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平成 28 年 3 月 23 日 

各位 

会社名 株式会社モリテックス 

代表者名 代表取締役社長 佐藤 隆雄 

（コード番号：７７１４ 東証第一部）

問い合わせ先 人事総務部長  加納 正和 

電話番号 0 4 8 - 2 1 8 - 2 5 2 7

 

株式会社 MV ジャパンによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、 

当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ 

 

平成 28 年３月 12 日付「支配株主である株式会社 MV ジャパンによる当社普通株式に対す

る公開買付けの結果」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社 MV ジャパン（以下「特

別支配株主」又は「MV ジャパン」といいます。）は、平成 27 年１月 29 日から当社の普通株

式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいま

す。）を行い、その結果、同社は、平成 28 年３月 18 日をもって、当社株式 12,909,745 株

（当社の総株主の議決権に対する MV ジャパンの有する当社株式の議決権の割合（以下「議

決権所有割合」といいます。（注））にして 92.65％（小数点以下第三位を四捨五入））を所

有するに至り、当社の特別支配株主となっております。 

MV ジャパンは、当社が平成 28 年１月 28 日付で公表いたしました「支配株主である株式

会社ＭＶジャパンによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（以下

「本意見表明プレスリリース」といいます。）の「３．（４）本公開買付け後の組織再編等

の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、同社が、当社の総株主の議

決権の 90％以上を所有するに至ったことから、当社の株式の全て（但し、MV ジャパンが所

有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当社を MV ジャパン

の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、会社法（平成 17 年法律第 86 号。

その後の改正を含みます。）第 179 条第１項に基づき、当社の株主の全員（但し、当社及び

MV ジャパンを除きます。以下「本売渡株主」といいます。）に対し、その有する当社株式の

全部（以下「本売渡株式」といいます。）を MV ジャパンに売り渡す旨の請求（以下「本売

渡請求」といいます。）を行うことを本日決定したとのことです。当社は、本日付で MV ジ

ャパンより本売渡請求に係る通知を受領し、本日開催の当社取締役会において本売渡請求

を承認する旨の決議をいたしましたので、以下の通りお知らせいたします。 
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また、本売渡請求の承認により、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券

取引所」といいます。）市場第一部の上場廃止基準に該当することになり、本日から平成 28 

年４月 24 日まで整理銘柄に指定された後、同月 25 日をもって上場廃止となる予定です。

上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできなくな

りますので、併せてお知らせいたします。 

 

（注）議決権所有割合とは、当社の平成 27 年９月 30 日現在の発行済株式総数（13,933,928

株）から、平成 27 年 11 月 30 日現在当社が所有する自己株式数（546 株）を控除し

た株式数（13,933,382 株）に係る議決権数（139,333 個）に対する割合（小数点以

下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。 

 

記 

 

１．本売渡請求の概要 

 （１）特別支配株主の概要 

① 名称 株式会社 MV ジャパン 

② 所在地 東京都千代田区平河町２丁目 16 番１号平河町森タワー10 階 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 中野 宏信 

④ 事業内容 当社株式を所有し当社との間で業務提携を遂行すること 

⑤ 資本金の額 12 億 4,532 万 5,000 円（平成 28 年３月 23 日現在） 

⑥ 設立年月日 平成 26 年 11 月 20 日 

⑦ 大株主及び持株比率 MV Limited 100％ 

⑧ 当社と特別支配株主

との関係 

資本関係 

特別支配株主は、本日現在、株式会社東京証券

取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）

市場第一部（以下「東証第一部」といいます。）

に上場している当社株式 12,909,745 株（議決

権所有割合：92.65％）を所有し、当社を連結

子会社としております。 

人的関係 
特別支配株主から当社に取締役 3名が派遣さ

れております。 

取引関係 

特別支配株主と当社の間には、当社が平成 27

年12月10日付有価証券報告書に経営上の重要

な契約として記載した平成26年12月５日付資

本業務提携契約に基づく提携関係があります。

関連当事者へ

の該当状況 

特別支配株主は、当社の親会社であるため、当

社の関連当事者に該当します。 
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（２）本売渡請求の日程 

売渡請求日 平成 28 年３月 23 日 

当社取締役会決議日 平成 28 年３月 23 日 

売買最終日 平成 28 年４月 22 日 

上場廃止日 平成 28 年４月 25 日 

取得日 平成 28 年４月 28 日 

 

