管理本部長 

有元 龍一       
 電話 03-3238-8027      
   
 
 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 20 番 4 号 
                     株式会社長大 
 代表取締役社長 友澤 武昭 
 （コード番号：9624 東証第二部） 
 問合せ先：取締役上席執行役員 
                          管理本部長 
 藤田 清二 
          電話 03-3639-3301     
    

 
 
      

日本工営株式会社と株式会社長大との業務・資本提携に関するお知らせ 
 
 
日本工営株式会社（東証一部上場、証券コード 1954、以下「日本工営」といいます。）と

株式会社長大（東証二部上場、証券コード 9624、以下「長大」といいます。）両社は、平成

21 年 8 月 10 日開催の各々の取締役会において、海外事業に関して業務・資本提携を行うこ

とを決議しましたのでお知らせ致します（以下、かかる業務・資本提携を「本業務・資本

提携」といい、本業務・資本提携のうち特に業務の提携については「本業務提携」といい

ます。）。 

 
記 
 

１．業務・資本提携の背景及び目的 
途上国の経済成長に伴う爆発的な人口移動と地球温暖化を背景に、海外において、

長大橋や鉄道の整備、さらに高規格道路や地下鉄など運輸・交通分野の事業が増加す

るものと考えます。こうした事業に迅速かつ的確に対応するためには、海外における

プロジェクトマネジメント技術と道路・橋梁・鉄道に関する設計技術が不可欠であり、

一層事業体制を強化する必要があります。 
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本業務提携により、互いの保有技術の優位性を生かし協働による相乗効果を期待し、

海外事業における相互の事業の発展・拡大を図り、企業価値の向上を目指してまいり

ます。 
 
 
２．業務提携の内容 

本業務提携の概要は以下のとおりです。 
(１) 今後の成長が見込まれる海外運輸分野について、プロジェクトマネジメント技術と

橋梁技術を融合させ、共同で海外事業を推進することを検討する。 
(２) 両社が従事している分野について、海外での協業等の可能性を検討する。 
(３) 海外事業分野について、相互に協力して市場開拓する。 
(４) 共同で受注できる個別案件について、相互に協力する。 
(５) 「業務提携推進チーム」を設置し、業務提携の方策の検討、技術および案件情報の

交換ならびに提携案件の形成推進を行う。 
 
３．資本提携の内容 

日本工営と長大との間の信頼関係をより一層深化させ、本業務提携をより強固なもの

とするために、日本工営は長大の保有する自己保有普通株式 297,000 株を第三者割当に

よる自己株式処分の方法により引受けます。一方、長大は、日本工営の普通株式を平成

22 年 3 月 31 日までに、上記自己保有株式処分に相当する金額を目処として、市場買付

等の方法により取得することについて合意しております。 
なお、第三者割当の詳細につきましては、本日、別途長大から公表されている「業務・

資本提携に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
４．両社の概要（平成 21 年 3 月 31 日現在） 
(１)商号  日本工営株式会社 株式会社長大 

(２)事業内容  建設コンサルタント、電力エンジニア

リング  

建設コンサルタント、情報サー

ビス 

(３)設立年月日  1946年6月7日  1968年11月22日  

(４)本店所在地  東京都千代田区麹町5丁目4番地 東京都中央区日本橋蛎殻町 

一丁目 20番 4 号 

(５)代表者の役職・氏

名  

代表取締役社長 廣瀬 典昭  代表取締役社長 友澤 武昭  

(６)資本金  7,393百万円 3,107百万円 

(７)発行済株式総数 86,656,510株 9,416,000株

(８)純資産（連結） 40,710百万円 9,181百万円 

(９)総資産（連結） 77,581百万円 15,759百万円

(10)決算期  3月31日 9月30日
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(11)従業員数（連結） 2,659人 690人

(12)大株主構成及び

持株比率  

・（株）三菱東京ＵＦＪ銀行  4.54％ 

・（株）みずほコーポレート銀行4.40％ 

・明治安田生命保険（相）   4.21％ 

・クレディ スイス セキュリティーズヨ

ーロッパリミテッド ピービー セク

イント ノントリーティー クライア

ント（常任代理人シティバンク銀行株式

会社）           3.66％ 

・日本トラスティ・サービス信託銀行（株）

(信託口４Ｇ)         3.57％

・長大社員持株会    13.29％

・西田 繁一      8.53％

・（株）イー・シー・エス 6.39％

・（株）みずほ銀行（常任代理人

資産管理サービス信託銀行株式会

社）          2.80％

・佐藤 猛夫      2.77％

 

(13)主要取引銀行  （株）みずほコーポレート銀行、 
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 

（株）みずほ銀行 

資本関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。  

人的関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。  

取引関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。  

(14) 

当事会社

間の関係

等  
関連当事

者への該

当状況 

該当事項はありません。 該当事項はありません。  

 
(15)最近３年間の業績（連結） (単位：百万円) 

 

 日本工営株式会社  株式会社長大 

決算期  

 

平成19年

3月期  

平成20年

3月期  

平成21年

3月期  

平成18年

9月期  

平成19年

9月期  

平成20年

9月期 

純資産額 44,389 42,845 40,710 10,244 10,304 10,182

総資産額 82,787 81,836 77,581 14,168 14,699 12,883

売上高  67,053 67,119 64,198 13,289 13,125 13,503

営業利益  2,314 2,535 1,728 216 387 447

経常利益  2,681 2,307 1,641 356 449 472

当期純利益 1,464 1,725 300 111 179 88

１株当たり当期純

利益（円）  

17.47 20.80 3.73 11.90 19.12 9.36

１株当たり配当額 

（内１株当たり中

間配当額）（円） 

7.50 

(―) 

7.50

(―)

7.50

(―)

8.00

(―)

10.00 

(―) 

8.00

(―) 

１株当たり純資産

額（円）  

524.89 528.30 502.37 1,089.81 1,095.65 1,082.39
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５．日程 
平成 21 年 8 月 10 日 取締役会決議（両社） 

平成 21 年 8 月 10 日 業務・資本提携基本合意書締結 

  なお、本業務提携における個別・具体的な提携内容については、今後両社で適宜決定

し、実施していく予定であり、その内容は必要に応じて開示致します。 
 
６．業績に与える影響 

本業務・資本提携による長大の平成 21 年 9 月期の業績、日本工営の平成 22 年 3 月

期の業績に与える影響は、連結・単体とも軽微であります。 
 
なお、本件に関する報道機関からのご照会は、以下へお願い申し上げます。 
日本工営株式会社 法務・広報部 電話 03-3238-8027 

株式会社長大   管理部    電話 03-3639-3301 
 

 
以上 

 
 


