
 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ／ 2014/01/21 9:12 (2014/01/21 9:12) ／ wk_13983345_01_os7ニチゾウテック様_臨時招集_株主各位_P.doc 

1

  証券コード 4654 
  平成26年１月30日 

株 主 各 位  

 大阪市大正区鶴町２丁目15番26号

 株式会社ニチゾウテック
 取締役社長  川 道 生

臨時株主総会招集ご通知 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お

手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する

賛否をご表示いただき、平成26年２月13日（木曜日）午後５時35分までに到着するようご返送

くださいますようお願い申しあげます。 

敬 具 

記 

１．日   時  平成26年２月14日（金曜日）午前10時 

２．場   所  大阪市大正区鶴町２丁目15番26号 

当社本社（ＮＴＩビル）６階会議室 

３．目 的 事 項 

決 議 事 項 

第１号議案 当社と日立造船株式会社との株式交換契約承認の件 

第２号議案 定款一部変更の件 

以 上 
                                           

 当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申しあげます。 

 なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（ア

ドレス http://www.nichizotech.co.jp）に掲載させていただきます。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ／ 2014/01/21 9:12 (2014/01/21 9:12) ／ wk_13983345_02_os7ニチゾウテック様_臨時招集_参考書類_P.doc 

2

株主総会参考書類 

 

議案及び参考書類 

 

第１号議案 当社と日立造船株式会社との株式交換契約承認の件 

 当社及び日立造船株式会社（以下「日立造船」といいます。）は、平成25年11月28日開催のそれぞれ

の取締役会において、日立造船を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換

（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日、両社の間で株式交換契約（以下「本

株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。 

 つきましては、本株式交換契約について、ご承認いただきたく存じます。 

 なお、本株式交換の効力発生日は、平成26年４月１日を予定しております。ただし、日立造船は、平

成25年11月28日にアタカ大機株式会社との間で、日立造船を吸収合併存続会社とし、アタカ大機株式会

社を吸収合併消滅会社として合併する旨の合併契約を締結しており（後記６．(2)参照）、本株式交換

の効力発生日が当該合併の効力発生日と同日となる場合には、本株式交換の効力は、当該合併の効力が

生じた後に生ずることとされています。 

 また、日立造船については、会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続により株主総

会による承認を受けずに、本株式交換を行う予定です。 

 また、本株式交換の効力発生日に先立ち、当社の普通株式は、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。）市場第二部において、平成26年３月27日付で上場廃止（最終売買日は平成

26年３月26日）となる予定です。 

１．本株式交換を行う理由 

 日立造船グループ（以下に定義されます。）は、主として環境装置、プラント、機械、プロセス

機器、インフラ設備、精密機械等の設計、製作、据付、販売、修理、保守・保全及び運営等を主な

事業としており、平成25年９月30日現在、日立造船、連結子会社77社及び持分法適用会社14社（以

下「日立造船グループ」といいます。）で構成されております。 

 日立造船グループは、現在、平成28年度（2016年度）における経営目標として、長期ビジョン

「Hitz 2016 Vision」を掲げ、事業規模の拡大、事業収益力の向上及び財務体質の強化を目指して

おります。また、この長期ビジョン「Hitz 2016 Vision」の実現に向けた基盤づくりのための経営

施策として、平成23年度を初年度とする３か年の中期経営計画「Hitz Vision」を策定し、事業伸

長力の強化、バランスの取れた事業構造の構築、業界ナンバーワンの収益力実現のための事業戦略

の推進、将来収益につながる新事業・新分野の開発、財務体質の強化、企業風土の更なる改革と人

材の育成といった重点施策を推進しております。 

 「Hitz 2016 Vision」、「Hitz Vision」において、日立造船グループでは、環境の改善、資源

とエネルギーの有効活用、再生可能エネルギーの利用拡大等に関連する「グリーンエネルギー分

野」及び効率的で安全・安心な社会の実現、災害に強い社会基盤の構築に向けた「社会インフラ整

備・防災分野」を重点分野としており、これらの事業領域において、現有製品のビジネスモデル変

革とグローバル展開、成長の原動力となる新製品開発の加速化を推進しております。 
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 社会インフラ整備・防災分野では、橋梁、シールド掘進機、水門、海洋土木等の製品を通じて、

