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刈田直文

セイノーホールディングス(株)との共同投資による
関東運輸(株)の株式取得について
株式会社刈田・アンド・カンパニー（以下「K&C」）は、株式会社日本政策投資銀行（東
京都千代田区、代表取締役社長：橋本徹）を単独の LP とし、K&C が運営する投資事業有
限責任組合と、セイノーホールディングス株式会社（岐阜県大垣市、代表取締役社長：田
口義隆、以下「セイノー」
）との折半出資による投資目的会社を通じて、ポラリス・キャピ
タル・グループ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：木村雄治）が運営するファ
ンドより、関東運輸株式会社（群馬県前橋市、以下「関東運輸」）の全株式を取得すること
に合意し、本日付けで株式譲渡契約を締結致しました。

関東運輸は、北関東を発祥として、全国展開に向けて事業規模を積極的に拡充している
チルド輸送事業者であり、特に温度管理等が難しいとされるチルド温度帯の輸送技術にお
いて競争力あるノウハウを有する企業です。
セイノーは「カンガルー便」で知られる日本を代表する特別積合せ貨物運送事業者であ
り、常温物流を主体に全国有数のネットワークを構築しています。

関東運輸に対しては、セイノーとの間で、顧客ネットワーク、人材調達、購買、輸送幹
線インフラ等に係るシナジーを持続的に実現させることで、全国規模の体制構築を加速す
る枠組みを提供すること。
一方でセイノーグループに対しては、本件により「３温度帯」での物流・商流プラット
フォームを具備すると共に、全国規模のチルド輸送事業に本格参入する機会を提供するこ
と。併せて、LBO スキームを活用することで財務効率の良い投資手法を整備することが、
K&C の役割であると認識しております。

[本件に関するお問い合わせ先]
株式会社刈田・アンド・カンパニー
〒107-0052 東京都港区赤坂９－７－２ 東京ミッドタウンレジデンシィズ
取締役代表パートナー 細井 博 TEL03-6413-0865 e-mail: inquiry@karitacompany.com
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Share Acquisition of Kanto-Unyu Co., Ltd. in a
Joint Investment with Seino Holdings Co., Ltd.
Karita and Company, Inc. (hereinafter referred to as “K&C”) and Seino Holdings Co.,
Ltd. (hereinafter referred to as “Seino”, Ogaki City, Gifu, President and COO, Yoshitaka
Taguchi) have established an agreement to acquire all shares in Kanto-Unyu Co., Ltd.
(Maebashi City, Gunma, hereinafter referred to as “Kanto-Unyu”) from a fund managed
by Polaris Capital Group Co., Ltd. (Chiyoda-ku, Tokyo, President and CEO, Yuji
Kimura).
K&C, as the GP, has set up a new fund for the deal with a commitment by the
Development Bank of Japan Inc. (Chiyoda-ku, Tokyo, President and CEO, Toru
Hashimoto) as the single LP. The acquisition will be executed through a special purpose
company owned fifty-fifty between the fund and Seino. Therefore, the three parties have
signed off a share transfer agreement as of today.
Founded in North Kanto, Kanto-Unyu is a company proactively expanding its chilled
transportation business to a nationwide scale by leveraging its competitive strength in
chilled transportation technology, one of the challenging areas in temperature
management, etc.
Seino is a leading consolidated route delivery operator in Japan, well known for
its ”Kangaroo-Bin”, and has a top-class network centered around ambient logistics.
We believe that K&C’s roles are the following:
For Kanto-Unyu, to realize sustainable synergies with Seino in areas such as customer
network, personnel hiring, procurement, and mainline transportation infrastructure, in
order to build a framework in which Kanto-Unyu can accelerate the structuring of a
nationwide organization.
For Seino Group, to realize a physical distribution/commercial channel platform in all
“three temperature zones” and to capture the opportunity to enter the chilled
transportation business on a national scale. Another role is to provide Seino a
financially efficient investment method through the use of the LBO scheme.
Please send your inquiries to:
Hiroshi Hosoi, Director & Representative Partner, Karita and Company, Inc.
Tokyo Midtown Residences, Akasaka 9-7-2, Minato-ku, Tokyo 107-0052
TEL: 03-6413-0865 e-mail: inquiry@karitacompany.com

