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平成24年４月24日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社 ワオ・コーポレーション 

代 表 者 代表取締役会長兼社長 西澤 昭男 

（コード番号 ９７３０） 

問合せ先責任者 取締役副社長執行役員 大西 雄三 

（ＴＥＬ ０６－６３７７－７９７１) 

 

株式会社ＮＡホールディングスと当社の吸収合併（略式合併）契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社ＮＡホールディングス（以下「NAHD」といいます。）との間で、

NAHDを存続会社、当社を消滅会社とし、その対価として金銭を交付する吸収合併（効力発生日：平成24年10月

１日。以下「本合併」といいます。）に係る合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結することを決議

し、当社及びNAHDは、本日付けで本合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．合併の目的 

平成24年２月22日付当社プレスリリース「株式会社NAホールディングスによる当社株券等に対する公開買

付けの結果並びに親会社、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」にてお知らせしま

したとおり、NAHDにより平成23年12月21日から実施されておりました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。）が、平成24年２月21日をもって終了し、本公開買付けの結果、NAHDは、

平成24年２月28日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社普通株式7,751,186株（議決権所有割合：

94.95％）を保有するに至りました。 

NAHDは、NAHDの平成23年12月20日付プレスリリース「株式会社ワオ・コーポレーション株券等に対する

公開買付けの開始に関するお知らせ」にて公表されておりますとおり、当社が今後も上場を維持することによ

るメリット・デメリットを勘案しつつ、当社の一般株主の皆様にマイナスのリスクが及ぶことを回避し、短期

的な業績に左右されることなく当社が中長期的に成長し、持続的な企業価値向上を実現するためには、マネジ

メント・バイアウト（MBO）の手法により、当社を非上場化し、短期的な業績変動に左右されずに機動的かつ柔

軟な意思決定を可能とする経営体制を構築した上で、当社の変革を積極的かつ迅速に実施することが 善の手

段であると判断するに至り、本公開買付けを実施したとのことです。 

当社と致しましても、平成23年12月20日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知

らせ」にてお知らせしましたとおり、第三者委員会から提出された意見書のほか、山田FAS株式会社（以下「山

田FAS」といいます。）が作成した株式評価報告書及び山田FAS から得られた当社の株式価値に係る内容説明、

弁護士法人第一法律事務所（以下「第一法律事務所」といいます。）から得られた本公開買付け及び本合併（以

下総称して「本取引」といいます。）に係る意思決定過程等に関する法的助言等を踏まえ、本公開買付けを含む

本取引に関する諸条件について慎重に協議及び検討を行った結果、NAHDから提案のあった事業構造の抜本的な

改革及び取り組みの強化を、一般株主の皆様のリスクにおいて行うことを回避しつつ実施していくことが、当

社の中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現にとって必要不可欠であり、当社として 善の選択肢

であると判断できると共に、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）及

び本公開買付けに係るその他の諸条件は当社の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、当社の株主

の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断したことから、平成23年12月20日開催

の当社取締役会において、NAHDの代表取締役を兼務している当社の代表取締役会長兼社長である西澤昭男氏を

除く全ての取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様に対して本公

開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行いました。 

今般、本公開買付けが、多くの株主様のご賛同により成立したことを受け、マネジメント・バイアウト（MBO）

の手法による当社の非上場化を 終的に実現するべく、NAHD及び当社は、本合併を実施することを決定し、本

日付で本合併契約を締結いたしました。 
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２．合併の要旨 

（１）合併の日程 

取締役会決議日 平成24年４月24日（火） 

本合併契約締結日 平成24年４月24日（火） 

当社株式の整理銘柄への指定日 平成24年４月24日（火）（予定） 

当社株式の 終売買日 平成24年９月25日（火）（予定） 

当社株式の上場廃止日 平成24年９月26日（水）（予定） 

本合併の効力発生日 平成24年10月１日（月）（予定） 

金銭交付日 平成24年11月26日（月）（予定） 

（注）本合併は、会社法第784条第1項に定める略式合併の要件を充足するため、当社の株主総会にお

ける承認決議を経ずに実施いたします。 

 