幅広く社会インフラ整備・保全に貢献するとともに、津波被害の軽減を図るためのGPS波浪計や津

波・高潮対策としてのフラップゲート式可動防波堤・防潮堤等、より多くの人命や財産を守るため

の防災関連事業に積極的に取り組んでおります。 

 一方、当社は、昭和50年に日立造船非破壊検査株式会社として設立され、昭和61年にメンテナン

ス会社４社を吸収合併して現社名に変更しております。以降、業容を拡大し、今日では構造物等の

各種検査・計測・診断からなる「技術コンサルティング」、プラント設備・生産設備・駐車場誘導

管制システムの設計・製作・据付、工場・倉庫の建設等からなる「エンジニアリング」、機械・設

備の保守点検・運転等の「メンテナンス」の３つの技術領域の事業を総合的に行っており、日立造

船グループのプラント事業分野、社会インフラ整備・防災分野における主要子会社となっておりま

す。 

 当社は、平成23年度から平成25年度までの３か年の中期経営計画「EARNEST-13」の下、基盤であ

る技術コンサルティング事業、エンジニアリング事業、メンテナンス事業の３事業分野の強化・拡

大を図るため、「受注の獲得」、「収益の確保」、「技術力の強化」、「人と組織の活性化」の４

点を重点方針とした経営施策を推進しております。 

 日立造船と当社は、既にグループとしての経営戦略を共有し、グループの総力を挙げた事業展開

を行っております。一方で、当社を含む日立造船グループを取り巻く環境は、主要事業において、

官需は総発注量の減少と参入企業の増加から、民需は輸出環境の改善が見られるものの国内の設備

投資に大幅な改善の兆しもないことから、官・民需とも受注競争が激しく、総じて厳しい状況が続

くものと思われます。このような状況の下、日立造船と当社は、以前より両社の協業体制に関する

議論を行っておりましたが、その一環として、平成25年７月頃、日立造船より株式交換による完全

子会社化に向けての協議を当社に申し入れ、検討を開始いたしました。その後、両社で協議を重ね

た結果、日立造船及び当社は、日立造船が当社を完全子会社化することにより、当社の事業特性や

運営・体制の優れた点を十分に活かしつつ相互の連携を強化し、日立造船グループにおける社会イ

ンフラ整備・防災分野の更なる成長に向けた取組みを加速し、ソリューションビジネスの強化や海

外事業展開を拡大していくことが、当社の企業価値向上のみならず、日立造船グループ全体の企業

価値向上のために非常に有益であるとの結論に至りました。 

 具体的には、当社が保有する検査・計測・診断の技術や情報を活用し、国内で近年顕在化してき

た橋梁・水門等の社会インフラの老朽化対策工事において、日立造船の提案力強化につなげること

や、日立造船の納入したプラントの更新・改造、メンテナンス等のニーズを当社が担うこと、また、

主要顧客の海外進出に積極的に対応し海外事業展開の拡大を図ること等が見込まれます。さらには、

グループ経営の強化・拡充により、有資格者・技術者等の人材の有効活用や開発テーマの事業化の

スピードアップ等の相乗効果も見込まれます。 
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２．本株式交換契約の内容の概要 

 当社が日立造船との間で締結した本株式交換契約の内容は、以下のとおりです。 

 

株式交換契約書（写） 

 

日立造船株式会社（以下「甲」という。）と株式会社ニチゾウテック（以下「乙」という。）とは、以下

のとおり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（株式交換） 

１ 乙は、本契約の規定に従い、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とする株式交換

（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、本株式交換により、乙の発行済株式（ただし、甲が

保有する乙の株式を除く。以下同じ。）の全部を取得する。 

２ 本株式交換に係る甲及び乙の商号及び住所は、以下の各号に定めるとおりである。 

(1) 甲 

商号：日立造船株式会社 

住所：大阪市住之江区南港北一丁目７番89号 

(2) 乙 

商号：株式会社ニチゾウテック 

住所：大阪市大正区鶴町二丁目15番26号 

 