（３）売渡対価 

 普通株式１株につき、290 円 

 

２．本売渡請求の内容 

 当社は、MV ジャパンより、平成 28 年 3 月 23 日付で、本売渡請求をする旨の通知を受け

ました。当該通知の内容は、以下のとおりです。 

（１）株式売渡請求をしない特別支配株主完全子法人（会社法第 179 条の２第１項第１号） 

  該当事項はありません。 

 

（２）本売渡株主に対して本売渡株式の対価として交付する金銭の額及びその割当てに関

する事項（会社法第 179 条の２第１項第２号・第３号） 

  MV ジャパンは、本売渡株主に対し、本売渡株式の対価（以下「本売渡対価」といいま

す。）として、その所有する本売渡株式１株につき 290 円の割合をもって金銭を割当交付

いたします。 

 

（３）新株予約権売渡請求に関する事項（会社法第 179 条の２第１項第４号） 

  該当事項はありません。 

 

（４）取得日（会社法第 179 条の２第１項第５号） 

  平成 28 年４月 28 日 

 

（５）本売渡対価の支払のための資金を確保する方法（会社法施行規則第 33 条の５第１

項第１号） 

  MV ジャパンは、本売渡対価の支払のため、株式会社みずほ銀行から、本売渡対価のた

めの資金に相当する額の借入れを行うことを予定しております。 

 

（６）その他の取引条件（会社法施行規則第 33 条の５第１項第２号） 

  本売渡対価は、取得日以後合理的な期間内に、取得日の前日の最終の当社の株主名簿
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に記載又は記録された本売渡株主の住所又は本売渡株主が当社に通知した場所において、

当社による配当財産の交付の方法に準じて交付されるものとします。 

当該方法により本売渡対価の交付ができなかった本売渡株主については、当社の本店 

所在地にて、MV ジャパンが指定した方法により、本売渡対価の支払いを実施することと

いたします。 

 

３．本売渡請求に対する承認に関する判断の根拠及び理由等 

 （１）承認に関する判断の根拠及び理由 

当社は、本意見表明プレスリリースの「３．（２）③当社取締役会における意思決定に

至る過程」に記載のとおり、MV ジャパンが当社株式の全て（但し、MV ジャパンが所有す

る当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当社を MV ジャパンの

完全子会社とすることを目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）を通じて、

当社が MV ジャパンの完全子会社となり中国の金融・産業コングロマリットであるシティ

ック・グループとの一体性を高めることは、以下の観点から、当社の企業価値向上に資

すると判断しております。 

 