（２）合併の方式 

本合併は、NAHD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、当社は、本合併の効力発生

日である平成24年10月1日をもって解散する予定です。 

 

（３）合併に係る割当ての内容 

NAHD は、本合併契約に従い、本合併の効力が発生する時点の直前時における当社の株主（但し、NAHD

及び当社を除きます。）に対し、その保有する当社の普通株式１株につき金245円の金銭を割当交付いたし

ます。 

 

（４）合併に伴う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おりません。 

 

３．合併に係る割当ての内容の算定根拠等 

（１）算定の基礎 

当社及びNAHDは、本合併に係る割当ての内容を決定するにあたり、協議・検討を重ねた結果、本公開買

付けは本合併を含めた二段階買収を前提として行われたものであり、また、本公開買付けの開始日以降現

在に至るまでの間に、当社の株式価値が減少又は増大するような重要な後発事象は特段生じておらず、当

社の株式価値に重大な変更はないことから、本合併に際し、当社株主に対して、その保有する当社普通株

式１株につき、本公開買付価格と同額（金245円）の金銭を割当交付することといたしました。 

 

なお、NAHD は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、NAHD

及び当社から独立した第三者算定機関であるみずほマネジネントアドバイザリー株式会社（以下、「MHMA」

といいます。）に対し、当社普通株式の株式価値の算定を依頼しました。MHMA は、複数の株式価値算定手

法の中から当社普通株式の株式価値算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、当社が継続企業である

との前提の下、市場株価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」といいます。）

を用いて当社普通株式の株式価値算定を行い、NAHDは、MHMAから平成23年12月19日付で当社普通株式

の算定結果に関する株式価値算定書を取得しました。なお、NAHDは、MHMAから本公開買付価格の公正性に

関する評価（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。MHMAにより上記各手法において算定され

た当社株式１株当たりの株式価値はそれぞれ以下のとおりです。 

市場株価法では、 近における当社普通株式の市場取引の状況や当社の業績に関する直近の状況等を勘

案の上、平成23年12月16日を算定基準日として、株式会社大阪証券取引所の開設する市場であるJASDAQ

スタンダード市場（以下「JASDAQ」といいます。）における当社普通株式の算定基準日の終値123円、算定

基準日までの直近1ヶ月間の終値の単純平均値118円（小数点以下四捨五入。以下、株価に係る平均値の

計算において同じとします。）、直近３ヶ月間の終値の単純平均値121円及び直近６ヶ月間の終値の単純平

均値127円を基に株式価値を分析し、１株当たりの株式価値が118円から127円と算定されております。 

DCF法では、NAHDより提出された当社に係る業績向上を前提とした事業計画を検討の上、当社へのイン

タビュー、直近までの業績の動向及び一般に公開された情報等の諸要素を考慮した平成23年４月以降の当

社の将来予想等に基づき、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
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率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析し、１株当たりの株式価値が220円から271円と算

定されております。 

 

他方、当社取締役会は、NAHD による本取引の提案を検討するにあたって、当社及びNAHD から独立した

第三者算定機関である山田FASを選任し、本公開買付価格の公正性・妥当性を判断するための基礎資料と

して、山田FASに当社普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成23年12月19日付で株式評価報告書を取

得しました。なお、当社は、第三者算定機関から本公開買付価格の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。山田FASは、当社の取締役（本公開買付けを含む本取引について当

社との間で利益が相反するものと認められる西澤昭男氏を除きます。）から事業の現状及び当社作成の将来

の事業計画（以下「当社事業計画」といいます。）並びに当社の業績に関する直近の状況等の資料を取得し

て説明を受け、それらの情報を踏まえて、一定の前提及び条件の下で当社の株式価値を算定いたしました。

山田FASが作成した株式評価報告書では、当社が継続企業であるとの前提の下、市場株価法、類似会社比

準法及びDCF法を用いて当社普通株式の株式価値を算定されております。山田FASにより上記各方式にお

いて算定された当社普通株式の１株当たりの株式価値はそれぞれ以下のとおりです。 

 市場株価法では、 近における当社普通株式の市場取引の状況や消滅会社の業績に関する直近の状況等

を勘案の上、平成23年12月16日を算定基準日として、JASDAQにおける当社普通株式の算定基準日の終

値123円、算定基準日までの直近１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間における終値の単純平均値（１ヶ月：