第２条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当てに関する事項） 

１ 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時

（ただし、本効力発生日（第３条第１項に定義される。）が、本合併（第６条第２項に定義される。

以下同じ。）がその効力を生ずる日と同日となる場合には、本合併の効力が生ずる時点より後の時点

とする。以下「本株式交換基準時」という。）における乙の株主（ただし、甲を除く。以下「本割当

対象株主」という。）に対して、その保有する乙の普通株式に代わり、その保有する乙の普通株式の

合計数に0.82を乗じた数の甲の普通株式を交付する。 

２ 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の普通株式１株につき、甲の

普通株式0.82株の割合をもって甲の普通株式を割り当てる。 

３ 前項の規定に従って本割当対象株主のそれぞれに対して割り当てる甲の普通株式の数に、１株に満た

ない端数がある場合には、甲は、会社法第234条その他の関係法令の規定に基づき処理するものとす

る。 

 

第３条（本株式交換の効力発生日） 

１ 本株式交換がその効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）は、平成26年４月１日とする。

ただし、本効力発生日が、本合併がその効力を生ずる日と同日となる場合には、本株式交換は、本合

併の効力が生じた後に、その効力が生ずるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場
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合には、甲及び乙が協議し合意の上、本効力発生日を変更することができる。 

 

第４条（資本金及び準備金の額） 

本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額については、会社計算規則第39条に定めるところに

従って、甲が定める。 

 

第５条（株式交換承認株主総会） 

１ 甲は、会社法第796条第３項本文の規定により、本契約について同法第795条第１項に定める株主総会

の承認を得ずに本株式交換を行う。ただし、会社法第796条第４項の規定に基づき株主総会の決議に

よる本契約の承認が必要となった場合には、甲は、本効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本

株式交換に必要な事項に関する株主総会決議を行うものとする。 

２ 乙は、平成26年２月14日に開催予定の乙の臨時株主総会において、本契約の承認を求めるものとする。

ただし、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、甲及び乙

が協議し合意の上、当該株主総会の開催日を変更することができる。 

 

第６条（会社財産の管理） 

１ 甲及び乙は、本契約締結後から本効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもって自己の業務の

執行及び財産の管理・運営を行い、本契約に別途定めるものを除き、自己の資産内容、財産状態、経

営成績、キャッシュフロー、事業又は将来収益計画（併せて、以下「資産内容等」と総称する。）に

重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行おうとする場合には、事前に相手方と協議の上、これを行

うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、大阪市此花区西九条五丁目３番28号に本店を有するアタカ大機株式

会社（以下「丙」という。）との間で、平成25年11月28日付で両者間で締結する合併契約書に基づき、

甲を吸収合併存続会社、丙を吸収合併消滅会社とする吸収合併（本契約において「本合併」とい

う。）を行うことができるものとする。 

 

第７条（誓約事項） 

甲及び乙は、本契約締結後から本効力発生日までの間に、本契約に別途定めるものを除き、自己の資産内

容等に重大な影響を及ぼすおそれのある事象その他本株式交換の実行に重大な影響を及ぼすおそれのある

事象が判明又は発生した場合には、相手方に対して、速やかに書面によりその旨及び当該事象の内容を通

知しなければならないものとする。 

 

第８条（自己株式の消却） 

乙は、第５条第２項の規定に従って本契約についての株主総会の承認が得られた場合には、本効力発生日

の前日までに開催される乙の取締役会の決議に従い、本株式交換基準時の直前の時点において乙が保有し

ている自己株式（本株式交換に際して会社法第785条第１項の規定に基づいて行使される株式買取請求に

係る株式の買取りによって乙が取得する自己株式を含む。）の全部を、本株式交換基準時の直前の時点

（ただし、当該買取りがあった場合には、当該買取りの効力が生じた後に限る。）をもって消却する。 
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第９条（本契約の効力） 

本契約は、以下の各号に該当する場合には、その効力を失うものとする。 

(1) 甲において、会社法第796条第４項の規定に基づき株主総会の決議による本契約の承認が必要となっ

た場合において、本効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する株

主総会決議を行うことができなかったとき 

(2) 乙において、第５条第２項の規定に従って本契約についての株主総会の承認が得られなかった場合 

(3) 第10条に従い本契約が解除された場合 

(4) 法令（金融商品取引所規則を含む。）上、本株式交換に関して要求される関係官庁（金融商品取引所

を含む。）の承認等が得られないことが客観的に明らかとなった場合 

 