（ⅰ）当社は、創業以来日本を中心とした半導体・液晶製造装置業界を主な顧客としてき

たが、昨今の、中国、台湾、韓国及び東南アジアを含むアジア新興国の企業の台頭とこれ

に伴う国内の半導体・液晶製造装置市場の成長鈍化、並びに世界経済、特に中国を中心と

する東アジア圏の先行き不透明感が増す状況下において、スピード感をもって的確にかか

る状況に適応するため、第一に、アジア新興国市場における新規顧客開拓、また、第二に、

エレクトロニクス・自動車部品検査機器領域への一層の注力並びに堅牢な販売体制の早期

確立が喫緊の課題となっているところ、シティック・グループは、アジア新興国市場を中

心とする広範囲の、かつ地元に根差した情報収集能力と、半導体・液晶製造装置市場にお

ける豊富な事業展開ノウハウを有していることから、当社が MV ジャパンとの提携関係をよ

り一層強化することは、当社の主力事業であるマシンビジョン事業における戦略的販売地

域であるアジア新興国において、エレクトロニクス・自動車部品検査機器市場の顧客を含

む顧客層の拡大と販売の強化、並びに収益力向上に資することとなること 

（ⅱ）アジア新興国市場における事業拡大及び優位性の早期確立の確度をより高めるため

には、アジア新興国市場の顧客ニーズに的確に応えるため、当社の主要な生産拠点である

中国深セン工場における製品開発及び生産能力増強に係る設備投資と高品質な製品の安定

供給が肝要であり、特に中国及びアジア地域のローカルパートナーとの緊密な連携の下、

これらを支える現地部材調達適正化等、原価低減及び高品質な部材の安定供給に資するサ

プライチェーン網の更なる構築と、その実現の確度を高める人材面の補強を、アジア新興

国企業との競争に負けないスピードで実行することが必須であるところ、本取引は、当社

経営陣・従業員及びシティック・グループがより一体となって、投資増による当社の短期



5 
 

的な収益性の悪化を恐れることなく、ビジネス環境の変化に対応した投資等を迅速に決断

し機動的に実行していくことを可能とすること 

（ⅲ）本取引による非上場化により、監査、IR その他年間数千万円に上る上場維持コスト

を削減することができる一方、上記（ⅰ）（ⅱ）に記載した成長戦略の実現の早期確立を

加速化させ、かつその実現の確度及びスピードをより高めるための当社グループ一丸とな

った体制構築を可能にすること 

 

 以上を踏まえ、当社は、平成 28 年１月 28 日開催の取締役会において、本公開買付けに

賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推

奨する旨の決議をいたしました。 

 

 当社は、平成 28 年３月 18 日、MV ジャパンより、本公開買付けの結果について、本公開

買付けにおいては買付予定数の上限及び下限を設定していないことから応募株券等（当社

株式 2,933,034 株）の全部の買付けを行う旨の報告を受けました。この結果、平成 28 年３

月 18 日付で、当社の総株主の議決権に対する MV ジャパンの有する当社株式の議決権の割

合は 92.65％となり、MV ジャパンは、当社の特別支配株主に該当することとなりました。

MV ジャパンは、本意見表明プレスリリース「３．(４)本公開買付け後の組織再編等の方針

（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、本取引の一環として、平成 28 年

３月 23 日、会社法第 179 条第１項に基づき、本売渡株主に対し、本売渡請求を行ったとの

ことです。 

 

 当社は、平成 28 年３月 23 日、MV ジャパンより本売渡請求に係る通知を受領し、同日開

催の当社取締役会において、(ⅰ)本売渡株式１株につき 290 円という本売渡対価は、本公

開買付けに係る買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）と同一の価格であ

るところ、本意見表明プレスリリースの「３．（２）③当社取締役会における意思決定に至

る過程」及び「３．（３）利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保す

るための措置」に記載のとおり、本取引の公正性を担保するための措置が講じられている

こと等から少数株主の利益に十分留意されていると考えられることに鑑みて、この価格は

本売渡株主の皆様にとって妥当なものと考えられること、(ⅱ)MV ジャパンは株式会社みず

ほ銀行から、本売渡対価に係る支払資金の借入れを行うことを予定していることから、当

社は当該借入れに関する金銭消費貸借契約書及び平成 28 年３月 17 日現在の預金残高証明

書を確認したところ、MV ジャパンにより本売渡対価が交付されることが見込まれること、

(ⅲ)本売渡対価は、取得日後合理的期間内に、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に記

載又は記録された本売渡株主の住所又は本売渡株主が当社に通知した場所において、当社

による配当財産の交付の方法に準じて交付され、当該方法による交付ができなかった場合

には、当社の本店所在地にて MV ジャパンが指定した方法により本売渡株主に対し本売渡対
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価を支払うものとされているところ、本売渡対価の交付までの期間及び支払方法について