118円、３ヶ月：121円、６ヶ月：127円）並びに終値の出来高加重平均値（１ヶ月：118円、３ヶ月：120

円、６ヶ月：127円）を基に株式価値を分析し、１株当たりの株式価値が118円から127円と算定されて

おります。 

 類似会社比準法では、上場会社の中から当社と事業内容等が類似する企業を複数選定し、市場株価や収

益性を示す財務指標との比較を通じて当社の株式価値を分析し、１株当たりの株式価値が171 円から265

円と算定されております。 

 DCF 法では、当社事業計画を検討の上、当社へのマネジメント・インタビュー、直近までの業績の動向

及び一般に公開された情報等の諸要素を考慮した平成23年10月以降の当社の将来予想等に基づき、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引いて企業価

値や株式価値を分析し、１株当たりの株式価値が220円から310円と算定されております。なお、本公開

買付価格の算定の前提とした利益計画では、大幅な増減益を見込んでいないとのことです。 

 

なお、本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日である平成23年12月20日のJASDAQ

における終値125円に対して96.0％（小数点以下第二位四捨五入。以下、プレミアムの計算において同じ

とします。）、平成23年12月20日までの過去１ヶ月間のJASDAQにおける終値の単純平均値119円に対し

て105.9％、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値121円に対して102.5％、同過去６ヶ月間の終値の単純平

均値127円に対して92.9％のプレミアムを加えた価格となっております。 

 

（２）算定の経緯 

当社及びNAHDは、本合併に係る割当ての内容を決定するにあたり、改めて協議・検討を重ねた結果、本

公開買付けは本合併を含めた二段階買収を前提として行われたものであり、また、本公開買付けの開始日

以降現在に至るまでの間に、当社の株式価値が減少又は増大するような重要な後発事象は特段生じておら

ず、当社の株式価値に重大な変更はないことから、本合併に際し、当社株主に対して、その保有する当社

普通株式１株につき、本公開買付価格と同額（金245円）の金銭を割当交付することといたしました。 

当社及びNAHDは、本合併に係る割当ての内容を決定するにあたり、改めて第三者算定機関の意見を聴取

しておりませんが、本公開買付価格の公正性を担保するため、NAHDはMHMAに、当社は山田FASにそれぞ

れ当社普通株式の株式価値の算定を依頼し、MHMAは市場株価法及びDCF法の各手法を、山田FASは市場株

価法、類似会社比準法及びDCF法の各手法を用いて当社普通株式の株式価値を算定し、上記「（１）算定の

基礎」に記載された算定結果を得ております。 
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（３）算定機関との関係 

当社が選任した第三者算定機関である山田FASは、当社及びNAHDの関連当事者には該当せず、本合併に

関して特筆すべき重要な利害関係を有しておりません。 

また、NAHDが選任した第三者算定機関であるMHMAも、当社及びNAHDの関連当事者には該当せず、本合

併に関して特筆すべき重要な利害関係を有しておりません。 

 

（４）上場廃止となる見込み及びその事由 

① 上場廃止となる見込み及びその事由 

当社の普通株式は、本日現在、JASDAQに上場されていますが、本合併に伴い、JASDAQの上場廃止基準

に該当することとなり、平成24年４月24日に整理銘柄に指定された後、平成24年９月26日をもって

上場廃止となる予定です。なお、上場廃止後は、当社の普通株式を JASDAQ において取引することがで

きなくなります。 

 