第10条（本契約の変更及び合意解除） 

甲及び乙は、本契約締結後から本効力発生日の前日までの間に、甲又は乙の何れかの資産内容等に重大な

影響を及ぼす事象その他本株式交換の実行に重大な影響を及ぼす事象が判明又は発生した場合には、協議

し合意の上、本契約の変更又は解除を行うことができるものとする。 

 

第11条（準拠法及び裁判管轄） 

１ 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。 

２ 本契約に関して甲及び乙の間に生じる一切の紛争の解決については、大阪地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。 

 

第12条（協議事項） 

本契約に規定のない事項、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、甲及び乙が誠

実に協議の上、これを解決するものとする。 

 

以上、本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

平成25年11月28日 

 

甲 大阪市住之江区南港北一丁目７番89号 

日立造船株式会社 

取締役社長 谷所  敬   

 

乙 大阪市大正区鶴町二丁目15番26号 

株式会社ニチゾウテック 

取締役社長 菱川 道生   
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３．交換対価の相当性に関する事項 

(1) 交換対価の総数及び割当ての相当性に関する事項 

① 交換対価の総数及び割当ての内容 

 日立造船は、本株式交換に際して、当社の普通株式１株につき、日立造船の普通株式0.82

株の割合をもって日立造船の普通株式を割り当てます。ただし、日立造船が保有する当社の

普通株式（平成25年11月28日現在3,960,850株）については、本株式交換による株式の割当

ては行いません。 

 その結果、本株式交換により割当て交付する日立造船の普通株式の総数は、2,062,717株

となる予定です。ただし、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会

の決議により、本株式交換による株式の割当てに係る基準時（以下「本株式交換基準時」と

いいます。）の直前の時点において当社が保有している自己株式（本株式交換に際して会社

法第785条第１項の規定に基づいて行使される株式買取請求に係る株式の買取りによって当

社が取得する自己株式を含みます。）の全部を、本株式交換基準時の直前の時点（ただし、

当該買取りがあった場合には、当該買取りの効力が生じた後の時点とします。）をもって消

却する予定であり、当社が本株式交換基準時の直前の時点までに保有することとなる自己株

式数等により、日立造船が交付する普通株式の総数は、今後修正される可能性があります。 

会社名 日立造船 
（株式交換完全親会社） 

当社 
（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当ての内容 1 0.82 

本株式交換により交付する株式数 日立造船普通株式：2,062,717株（予定） 

② 算定の基礎 

 本株式交換の株式交換比率の公正性を確保するため、日立造船及び当社がそれぞれ別個に

独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、日立造船は三菱UFJモ

ルガン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」といいま

す。）を、当社は野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、株式交換比率の

算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定いたしました。 

 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、日立造船及び当社の両社について、両社の株式が

金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価分析（平成25年11月

27日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部における日立造船株式及び東京証券取

引所市場第二部における当社株式のそれぞれの、算定基準日までの直近１か月間、３か月間

及び６か月間の各取引日における終値平均値を算定の基礎としております。）を、また比較

可能な上場類似企業が存在し、類似企業比較分析による株式価値の類推が可能であることか

ら類似企業比較分析を、加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウン

テッド・キャッシュ・フロー分析（以下「DCF分析」といいます。）を採用いたしました。 

 日立造船株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の株式交換比率の算定結果は、以下

のとおりとなります。 
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採用手法 株式交換比率の算定結果 

