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米国における免制震製品企業の買収に関するお知らせ 

  
 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社グループが米国ネバダ州所在の免制震製品企業Dynamic 

Isolation Systems, Inc.（以下、“DIS社”）の発行済株式の100％を取得することを決議しましたので、

お知らせいたします。 

 
記 

１．株式取得の目的 

当社グループは、成長戦略の施策の一つとして海外への事業展開を図っており、今回の買収をそ

の一環と位置づけております。 

海外市場においては販売チャネルの確保が課題であり、生産、販売面などのシナジー効果を期待

できるパートナーとの関係構築を推進しております。 

今回当社グループが発行済株式の100％を取得するDIS社は、主に建築構造物向け免制震製品の製

造販売を事業としております。米国内に生産拠点を構え、欧米やアジアをはじめワールドワイドに

販売ネットワークを構築しながら、着実に成長を遂げております。 

DIS社を買収することで、当社グループが有する様々なデバイスを同社の販売網にのせて、海外

市場での拡販を図るとともに、同社製品群を当社ラインナップに加え、より幅広く顧客のニーズに

お応えしてまいります。生産面におきましては、拠点間で生産の効率化や最適化を実現し、技術面

におきましても、相互のテクノロジーを結集し、新製品開発や性能改善を推進してまいります。ま

た、同社経営陣の高い事業遂行能力を活用し、当社グループが培ってきた総合力を更に高めながら、

日本を含む世界市場での事業拡大を図ってまいります。 

 

２．株式取得の方法 

当社又は当社100％連結子会社が、DIS社の発行済株式を100％取得します。これにより、DIS社は

当社の連結子会社になります。具体的な取得方法につきましては、現在検討を進めておりますので、

決定次第速やかに開示致します。 

 

３．異動する子会社（Dynamic Isolation Systems, Inc.）の概要 

（１） 名称 Dynamic Isolation Systems, Inc. 

（２） 所在地 米国ネバダ州 

（３） 代表者の役職・氏名 President and Director  Patrick Thomas Foley 

（４） 事業内容 免制震製品の生産/販売 

（５） 資本金又は出資金の額 100 米ドル 

（６） 設立年月日 2006 年 

（７） 大株主及び持株比率 Patrick Thomas Foley  46.4％ 他 計 10 名 100.0％ 



（８） 
上場会社と当該会社 

との関係 

資本関係 なし 

人的関係 なし 

取引関係 なし 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 決算期 2013 年 12 月期 2014 年 12 月期 2015 年 12 月期 

純資産 2,657 千米ドル 1,549 千米ドル 2,840 千米ドル 

総資産 11,001 千米ドル 8,079 千米ドル 4,672 千米ドル 

１株当たり純資産 26.57 米ドル 15.49 米ドル 28.40 米ドル 

売上高 14,052 千米ドル 19,405 千米ドル 15,604 千米ドル 

営業利益 1,138 千米ドル 601 千米ドル 1,307 千米ドル 

経常利益 1,111 千米ドル 546 千米ドル 1,290 千米ドル 

当期純利益 1,111 千米ドル 546 千米ドル 1,290 千米ドル 

１株当たり当期純利益 11.11 米ドル 5.46 米ドル 12.90 米ドル 

 ※上記金額は単位未満切り捨てで表記しております。 

 

４．株式取得の相手先の概要 （10 名 100.0％） 

①Patrick Thomas Foley 

（１） 氏名 Patrick Thomas Foley 

（２） 住所 米国ワシントン州 

（３） 所有株式数、所有割合 46,400 株 46.4％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 
②Robert Betschart 

（１） 氏名 Robert Betschart 

（２） 住所 米国オレゴン州 

（３） 所有株式数、所有割合 10,000 株 10.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 
③Valerie J. Foley Exempt Trust u/w/d 12/10/96 - WA non-exempt 

（１） 氏名 Valerie J. Foley Exempt Trust u/w/d 12/10/96 - WA non-exempt 

（２） 住所 米国ワシントン州 

（３） 所有株式数、所有割合 8,600 株 8.6％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

④Kevin W. Foley 

（１） 氏名 Kevin W. Foley 

（２） 住所 米国ワシントン州 

（３） 所有株式数、所有割合 5,000 株 5.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

  



⑤Andrew B. Foley 

（１） 氏名 Andrew B. Foley 

（２） 住所 米国ワシントン州 

（３） 所有株式数、所有割合 5,000 株 5.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

⑥Sean E.S. Foley 

（１） 氏名 Sean E.S. Foley 

（２） 住所 米国オレゴン州 

（３） 所有株式数、所有割合 5,000 株 5.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

⑦Monica K. Kent 

（１） 氏名 Monica K. Kent 

（２） 住所 米国オレゴン州 

（３） 所有株式数、所有割合 5,000 株 5.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

⑧Lesley A.L. Foley 

（１） 氏名 Lesley A.L. Foley 

（２） 住所 米国ワシントン州 

（３） 所有株式数、所有割合 5,000 株 5.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

⑨Jacqueline E.E. Weeks 

（１） 氏名 Jacqueline E.E. Weeks 

（２） 住所 米国ワシントン州 

（３） 所有株式数、所有割合 5,000 株 5.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

⑩Kevin Callan 

（１） 氏名 Kevin Callan 

（２） 住所 米国ワシントン州 

（３） 所有株式数、所有割合 5,000 株 5.0％ 

（４） 
上場会社と当該個人の

関係 

当社及び連結子会社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・

人的関係・取引関係はありません。 

 

  



５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 
0 株 

所有割合 0.0％ 

（２） 取得株式数 100,000 株 

（３） 取得価額 

Dynamic Isolation Systems, Inc.の普通株式（概算額） 

19,000 千米ドル 

※株式取得時に 15,000 千米ドル＋調整額、その後２年間は業績

に応じて最大 4,000 千米ドルまで支払予定。 

アドバイザリー費用等（概算額）            200 百万円 

（４） 異動後の所有株式数 
100,000 株 

所有割合 100.0％（直接保有又は間接保有） 

 

６．日程 

（１）取締役会決議日 平成 28 年 3月 30 日 

（２）本契約締結日 平成 28 年 3月 30 日 

（３）株式譲渡実行日 平成 28 年 4月（予定） 

 

７．今後の見通し 

平成 28 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。平成 29 年 3 月期の業績に与え

る影響については、現在精査中であり、重要な影響を与える見込みが生じた場合には、確定後速や

かに開示いたします。 

 

以  上 


