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プレスリリース

平成２４年１０月１６日

オー・エイチ・ティー株式会社株式に対する公開買付けの結果について

株式会社ひろしまイノベーション推進機構は，運用する投資事業組合においてオー・エイチ・
ティー株式会社の普通株式を対象とする公開買付けを実施し，３４６株を新たに取得することと
なりました。
このたびの公開買付けにより，同社に対しては，既に実施した２億４,０００万円の第三者割
当増資の引受けと合わせて，合計９億３,２００万円の投資を実行することとなります。
オー・エイチ・ティー株式会社は，ガラス基板やプリント基板を検査対象とする特殊な非接触
センサーを用いた非接触電気検査装置メーカーで，非接触電気検査装置の技術を更に深化させる
とともに，東アジア市場での拡販やＬＥＤ検査事業など新たな事業展開にも取り組んでいます。
ひろしまイノベーション推進機構は，同社に対して資金供給とともに役職員を派遣するなどし
て経営面におけるサポートも実施しており，広島県のグローバル・ニッチ企業である同社の更な
る成長と革新性ある事業展開を後押ししています。

株式会社ひろしまイノベーション推進機構（広島県広島市，代表取締役 山下尊弘，以下「当
社」
）は，別紙「オー・エイチ・ティー株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知ら
せ」のとおり，本年４月９日付けで投資決定を発表したオー・エイチ・ティー株式会社（広島県
福山市，代表取締役 江島貴志，以下「ＯＨＴ」
）の普通株式を対象として，当社が運用する投
資事業組合において金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号。その後の改正を含みます。）に
基づく公開買付けを実施し，８月３０日から１０月１５日までの買付期間中に応募のあった同社
株主より，買付予定数３６９株に対し同社自己株式１９８株を含む計３４６株を取得することと
なりました。
当社が運用する投資事業組合においては，ＯＨＴに対して投資実行の第一段階として４月２７
日付けで２億４,０００万円（１２０株）の第三者割当増資の引受けを行っており，このたび第
二段階として実施した公開買付けにより，合計で９億３,２００万円（４６６株，同社発行済み
株式の８３．８１％）の投資を実行することとなります。

ＯＨＴは，広島県福山市に本社を置き，フラットパネルディスプレイに用いられるガラス基板
や，各種電気機器類に組み込まれるプリント基板を検査対象とする，特殊な非接触センサーを用
いた電気検査装置を製造・販売している企業で，非接触電気検査装置の技術を更に深化させると
ともに，東アジア市場での拡販やＬＥＤ検査事業など新たな事業展開にも取り組んでいます。

当社は，ひろしまイノベーション・ファンドⅠ及びひろしまイノベーション・ファンドⅡを通じ

て第三者割当増資及び公開買付けにより必要資金をＯＨＴに供給するとともに，当社役職員を派
遣するなどして事業戦略実行，経営管理の強化及び海外展開などのサポートを行っており，広島県
のグローバル・ニッチ企業であるＯＨＴの更なる成長と革新性ある事業展開を後押ししております。

＜オー・エイチ・ティー株式会社の概要＞
【本社所在地】広島県福山市神辺町字西中条１１１８番地の１
【代 表

者】代表取締役社長

江島

貴志（えしま

たかし）

【設

立】平成６年６月１５日

【資 本

金】４億２,０００万円

【売 上

高】３１億７,５００万円（連結）
［平成２４年４月期］

【従 業 員 数】７７名（単体），２１７名（連結）［平成２４年４月末現在］
【事 業 内 容】各種電気検査装置の企画・開発・製造・販売
【主 要 製 品】非接触検査装置／各種機能検査装置／
プリント基板用検査装置／液晶パネル用検査装置／半導体検査装置
【関 連 会 社】［国内］ エスジーテック株式会社（広島県福山市）
日本電針株式会社（埼玉県）
［海外］ 卓超高科技電子(上海)有限公司（中国）
奥輝光電子(蘇州)有限公司（中国）
唯一高科技股有限公司（台湾）
OHT Technical Service(Thailand) Co., Ltd.（タイ）
【Ｕ Ｒ

Ｌ】http://www.oht-inc.co.jp/index.html

＜ひろしまイノベーション・ファンドについて＞
「ひろしまイノベーション・ファンド」は当

＜当社概要＞
【商 号】株式会社ひろしまイノベーション推進機構

社が運用する投資事業有限責任組合で，広島県

【代表者】山下 尊弘（やました たかひろ）

等の出資による４０億円規模の「ひろしまイノ

【資本金】５,０００万円（資本準備金５,０００万円）

ベーション・ファンドⅠ」と民間からの出資を

【設立日】平成２３年５月２４日

中心とする６５億円規模の「ひろしまイノベー

【事業内容】投資事業有限責任組合（ひろしまイノ

ション・ファンドⅡ」とを合わせて１００億円
超のファンドとして投資を行います。

ベーション・ファンド）の管理運用
【ＵＲＬ】http://www.hinet.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞
㈱ひろしまイノベーション推進機構
TEL 082-545-2865