市場株価分析 0.61～0.64 

類似企業比較分析 0.76～1.27 

DCF分析 0.64～1.66 

 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、上記株式交換比率の算定に際し、両社から提供を

受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情

報等が、すべて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及

び完全性の検証を行っておりません。また、両社とそれらの関係会社の資産及び負債（簿外

資産及び負債、その他偶発債務を含みます。）に関して独自の評価・査定を行っておらず、

第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて両社の財務予測に関する情

報については、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作

成されたことを前提としております。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の算定は、平成25

年11月27日までの上記情報を反映したものであります。なお、三菱UFJモルガン・スタン

レー証券がDCF分析による算定の前提とした両社の利益計画において、大幅な増減益が見込

まれている事業年度はありません。 

 一方、野村證券は、日立造船については、同社が金融商品取引所に上場しており、市場株

価が存在することから、市場株価平均法を、また日立造船には比較可能な上場類似会社が複

数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、そ

れに加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するため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、それぞれ採用して算定を行いました。 

 当社については、当社が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから、

市場株価平均法を、また当社には比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較によ

る株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、それに加えて将来の事業活動の

状況を評価に反映するためDCF法を、それぞれ採用して算定を行いました。 

 日立造船株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の各算定方法の算定結果は、以下の

とおりです。 

採用手法 株式交換比率の算定結果 

市場株価平均法 0.609～0.643 

類似会社比較法 0.756～1.051 

DCF法 0.680～1.017 

 市場株価平均法では、日立造船については、算定基準日である平成25年11月27日を基準日

として、日立造船株式の東京証券取引所市場第一部における基準日の終値、平成25年11月21

日から基準日までの直近５営業日の終値単純平均値、平成25年10月28日から基準日までの直

近１か月間の終値単純平均値、平成25年８月28日から基準日までの直近３か月間の終値単純

平均値及び平成25年５月28日から基準日までの直近６か月間の終値単純平均値を用いて、当

社については、算定基準日である平成25年11月27日を基準日として、当社株式の東京証券取

引所市場第二部における基準日の終値、平成25年11月21日から基準日までの直近５営業日の
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終値単純平均値、平成25年10月28日から基準日までの直近１か月間の終値単純平均値、平成

25年８月28日から基準日までの直近３か月間の終値単純平均値及び平成25年５月28日から基

準日までの直近６か月間の終値単純平均値を用いて評価を行い、それらの結果を基に株式交

換比率のレンジを0.609～0.643として算定しております。 

 類似会社比較法では、両社の事業内容の類似性を考慮し、日立造船については株式会社タ

クマ、株式会社神鋼環境ソリューション、三菱重工業株式会社、川崎重工業株式会社、株式

会社ＩＨＩ、住友重機械工業株式会社及び三井造船株式会社を類似会社として、当社につい

ては新興プランテック株式会社、トーヨーカネツ株式会社、富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社及び田

辺工業株式会社を類似会社として選定した上、企業価値に対する償却前営業利益の倍率（以

下「EBITDAマルチプル」といいます。）、企業価値に対する営業利益の倍率及び時価総額に

対する修正純利益（経常利益に（１－法定実効税率）を乗じて算出）の倍率を用いて評価を

行い、それらの結果を基に株式交換比率のレンジを0.756～1.051として算定しております。 

 DCF法では、両社それぞれより提供された利益計画を基に、将来において創出すると見込

まれる本株式交換を前提とせずにそれぞれが事業を継続すると仮定した場合のフリー・

キャッシュ・フローを用いて企業価値や株式価値を評価しております。なお、割引率は、日

立造船については4.75％～5.25％を、当社については5.50％～6.00％を採用しており、また、

継続価値の算定にあたっては永久成長率法及びマルチプル法を採用し、永久成長率法では両

社共に永久成長率－0.25％～＋0.25％を採用し、マルチプル法では日立造船については

EBITDAマルチプル6.5倍～8.0倍、当社についてはEBITDAマルチプル3.5倍～4.5倍を採用して

評価を行い、それらの結果を基に株式交換比率のレンジを0.680～1.017として算定しており

ます。なお、野村證券がDCF法による算定の前提とした両社の利益計画において、大幅な増

減益が見込まれている事業年度はありません。 

 野村證券は、上記株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報、一般に公開

された情報等を使用し、それらの資料、情報等がすべて正確かつ完全なものであることを前

提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、両社と

その関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、個別の資産及び負債の分

析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査

定の依頼も行っておりません。野村證券の株式交換比率の算定は、平成25年11月27日現在ま

での情報及び経済条件を反映したものであり、両社の財務予測については、両社により現時

点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としてお

ります。 

③ 算定の経緯 

 日立造船及び当社は、それぞれ上記の第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の分

析結果及び助言を慎重に検討し、また、各社において両社の財務状況、業績動向、株価動向

等を勘案し、これらを踏まえ両社間で真摯に交渉・協議を行いました。その結果、両社は、

上記３．(1)①記載の株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであ

ると判断し、平成25年11月28日に開催された両社の取締役会にて本株式交換の株式交換比率

を決定し、同日、両社間で本株式交換契約を締結しました。 
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 なお、株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間