② 上場廃止を目的とする理由及び代替措置の検討状況 

前記「１．合併の目的」に記載のとおり、NAHDは、当社が今後も上場を維持することによるメリット・

デメリットを勘案しつつ、当社の一般株主の皆様にマイナスのリスクが及ぶことを回避し、短期的な業

績に左右されることなく当社が中長期的に成長し、持続的な企業価値向上を実現するためには、マネジ

メント・バイアウト（MBO）の手法により、当社を非上場化し、短期的な業績変動に左右されずに機動

的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築した上で、当社の変革を積極的かつ迅速に実施する

ことが 善の手段であると判断し、また、当社も、NAHDから提案のあった事業構造の抜本的な改革及び

取り組みの強化を、一般株主の皆様のリスクにおいて行うことを回避しつつ実施していくことが、当社

の中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現にとって必要不可欠であり、当社として 善の選

択肢であると判断するに至りました。 

当社及びNAHDが、このような目的のもと、本合併を実施する結果、上記「①上場廃止となる見込み及

びその事由」で述べたとおり、当社の普通株式は上場廃止となる予定です。 

そして、当社及びNAHDは、本合併がマネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われるもので

あること、及び、NAHD が非上場会社であり、流動性の低いNAHD の株式よりも、流動性の高い現金を合

併対価とした方が当社の株主の投下資本回収の機会の確保に資することなどから、当社の株主に対して、

合併対価として金銭を交付することを選択いたしました。 

上場廃止後は、当社の普通株式をJASDAQにおいて取引することができなくなりますが、当社及びNAHD

を除く当社の株主の皆様に対しては、上記「２．合併の要旨」の「（３）合併に係る割当ての内容」に

記載のとおり、その保有する当社普通株式１株につき、合併対価として金245円の金銭が割当交付され

ます。 

 

（５）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 

① 独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

当社及びNAHDは、本合併に係る割当ての内容を決定するにあたり、改めて第三者算定機関の意見を聴

取しておりませんが、上記「（１）算定の基礎」に記載のとおり、本公開買付価格の公正性を担保する

ため、それぞれ別個独立に第三者機関に当社普通株式の株式価値の算定を依頼しております。 

 

② 第三者委員会の設置 

当社取締役会は、本合併の実施を決定するにあたり、改めて第三者委員会の意見を聴取しておりませ

んが、平成24年12月20日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」にて

お知らせしましたとおり、本公開買付けを含む本取引の公正性を確保し、透明性及び客観性のある意思

決定過程を確立するために、平成23年10月７日開催の当社取締役会において、NAHD及び当社から独立

性を有する、髙野裕士氏（弁護士）、西脇恭一氏（公認会計士・税理士）及び鈴木蔵人氏（弁護士）の

３名から構成される第三者委員会を設置し、第三者委員会に対して、（Ⅰ）本公開買付けを含む本取引

の目的は合理的か（当社の企業価値向上に資するかを含みます。）、（Ⅱ）本公開買付けを含む本取引に

おける手続は公正か、（Ⅲ）本公開買付けを含む本取引の条件（本公開買付価格を含みます。）は妥当か、

（Ⅳ）本公開買付けを含む本取引が少数株主に不利益なものではないか、及び（Ⅴ）当社取締役会が本
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公開買付けに対して賛同の意見を表明すると共に、当社の株主に対して応募を推奨することは相当かと

いう各点についての、意思決定の方法及び過程の相当性その他本取引における手続の公正性についての

第三者委員会としての意見書の提出を委嘱することを決議しました。 

第三者委員会は、平成23年10月19日に設置され、平成23年10月19日から同年12月19日にかけ

て全５回にわたり開催されたとのことです。第三者委員会は、かかる検討を行うにあたり、検討の前提

となる基礎資料について当社から提供を受けた上で、NAHD及び当社取締役に対して、随時、本公開買付

けに関する検討の前提となる基礎資料を含めた事実関係の認識、検討に際しての着眼点及び検討のプロ

セスについてヒアリングを行いました。また、第三者委員会は、当社のリーガル・アドバイザーである

第一法律事務所から、本公開買付けに対する当社取締役会の意思決定の方法及び過程に関する説明を受

け、また、山田FASから、株式評価報告書の提出を受けた上で、当社の株式価値の算定結果について説

明を受けました。 

これらを踏まえて、第三者委員会では、当社取締役会における検討に際して、株主の適切な判断機会

の確保、意思決定過程における恣意性の排除、価格の適正性を担保する客観的状況の確保のそれぞれの

観点からの検討が行われ、各観点の検討の過程について特段の疑義は認められないことを踏まえ、上記

（Ⅰ）～（Ⅴ）についての、意思決定の方法及び過程の相当性その他本取引における手続の公正性に特

段の疑義は認められないとの結論に至り、平成23 年 12 月 20 日に当社取締役会に対して、上述の旨を

記載した意見書を提出しました。なお、同意見書では、NAHDは当社の支配株主である西澤昭男氏が議決

権の 100％を所有している会社であり、本公開買付け及び本合併が支配株主との重要な取引等に該当す

ることに関して、当社取締役会の本公開買付け及び本合併に関する意思決定は、その意思決定の方法及

び過程に照らして、取引等の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、上場会社の企業価値向上の観点か