不合理な点は認められないことから、本売渡請求に係る取引条件は相当であると考えられ

ること等を踏まえ、本売渡請求は、本売渡株主の利益に配慮したものであり、本売渡請求

の条件等は適正であると判断し、MV ジャパンからの通知のとおり、本売渡請求を承認する

旨の決議をいたしました。 

 

 なお、本売渡請求の承認に係る当社の意思決定に至る過程において、当社取締役のうち、

中野宏信氏、張暁力氏及び伊藤政宏氏が MV ジャパンの代表取締役をそれぞれ兼任している

ため、利益相反を排除する観点から、上記当社取締役会においては、上記の中野宏信氏、

張暁力氏及び伊藤政宏氏を除く取締役３名により審議を行った上で、全会一致により上記

決議を行いました。また、当社監査役４名のうち３名が上記当社取締役会に出席しいずれ

も当社取締役会が上記決議をすることに異議がない旨の意見を述べているほか、当該取締

役会を欠席した１名の監査役も、出席した監査役と同様、当社取締役会が上記決議をする

ことに異議がない旨の意見を述べております。 

 

 

（２）算定に関する事項 

本売渡請求は、本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行わ

れるものであり、本売渡対価は本公開買付価格と同一の価格であることから、当社は、

本売渡請求に係る承認を行うことを決定する際に改めて算定書を取得しておりません。 

 

（３）上場廃止となる見込み 

当社株式は、現在東京証券取引所市場第一部に上場しておりますが、本売渡請求の承

認により、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に該当することになり、本日から

平成 28 年４月 24 日まで整理銘柄に指定された後、同月 25 日をもって上場廃止となる予

定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場第一部において取引することは

できなくなります。 

 

（４）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 

  本株式等売渡請求は本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続として

行われるものであるところ、本意見表明プレスリリースの「３．（３）利益相反を回避

するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、当社

は、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保する観点から、以下のような措置を実施

いたしました。 

 

① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定報告書の取得 

当社は、本公開買付けに係る意見表明を行うにあたり、本公開買付価格の公正性を担
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保するための資料として、楡井公認会計士事務所から当社の株式価値の算定結果に関す

る平成 28 年１月 27 日付株式価値算定報告書（以下「本算定書」といいます。）を取得い

たしました。なお、楡井公認会計士事務所は、当社及び MV ジャパンの関連当事者には該

当せず、本公開買付けに関して利害関係を有しておりません。また、当社は、楡井公認

会計士事務所から本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を

取得しておりません。 

楡井公認会計士事務所は、多角的に評価を行う観点から、インカム・アプローチ及び

マーケット・アプローチの２方式による評価を行ったとのことです。インカム・アプロ

ーチとしては、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。）の手法を、マーケット・アプローチとしては、類似会社比準法及び市場株価平均

法の各手法を用いて当社の株式価値算定を行っているとのことです。 

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の範囲はそれぞれ以下

のとおりであるとのことです。 

ＤＣＦ法      204 円から 285 円 

類似会社比準法   125 円から 177 円 

市場株価平均法   218 円から 228 円 

（ⅰ）ＤＣＦ法 

ＤＣＦ法では、当社が作成した平成 28 年９月期から平成 30 年９月期までの事業計画、

当社へのインタビュー、直近までの業績動向及び一般に公開された情報等の諸要素を考

慮し、平成 28 年９月期以降当社が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当社の企業価値や株式価値を分析し、当社株式１