で協議の上変更することがあります。 

④ 算定機関との関係 

 三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券はいずれも、日立造船及び当社から独立

した算定機関であり、日立造船及び当社の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記

載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

(2) 交換対価として日立造船の普通株式を選択した理由 

 当社及び日立造船は、当社普通株式に係る本株式交換の対価として、株式交換完全親会社とな

る日立造船の普通株式を選択いたしました。 

 当社は、（ⅰ）日立造船の普通株式が東京証券取引所市場第一部に上場されており、引き続き

流動性を有するため、取引機会が確保されること、（ⅱ）当社の株主が日立造船の普通株式を対

価として受け取る場合には、本株式交換による当社の完全子会社化に伴う統合効果によって得ら

れる利益を当社の株主も享受することが可能であること等を考慮して、日立造船の普通株式を本

株式交換における交換対価として選択いたしました。 

 

(3) 親会社である日立造船以外の株主の利益を害さないように留意した事項 

① 公正性を担保するための措置 

 本株式交換の検討にあたって、日立造船は既に当社の発行済株式総数の61.9％（間接保有

分を含みます。）を保有していることから、本株式交換は、当社にとって支配株主との取引

等に該当し、公正性を担保する必要があると判断しました。 

 そのため、本株式交換における株式交換比率の公正性を担保する観点から、本株式交換の

実施にあたり、両社は上記３．(1)記載のとおり、それぞれ第三者算定機関に株式交換比率

の算定を依頼し、その算定結果を参考として、真摯に交渉・協議を行い、上記記載の合意し

た株式交換比率により本株式交換を行うことを、平成25年11月28日開催のそれぞれの取締役

会で決議しました。 

 なお、日立造船及び当社は、いずれも、各第三者算定機関から株式交換比率の公正性に関

する評価（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 また、本株式交換の法務アドバイザーとして、日立造船は西村あさひ法律事務所を、当社

は長島・大野・常松法律事務所を選任し、それぞれ本株式交換の諸手続を含む取締役会の意

思決定の方法・過程等について、法的な観点から助言を受けております。なお、西村あさひ

法律事務所及び長島・大野・常松法律事務所は、いずれも日立造船及び当社から独立してお

り、重要な利害関係を有しません。 

② 利益相反を回避するための措置 

 当社は日立造船の連結子会社に該当することから、利益相反を回避するため、以下のよう

な措置を講じております。 

 当社の取締役のうち、社外取締役である中村敦氏は日立造船の従業員を兼務しているため、

平成25年11月28日開催の当社の取締役会における本株式交換の審議及び決議には参加してお
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らず、当社の立場で日立造船との本株式交換の協議及び交渉にも参加しておりません。また、