ら、特段少数株主にとって不利益なものとは認められない旨の言及がなされています。 

 

③ 独立した法律事務所からの助言 

当社取締役会は、その意思決定過程における透明性及び合理性を確保するため、NAHD及び当社から独

立した第三者である第一法律事務所をリーガル・アドバイザーとして選任し、本公開買付けを含む本取

引における当社取締役会の意思決定過程、意思決定方法その他の留意点等について法的助言を依頼しま

した。同事務所は、必要に応じて当社取締役会との間で、本公開買付けを含む本取引の是非及び条件に

ついて取締役会が意思決定をするにあたって注意すべき事項や持つべき視点に関して質疑を行い、法的

助言のために必要な情報を取得し、当社取締役会に対して法的助言を行いました。当社取締役会は、本

公開買付けを含む本取引における意思決定過程、意思決定方法その他の留意点等に関する同事務所から

の法的助言を踏まえて、当社の企業価値の向上及び少数株主の利益保護の観点から、本公開買付けを含

む本取引の是非及び条件について慎重に検討いたしました。 

 

④ 利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

当社は、平成24年４月24日開催の当社取締役会において、NAHDの代表取締役を兼務している当社の

代表取締役会長兼社長である西澤昭男氏を除く全ての取締役の全員一致で、本合併契約の締結を承認す

る旨の決議を行っております。 

なお、当社の代表取締役会長兼社長である西澤昭男氏はNAHDの代表取締役を兼任していることから、

本合併について当社との間で利益が相反するものと認められることに鑑み、当社取締役会における本合

併に関する議題の審議及び決議には一切参加しておらず、また、当社の立場において NAHD との協議及

び交渉にも一切参加しておりません。また、当該取締役会には、当社の社外監査役を含む全ての監査役

が出席し、その全ての監査役が、当社の取締役会が上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を

述べております。 
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４．合併の当事会社の概要 

  吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

(1) 名称 株式会社ＮＡホールディングス 株式会社 ワオ・コーポレーション 

(2) 所在地 大阪市北区中崎西二丁目６番17号 大阪市北区中崎西二丁目６番17号 

(3) 代表者の 

役職・氏名 

代表取締役 

西澤 昭男 

代表取締役会長兼社長 

西澤 昭男 

(4) 事業内容 有価証券の保有 学習塾事業 

(5) 資本金 574,000,000円 1,146,375,000円 

(6) 設立年月日 平成23年11月10日 昭和51年５月15日 

(7) 発行済株式

数 

11,480株 8,600,000株 

(8) 決算期 ３月31日 ３月31日 

(9) 従業員数 １名 843名（平成23年３月31日現在） 

(10) 主要取引先 － 第一生命保険株式会社 

大日本印刷株式会社 

富士通株式会社 

(11) 主要取引銀

行 

株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東

京 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、三

井住友信託銀行株式会社、株式会社滋

賀銀行 

株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京

UFJ銀行、株式会社りそな銀行、三井住友

信託銀行株式会社、株式会社滋賀銀行 

(12) 大株主及び

持株比率 

有限会社エヌシイ二十一 99.13％ 株式会社ＮＡホールディングス 90.13％

資本関係 NAHD は、当社株式 7,751,186 株（議決権所有割合 94.95％）を所

有しております。 

人的関係 当社の代表取締役会長兼社長である西澤昭男氏がNAHDの代表取締

役を兼務しています。 

取引関係 当社は、NAHDとの間の平成24年２月27日付金銭消費貸借契約証

書に基づき、NAHD から金3,954,000,000 円の借入れを行っており

ます。NAHD の関係者及び関係会社と当社の関係者及び関係会社の

間には、記載すべき重要な取引関係はありません。 

(13) 当事会社の

関係 

関連当事者へ

の該当状況 

NAHD は、当社株式 7,751,186 株（議決権所有割合 94.95％）を所

有する当社の親会社であり、関連当事者に該当します。 

(14) 近３年間の経営成績及び財政状態 

株式会社ＮＡホールディングス 株式会社ワオ・コーポレーション（連結） 

－ 
平成21年 

３月期 

平成22年 

３月期 

平成23年 

３月期 