株当たりの株式価値の範囲を 204 円から 285 円までと算定しているとのことです。割引

率は 4.4％〜5.4％を採用しており、継続価値の算定に当たっては倍率モデルを採用し、

平成30年９月期のEBITDA601,050千円に類似会社11社のEBITDA倍率の中央値である5.2

を乗じて算出した 3,125,459 千円を継続価値としているとのことです。 

ＤＣＦ法による分析に用いた当社の業績見込みにおいて、平成 30 年９月期において大

幅な増益(営業利益で約 75.3%)を見込んでいるとのことです。これは、当社の事業計画に

おいて、MV ジャパンとの業務提携の推進等を契機としてマシンビジョン製品売上の増加

と製造効率の向上による増益を見込んでいるためとのことです。 

算定の前提とした財務予測は、当社が作成した平成 28 年９月期から平成 30 年９月期

までの事業計画に基づくものであるところ、同事業計画は本取引の実施を前提としたも

のではありません。算定の前提とした財務予測の具体的な数値は以下のとおりです。 
（単位：千円） 

 平成 28 年９月期 平成 29 年９月期 平成 30 年９月期 

売上高 8,722,773 8,986,295 9,598,464

営業利益 194,801 249,321 437,089

EBITDA 365,050 416,189 601,050

フリー・キャッシュ・フロー 104,227 165,240 380,168

 

（ⅱ）類似会社比準法 

類似会社比準法では、国内上場会社のうち、シーシーエス株式会社、シグマ光機株式

会社、株式会社オハラ、テクノホライゾン・ホールディングス株式会社、株式会社精工

技研、岡本硝子株式会社、株式会社サンテック、レーザーテック株式会社、オプテック

ス・エフエー株式会社、株式会社アバールデータ及びサムコ株式会社を、当社と製品の

種類や企業規模が類似する会社として抽出し、EBITDA マルチプルを用いて、当社株式１

株当たりの株式価値の範囲を 125 円から 177 円までと算定しているとのことです。 

（ⅲ）市場株価平均法 
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市場株価平均法では、算定基準日を平成 28 年１月 27 日として、東証第一部における

当社株式の過去１ヶ月の終値の単純平均値（218 円（小数点以下を四捨五入。以下終値の

単純平均値の計算について同じとします。））、過去３ヶ月の終値の単純平均値（228 円）、

過去６ヶ月の終値の単純平均値（226 円）をもとに、当社株式１株当たりの株式価値の範

囲を 218 円から 228 円までと算定しているとのことです。 

 