当社の監査役のうち、社外監査役である宮崎寛氏は日立造船の従業員を兼務しているため、

平成25年11月28日開催の当社の本株式交換に係る取締役会の審議には参加しておらず、何ら

の意見表明も行っておらず、また、当社の立場で日立造船との本株式交換の協議及び交渉に

参加しておりません。なお、両氏を除き、いずれの当社の役員も、直近５年間において、日

立造船又はその関係会社（当社及びその子会社を除きます。）の役員又は従業員ではありま

せん。 

 当社の取締役会における本株式交換に関する議案は、当社の取締役６名のうち、上記中村

敦氏を除く５名の全員一致により承認可決されており、かつ、当社の監査役４名のうち、上

記宮崎寛氏を除く監査役３名が出席し、その全員が、本株式交換を行うことにつき異議がな

い旨の意見を述べております。 

 また、当社は、平成25年10月７日、本株式交換が当社の少数株主にとって不利益な条件の

下で行われることを可及的に防止するため、支配株主である日立造船との間で利害関係を有

しない独立した外部の有識者である渡辺徹氏（弁護士、北浜法律事務所・外国法共同事業）、

髙島志郎氏（弁護士、弁護士法人淀屋橋・山上合同）及び坂井俊介氏（公認会計士）の３名

によって構成される第三者委員会（以下「第三者委員会」といいます。）を設置し、本株式

交換を検討するにあたって、第三者委員会に対し、（ⅰ）本株式交換の目的が合理的か（本

株式交換が当社の企業価値の向上に資するかを含みます。）、（ⅱ）本株式交換における株

式交換比率の公正性が確保されているか、（ⅲ）本株式交換において公正な手続を通じて当

社の株主の利益に対する配慮がなされているか、及び（ⅳ）本株式交換を行うとの決議を当

社の取締役会が行うことが、当社の少数株主にとって不利益なものでないかについて、意見

を諮問しました。 

 第三者委員会は、平成25年10月７日から平成25年11月27日までに、会合を合計５回開催し

たほか、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行うなどして、上記諮問事項に関し、慎

重に検討を行いました。第三者委員会は、かかる検討にあたり、当社から、本株式交換の目

的、本株式交換に至る背景、当社の企業価値の内容、並びに株式交換比率を含む本株式交換

の諸条件の交渉経緯及び決定過程についての説明を受けており、また、野村證券から本株式

交換における株式交換比率の評価に関する説明を受けております。また、当社の法務アドバ

イザーである長島・大野・常松法律事務所からは、本株式交換に係る当社の取締役会の意思

決定の方法及び過程に関する説明を受けております。第三者委員会は、かかる経緯の下、こ

れらの説明、算定結果その他の検討資料を前提として、①上記（ⅰ）に関しては、本株式交

換は当社の企業価値の向上に資するものであり、本株式交換の目的は合理的であること、②

上記（ⅱ）に関しては、本株式交換における株式交換比率の公正性の確保について、不合

理・不自然な点は認められないこと、③上記（ⅲ）に関しては、公正な手続を通じて当社の

株主の利益に対する配慮がなされていること、及び④上記（ⅳ）に関しては、本株式交換を

行うとの決議を当社の取締役会が行うことが、当社の少数株主にとって特段不利益なもので

あると考える事情は認められないことを内容とする答申書を、平成25年11月28日付で、当社

の取締役会に対して提出しております。 



 

－  － 
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 当社は、以上の当社における取締役会決議の方法その他の利益相反を回避するための措置

に関して、当社の法務アドバイザーである長島・大野・常松法律事務所から法的助言を受け

ております。 

 

(4) 日立造船の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

 本株式交換の対価にはすべて日立造船が有する自己株式を充当するため、本株式交換に際して、

日立造船の資本金及び準備金の額は変動しません。この取扱いは、本株式交換後の日立造船の資

本政策その他の諸事情を総合的に考慮・検討し、法令の範囲内で決定したものであり、相当であ

ると考えております。 

 

４．交換対価について参考となるべき事項 

(1) 日立造船の定款の定め 

 同封の「株主総会参考書類（別冊）」をご参照ください。 

 

(2) 交換対価の換価の方法に関する事項 

 日立造船の普通株式は、東京証券取引所市場第一部において取引されております。また、日立

造船の普通株式は、全国の各証券会社などを通じてお取引いただけます。 

 

(3) 交換対価の市場価格に関する事項 

 本株式交換に当たって実施した市場価格分析の算定基準日（平成25年11月27日）までの１か月

間の東京証券取引所における日立造船の株価の終値平均は785円となっております。なお、日立

造船の株式の最新の市場価格等につきましては、東京証券取引所のウェブサイト 

（http：//www.tse.or.jp/）等でご覧いただけます。 

 

(4) 日立造船の貸借対照表 

 日立造船は金融商品取引法に基づき有価証券報告書を提出しておりますので、法令の定めによ

り、記載を省略いたします。 

 

５．本株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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６．計算書類等に関する事項 

(1) 日立造船についての最終事業年度（平成25年３月期）に係る計算書類等の内容 

 同封の「株主総会参考書類（別冊）」をご参照ください。 

 