純資産額（千円） － 3,041,997 2,910,142 2,488,312

総資産額（千円） － 10,074,846 9,749,947 10,030,983

１株当たり純資産額 

（円) 

－
372.64 356.49 304.82

売上高（千円） － 16,966,345 16,692,543 16,710,472

営業利益（千円） － 350,187 257,318 338,555

経常利益（千円） － 255,188 206,548 332,696

当期純損失（△）（千円） － △713,255 △67,389 △396,388

１株当たり当期純損失

（△）（円） 

－
△87.37 △8.26 △48.56

１株当たり配当額（円） － 10.50 8.00 3.00

（注１）本日現在の数値を記載しております。但し、特記しているものを除きます。 

（注２）NAHDは、平成23年11月10日に設立された会社であり、設立後確定した事業年度はありません。 

（注３）１株当たり配当額（円）について、当社単体のものを記載しております。 
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５．合併後の状況 

  吸収合併存続会社 

(1) 名称 株式会社ワオ・コーポレーション 

(2) 所在地 大阪市北区中崎西二丁目６番17号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役  西澤 昭男 

(4) 事業内容 学習塾事業 

(5) 資本金 574,000,000円 

(6) 決算期 ３月31日 

(7) 純資産 現時点では確定しておりません。 

(8) 総資産 現時点では確定しておりません。 

（注）NAHDは、本合併の効力発生日をもって、商号を株式会社ワオ・コーポレーションに変更する予定であり

ます。 

 

６．会計処理の概要 

企業結合会計基準における共通支配下の取引等の会計処理に該当します。「のれん」の金額等に関する事項に

つきましては、未定です。 

 

７．今後の見通し 

本合併が当社の業績に与える影響につきましては、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じ

た場合には速やかに開示いたします。 

 

８．支配株主との取引等に関する事項 

NAHDは、当社の親会社であり、当社の支配株主に該当します。したがって、本合併は、支配株主との取引等

に該当します。 

そこで、当社は、本合併について、平成23年６月29日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書におけ

る「Ⅰ．４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に記載のとおり、当

社の社内ルールに則り、検討・検証し、取引の公正性を確保することで少数株主の利益を害することのないよ

うに対処しております。 

当社は、前記「３．（５）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」に記載のとおり、

本合併を含む本取引の公正性を担保することを企図し、利益相反を回避するための措置を講じており、当該措

置は、コーポレート・ガバナンス報告書の記載内容に適合していると考えております。 

また、当社は、前記「３．（５）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」の中の、

「② 第三者委員会の設置」に記載のとおり、NAHD及び当社から独立性を有する、社外弁護士及び公認会計士

の３名から構成される第三者委員会から、同所に記載の（Ⅰ）～（Ⅴ）について、意思決定の方法及び過程の

相当性その他本取引における手続の公正性に特段の疑義は認められないこと等を内容とする意見書を入手して

おり、その中で、本合併が支配株主との重要な取引等に該当することに関して、当社取締役会の本合併に関す

る意思決定は、その意思決定の方法及び過程に照らして、取引等の目的、交渉過程の手続、対価の公正性、上

場会社の企業価値向上の観点から、特段当社の少数株主にとって不利益なものとは認められない旨の言及がな

されております。 

 

（参考）当期連結業績予想（平成24年２月14日公表分）及び前期実績           （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

当期業績予想 

（平成24年3月期） 
16,750 420 440 220

前期実績 

（平成23年3月期） 
16,710 338 332 △396

（注１） 平成24年３月期の決算が確定していないため、平成24年３月期を当期、平成23年３月期を前期とし

て記載しております。 

（注２）当期業績予想につきましては、平成23年11月11日に公表したものから変更はありません。 

以 上 