② 当社における独立した特別委員会の設置 

当社は、本公開買付けに関する意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公

正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、平成 28 年１月５日、MV ジャパン

及び当社の取締役会から独立した当社社外取締役である名取勝也氏（弁護士、名取法律

事務所）、外部有識者である金森仁氏（弁護士）及び青柳立野氏（公認会計士・税理士青

柳立野事務所）の３名によって構成される特別委員会を設置し（なお、特別委員会の委

員は設置当初から変更しておりません。）、本公開買付けに対して当社が表明すべき意見

の内容を検討する前提として、（ⅰ）本取引の目的は合理性を有するか、（ii）本取引に

おいて公正な手続を通じて当社株主の利益への十分な配慮がなされているか、(iii)本取

引の条件（本公開買付価格を含む。）の妥当性が確保されているか、（iv）本取引は、MV

ジャパン以外の当社株主にとって不利益でないか（以下、総称して「本諮問事項」とい

います。）について特別委員会に諮問したとのことです。 

特別委員会は、平成 28 年１月５日より平成 28 年１月 28 日まで合計４回開催され、本

諮問事項に関し、慎重に協議及び検討を行いました。 

具体的には、本取引の意義・目的や本取引により向上することが見込まれる当社の企

業価値の具体的内容について、当社代表取締役及び MV ジャパンから説明を受け、検討を

行いました。また、MV ジャパンからは本公開買付けの諸条件及び本非公開化の手続につ

いて、当社のリーガル・アドバイザーである木村・多久島・山口法律事務所からは本公

開買付けに関する当社の取締役会の意思決定の方法及び過程等について、それぞれ説明

を受け、本取引の手続の公正性を検討しました。更に、当社を代表して MV ジャパンと買

付価格に関する協議を行った代表取締役から、MV ジャパンによる価格の提案及び価格に

関する交渉の状況について説明を受け、買付価格の妥当性の検討を行いました。 

かかる検討の結果、（ⅰ）本取引の実現により、中国を中心とする海外市場の開拓と製

造拠点の管理に関しシティック・グループの人的ネットワークを通じた協力支援が促進

され得ること、MV ジャパンの知見や MV ジャパンが人的関係を有する専門家による当社の

管理機能の改善強化が図られ得ること等から、本取引によって当社の企業価値の向上が

見込まれる、（ⅱ）本取引の交渉過程においては、MV ジャパンからの独立性が認められる

当社代表取締役を中心としたプロジェクトチームを設置し、同プロジェクトチームは、

MV ジャパン及び当社から独立した木村・多久島・山口法律事務所からの助言を受けつつ、

少数株主の利益に充分に配慮した買付価格となるよう、本公開買付価格を引き上げるた

めの協議・交渉を MV ジャパンと行ったほか、MV ジャパン又はその特別利害関係人からの

影響や干渉を排除して意思決定が行われており、本取引に係る手続は公正であると認め

られる、（ⅲ）本算定書における算定に不合理な点は認められず、本公開買付価格は、平

成 28 年１月 27 日の当社株式の東京証券取引所における終値 219 円に対して 32.42％、平

成 28 年１月 27 日までの直近１ヶ月の終値の単純平均値 218 円に対して 33.03％、平成

28 年１月 27 日までの直近３ヶ月の終値の単純平均値 228 円に対して 27.19％、平成 28

年１月 27 日までの直近６ヶ月の終値の単純平均値 226 円に対して 28.32％のプレミアム

を加えた金額であること等から、価格の妥当性が認められる、（ⅳ）これらを総合的に鑑

みると、本取引は少数株主にとって不利益ではないと認められるとの判断に至りました。 

以上の経緯を経て、特別委員会は、平成 28 年１月 28 日付で、委員全員の一致により、

（ⅰ）本取引により当社の企業価値の向上が見込まれることが認められ、本取引の目的
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は合理性を有する、（ⅱ）本取引においては、公正な手続を通じ、少数株主の利益への十

分な配慮がなされている、（ⅲ）対価を含めた本取引における条件の妥当性は確保されて

いる、（ⅳ）上記を前提にすると、本取引は少数株主にとって不利益ではないと認められ

ることを内容とする答申書を当社取締役会に提出いたしました。 

 

③ 当社における独立した法律事務所からの助言 

当社は、本取引に関する当社取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するため、

当社及び MV ジャパンと利害関係を有しないリーガル・アドバイザーとして木村・多久島・

山口法律事務所を選任し、木村・多久島・山口法律事務所から本取引に関する当社取締

役会の意思決定の方法及び過程等について法的助言を受けております。 

 

④ 本公開買付けに関する利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議が

ない旨の意見 

当社は、平成 28 年１月 28 日開催の当社取締役会において、本公開買付けについて、

当社の企業価値向上に関する検討、MV ジャパンの意向、本算定書、上記「②当社におけ

る独立した特別委員会の設置」に記載の特別委員会より平成 28 年１月 28 日付で受領し

た答申書、上記「③当社における独立した法律事務所からの助言」に記載の木村・多久

島・山口法律事務所からの法的助言を踏まえ慎重に詮議、検討した結果、本公開買付け

を含む本取引により、当社の企業価値が向上すると見込まれるとともに、本公開買付価

格及び本公開買付けの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、本取引

は、少数株主を含む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

であると考えられることから、平成 28 年１月 28 日開催の取締役会において、本公開買

付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの

応募を推奨する旨を決議いたしました。 

当社取締役のうち、中野宏信氏、張暁力氏及び伊藤政宏氏が MV ジャパンの代表取締役

をそれぞれ兼任していますので、利益相反を排除する観点から、上記当社取締役会にお

いては、上記の中野宏信氏、張暁力氏及び伊藤政宏氏を除く取締役３名により審議を行

った上で、全会一致により上記決議を行いました。また、当社監査役４名（東京証券取

引所に独立役員として届出をしている社外監査役藤代政夫氏及びその他の社外監査役１

名を含みます。）が上記当社取締役会に出席し、いずれも、当社取締役会が上記決議をす

ることに異議がない旨の意見を述べております。 

 