(2) 日立造船についての最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 日立造船は、平成25年11月28日開催の取締役会において、日立造船を吸収合併存続会社とし、

アタカ大機株式会社（以下「アタカ大機」といいます。）を吸収合併消滅会社とする合併（以下

「本合併」といいます。）を行うことを決議し、同日、アタカ大機との間で、合併契約（以下

「本合併契約」といいます。）を締結しております。本合併の概要は、以下のとおりです。 

① 効力発生日 

 本合併は、日立造船については、会社法第796条第３項の規定に基づく簡易合併の手続に

より株主総会の承認を受けずに、アタカ大機については、平成26年２月12日開催予定の臨時

株主総会において本合併契約の承認を得た上で、平成26年４月１日を効力発生日として行わ

れる予定です。 

② 合併比率 

 アタカ大機の普通株式１株に対して、日立造船の普通株式0.66株が割当て交付されます。

なお、かかる合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、日立造

船とアタカ大機との間で協議の上変更されることがあります。 

③ 本合併により交付する株式数 

 本合併により日立造船の普通株式9,305,064株（予定）が割当て交付される予定ですが、

交付される日立造船の普通株式には、日立造船が保有する自己株式（平成25年10月31日現在

2,737,338株）のうち671,000株（予定）が充当され、残数については新たに普通株式が発行

される予定です。 

 

(3) 当社についての最終事業年度末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産

の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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第２号議案 定款一部変更の件 

１．変更の理由 

 本臨時株主総会において第１号議案「当社と日立造船株式会社との株式交換契約承認の件」が承

認可決され、本株式交換がその効力発生日（平成26年４月１日（予定））に効力を生ずると、その

日以降、当社の株主は日立造船株式会社のみとなります。 

 これに伴い、定時株主総会の議決権に係る基準日を予め当社の定款に定めておく必要性が失われ

ることから、現行定款第12条（定時株主総会の基準日）を削除するとともに、現行定款第13条以下

を１条ずつ繰り上げる等の所要の変更（以下「本定款変更」といいます。）を行うものです。 

 なお、本定款変更は、本臨時株主総会において第１号議案が原案どおり承認可決されること、並

びに平成26年３月30日の前日までに本株式交換が中止されていないこと及び本株式交換契約の効力

が失われていないことを条件として、平成26年３月30日にその効力を生じるものとします。 

 

２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。（現行定款中変更のない条文の記載は省略しておりま

す。） 
 （下線は変更部分を示しています。）

 
現 行 定 款 変 更 案 

（定時株主総会の基準日）  

第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年

３月31日とする。 

（削除） 

  

第13条 第12条 

        （条文省略）         （現行どおり） 

第31条 第30条 

  

（常勤監査役） （常勤監査役） 

第32条 常勤の監査役は、第33条に定める監査役会の決議

によって、監査役の中から選定する。 

第31条 常勤の監査役は、第32条に定める監査役会の決議

によって、監査役の中から選定する。 

  

第33条 第32条 

        （条文省略）         （現行どおり） 

第42条 第41条 

 



 

－  － 
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（ご参考） 

 平成26年３月期の期末配当につきましては、現行定款第40条に従い、平成26年３月31日の最終の

株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者の皆様に対して、当社からお支払いする予

定です。 

 なお、当該期末配当金につきましては、本株主総会参考書類作成日現在の当社配当予想は15円で

あり、今後、業績等の変動に基づき当該配当予想の修正が行われない限り、同額を配当する予定で

す。 

 

以 上 
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株式会社ニチゾウテック 

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 
 

会  場  大阪市大正区鶴町２丁目15番26号 

当社本社（ＮＴＩビル）６階会議室 

 

交  通  ・ＪＲ大阪駅から環状線で約15分 

ＪＲ大正駅下車 

・大正橋（大正駅前）バス停から鶴町４丁目行き市バスで約25分 

鶴町２丁目バス停または鶴町３丁目バス停で下車 

 

 

 

（ご照会先）株式会社ニチゾウテック 総務部 

〒551-0023 大阪市大正区鶴町２丁目15番26号 

電話 (06)6555-7050 