企画管理グループ

FAX 082-545-2866

平賀（ひらが）

E-mail t-hiraga@hinet.co.jp

平成 24 年 10 月 16 日
各

位

ＨＩＦ－Ａ投資事業組合
組合員 ひろしまイノベーション推進第１号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 株式会社ひろしまイノベーション推進機構
代表取締役 山下 尊弘
組合員 ひろしまイノベーション推進第２号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 株式会社ひろしまイノベーション推進機構
代表取締役 山下 尊弘

オー・エイチ・ティー株式会社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

ＨＩＦ－Ａ投資事業組合（以下「公開買付者」といいます。
）は、オー・エイチ・ティー株式会社（以下「対象者」といい
ます。
）普通株式を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
）に基づく公
開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得することとし、平成 24 年８月 30 日より本公開買付けを実施して
おりましたが、下記のとおり、本公開買付けが平成 24 年 10 月 15 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．買付け等の概要
（１）公開買付者の名称及び所在地
① 名称
ＨＩＦ－Ａ投資事業組合
組合員 ひろしまイノベーション推進第１号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 株式会社ひろしまイノベーション推進機構
組合員 ひろしまイノベーション推進第２号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 株式会社ひろしまイノベーション推進機構
② 所在地
広島市中区袋町３番 17 号
（２）対象者の名称
オー・エイチ・ティー株式会社
（３）買付予定の株券等の数
買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

369（株）

198（株）

－（株）

（注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限（198株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
応募株券等の総数が買付予定数の下限（198株）以上のときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（注２）買付予定数の下限は、対象者が平成24年７月31日に提出した第18期有価証券報告書に記載された、対象者が平成24
年４月30日現在保有する自己株式数と同数の株式数です（なお、対象者によれば、平成24年８月29日現在まで対象
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者が保有する自己株式数に変動はないとのことです。）。なお、対象者は、平成24年８月29日に開催された取締役
会において、対象者の保有する自己株式198株（平成24年８月29日現在）全てについて、本公開買付けに応募する旨
の決議をしております。
（注３）本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数（以下「最大買付数」といいます。）は、436
株となります。これは、対象者が平成24年７月31日に提出した第18期有価証券報告書に記載された平成24年４月30
日現在の対象者の発行済株式総数（556株）から、平成24年８月29日現在において公開買付者が保有する対象者株式
の数（120株）を控除した株式数です。なお、公開買付者は、対象者の代表取締役である江島貴志氏（以下「江島
氏」といいます。
）との間で覚書を締結し、江島氏が保有する対象者株式の全部又は一部について、公開買付者が別
途要請しない限り、本公開買付けに対して応募しないことを約しており、公開買付者はかかる要請を行わないこと
を決定していることから、上記「買付予定数」の欄には、最大買付数（436株）から江島氏保有の対象者株式の数
（67株）を控除した株式数を記載しております。
（４）買付け等の期間
① 届出当初の買付け等の期間
平成 24 年８月 30 日（木曜日）から平成 24 年 10 月 15 日（月曜日）まで（31 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（５）買付け等の価格
普通株式１株につき金 2,000,000 円
２．買付け等の結果
（１）公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（198 株）に満たないときは、応募株券等の全部の
買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（346 株）が買付予定数の下限（198 株）以上
となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項に基づき、金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第
９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省令第 38 号。その後
の改正を含みます。)第 30 条の２に規定する方法により、平成 24 年 10 月 16 日に、報道機関に公表いたしました。
（３）買付け等を行った株券等の数
株券等の種類

株式に換算した応募数

株券

346（株）

株式に換算した買付数
346（株）

新株予約権証券

－

－

新株予約権付社債券

－

－

－

－

－

－

346

346

株券等信託受益証券（
株券等預託証券（

）
）

合計
（潜在株券等の数の合計）

－
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（－）

（４）買付け等による株券等所有割合の異動
買付け等前における公開買付者の

120 個

所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の

77 個

所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の

466 個

所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の

67 個

所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主等の議決権の数

（買付け等前における株券等所有割合
21.58％）
（買付け等前における株券等所有割合
13.85％）
（買付け等後における株券等所有割合
83.81％）
（買付け等後における株券等所有割合
12.05％）

358 個

（注１）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成24年７月31日に提出した第18期有価証券報告書に記載された
平成24年４月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、対象者の保有する自己株式も
買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割
合」の計算においては、対象者が平成24年７月31日に提出した第18期有価証券報告書に記載された平成24年４月30
日現在の対象者の保有する自己株式（198株）分の議決権を加算した議決権の数（556個）を分母としております。
（注２）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨
五入しております。
（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。
（６）決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
② 決済の開始日

平成 24 年 10 月 22 日（月曜日）

③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合にはその常任
代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主等の場合にはその常
任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合にはその常
任代理人）の指定した場所へ送金します。
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針及び今後の見通しについては、平成 24 年８月 29 日公表の「オー・エイチ・ティー株式会社株式に
対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更ございません。
４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
ＨＩＦ－Ａ投資事業組合 広島市中区袋町３番 17 号
以 上
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