⑤ 比較的長期の買付け等の期間の設定 

MV ジャパンは、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間は 20 営業日で

あるところ、本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を 30

営業日といたしました。公開買付期間を比較的長期にすることにより、当社の株主の皆様

に対して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、MV ジャパン以外

の者にも当社の株券等に対して買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価

格の適正性を担保することを企図したとのことです。 

 

⑥ 本売渡請求に関する利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がな

い旨の意見 

 本売渡請求の承認に係る当社の意思決定に至る過程において、当社取締役のうち、中野

宏信氏、張暁力氏及び伊藤政宏氏が MV ジャパンの代表取締役をそれぞれ兼任しているため、
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利益相反を排除する観点から、本売渡請求に関する審議・決議を行った平成 28 年３月 23

日開催の当社取締役会においては、上記の中野宏信氏、張暁力氏及び伊藤政宏氏を除く取

締役３名により審議を行った上で、全会一致により上記決議を行いました。また、当社監

査役４名のうち３名が上記当社取締役会に出席しいずれも当社取締役会が上記決議をする

ことに異議がない旨の意見を述べているほか、当該取締役会を欠席した１名の監査役も、

出席した監査役と同様、当社取締役会が上記決議をすることに異議がない旨の意見を述べ

ております。 

 

４．今後の見通し 

 本売渡請求に対する当社による承認の決定後における当社の経営体制の予定、方針・計

画等につきましては、今後、当社及び MV ジャパンの両社の間で協議・検討する予定です。 

 

５．支配株主との取引等に関する事項 

 （１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 

  MV ジャパンは、当社の親会社であることから、当社取締役会による本売渡請求に関す

る承認は、支配株主との重要な取引等に該当いたします。 

当社では、平成 25 年６月 20 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書に記載の

とおり、親会社と親会社以外の一般株主との間での利益の相反のおそれのある関連当事

者取引は、必ず取締役会に諮ることとし、かかる取締役会には、親会社から独立した立

場にある社外監査役が出席することを確保して、少数株主の利益が損なわれることのな

いよう留意しております。 

当社の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関

する本売渡請求に関する承認における適合状況は、以下のとおりです。 

当社は、本売渡請求に関する承認の検討に当たり、上記「３．本売渡請求に対する承

認に関する判断の根拠及び理由等」の「（４）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、①独立した第三者算定機関からの株式価値算

定報告書の取得、②独立した特別委員会の設置及び答申の受領、③独立した法律事務所

からの助言、④利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の

意見の取得等の各措置を実施しており、かかる指針に適合していると考えております。 

 

（２）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関する事項 

上記「３．本売渡請求に対する承認に関する判断の根拠及び理由等」の「（４）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」をご参照ください。 

 

（３）支配株主との間に利害関係を有しない者による、本取引が少数株主にとって不利益

なものではないことに関する意見の入手 
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上記「３．本売渡請求に対する承認に関する判断の根拠及び理由等」の「（４）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「②当社における独立し

た特別委員会の設置」に記載のとおり、平成 28 年１月 28 日に、本取引は少数株主にと

って不利益ではないと認められることを内容とする答申書を入手しております。なお、

当該答申書が、本売渡請求を含む本取引に関するものであることから、当社は、本売渡

請求の承認に際しては、支配株主との間に利害関係を有しない者からの意見を改めて取

得しておりません。 

 

以上 


