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公開買付けの賛同に関するお知らせ 

   
当社は、平成 18年 2月 28日開催の臨時取締役会において、日本みらいキャピタル株
式会社（以下「日本みらい」といいます）がその運営等に関してアドバイザリー業務を

提供するファンドが100％出資するNMCファンド6有限会社による当社株式の公開買付
けについて、賛同の意を表明することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致

します。 
記 

１．公開買付者の概要 
（１） 商号 NMCファンド 6有限会社 
（２） 主な事業内容  

１． 次の事業を営む会社の株式及びこれに相当する事業を営む外国会

社の株式を取得、保有することによる当該会社の事業活動の支配並

びに管理 
① 石油及び瓦斯の燃焼器具並びに電気器具の仕入、製造並びに販売 
② 石油及び瓦斯の燃焼器具並びに電気器具の部品及び付属品その

他関連物品の仕入、製造並びに販売 
③ 石油、瓦斯及び電気以外のエネルギーを利用した暖房器具及び給

湯器具の仕入、製造並びに販売 
④ 生ゴミ処理機の仕入、製造並びに販売 
⑤ 住宅設備関連機器及び付属品その他関連物品の仕入、製造並びに

販売 
⑥ 上記商品のリース並びにレンタル 
⑦ 管工事業 
⑧ 内装工事業 
⑨ とび工事業 



⑩ 土木工事業 
⑪ 不動産の売買及び賃貸並びに斡旋に関する行為 
⑫ 前各号に附帯する一切の事業 

２． 前項各号の事業を営む会社に対し、必要な助言、斡旋その他の援助

を行うこと 
３． 前２項に関連する一切の業務 

（３） 設立年月日 平成 4年 6月 10日 
（４） 本店所在地 東京都千代田区三崎町三丁目 3番 23号 

（同所は本店所在地であり、実際の業務は下

記で行っております。） 
東京都港区虎ノ門五丁目 13番 1号 
（日本みらいキャピタル株式会社内） 

（５） 代表者 取締役 竹久 健 
（６） 資本の額 3,000,000円 
（７） 大株主及び持株比率 全出資口数（60口）を NMC-2002 L．P．（エ

ヌエムシー2002 リミテッド・パートナーシッ
プ）が保有  

（８） 当社との関係 資本関係、人的関係及び取引関係はございませ

ん 
 

２．当該公開買付けに関する意見の内容及び理由 
当社は、平成 18年 2月 28日開催の臨時取締役会において、本公開買付けについて賛

同の意を表明することを決議しております。 

  NMC2002 L.P.は、2002年10月にケイマン諸島法に基づき組成されたリミテッドパート

ナーシップ形式の投資ファンドで、日本みらいが運営のアドバイスを行っています。本

ファンドは、日本国内の機関投資家を中心とする投資家グループにより設立されたもの

で、特定の企業に属さない本邦系独立ファンドとして、対象事業の事業価値向上に積極

的に取り組んでおります。 

当社は、北海道・東北地方を中心に、石油暖房機器および温水システム機器の製造販

売に従事しております。主力事業である石油暖房機器市場はすでに成熟した市場であり、

当社では今後市場拡大が見込まれる温水システム機器への対応、環境問題やエネルギー

多様化に対応する開発型商品の開発等に注力してまいりましたが、日本みらいによる新

しい経営資源の投入を得ることで、これらの分野の推進の速度を上げるとともに、M&A
による他社買収や海外展開といった新たな取り組みが可能になると考えております。日

本みらいと当社が力を合わせ、事業構造の変革と事業拡大の施策を確実かつ迅速に推進

していくことで、当社の企業価値の向上に大きく貢献できるものと確信しております。 



なお、当社の株式は、東京証券取引所に上場されておりますが、本公開買付けの結果、

少数特定者持株数が株券上場廃止基準に抵触した場合には、当社の株式が上場廃止とな

る可能性があります。 
また、本公開買付けにあたり当社の筆頭株主である株式会社トーメンおよびトーメン

グループから同グループが保有する株式 5,360,000株（発行済株式数の約 67.00%）につ
いて本公開買付けに応募する旨の連絡を受けております。 

 
（ご参考） 

NMCファンド 6有限会社による当社株式の公開買付けの概要 
 
（１） 買付けを行う株券等の種類  普通株式 
（２） 公開買付期間  平成 18年 3月 1日（水曜日）から 
  平成 18年 3月 22日（水曜日）までの 22日  
（３） 買付価格  一株につき金 400円 
（４） 買付価格の算定の基礎  1株当たり 400円の買付価格は、当社に係る

財務・資産状況等に加え、将来収益、市場株

価及び株式の市場流動性（出来高、値付け率）

を総合的に勘案して決定されたものです。な

お、東京証券取引所が公表する平成 18 年 2
月 27日の当社普通株式の終値の 88.11％（1
円未満四捨五入）となります。 

（５） 買付予定株式数  5,360,000株 
（注）応募株券等の数の合計が買付予定数（5,360,000株）に満たないときは、応

募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の数の合計が買付予定

数を超えるときは、応募株券等の全部の買付けを行います。 
（６） 公開買付けによる所有株式数の異動 

買付前所有株式数     0株（所有比率 0.00％） 
買付後所有株式数 5,360,000株（所有比率 67.00％） 
（注）買付後所有株式数は、公開買付予定株式数 5,360,000株を買付けた場合の株
式数です。 
（注）所有株式の比率は、当社の発行済株式総数 8,000,000 株（平成 17 年 12 月

22日現在）を基準に算出しております。 
（７） 公開買付開始公告日  平成 18年 3月 1日（水曜日） 
（８） 公開買付代理人  新光証券株式会社             

以上 
 



(参考資料)                        平成 18年 2月 28日 

各 位 
会 社 名 Ｎ Ｍ Ｃ フ ァ ン ド ６ 有 限 会 社

代表者名 取 締 役 竹久 健 

問合せ先 広報担当 土井 孝子 

 (TEL 03－5425－1900 (代表))

 
 

公開買付けの開始に関するお知らせ 
 
 
当社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 18年 2月 28日、サンポット株式会社（銘
柄コード 3428東京証券取引所市場第二部、以下「対象者」といいます。）の株式を公開買付け
により取得することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

1. 公開買付けの目的 

公開買付者は、NMC2002 L.P.が出資口数の 100％を保有する有限会社です。NMC2002 

L.P.は、2002 年 10 月にケイマン諸島法に基づき組成されたリミテッドパートナーシップ

形式の投資ファンドで、NMC-2002 Limitedがジェネラルパートナーとしてその管理・運

営の業務を行っています。また、NMC2002 L.P の運営等に関しては、日本みらいキャピ

タル株式会社（以下「日本みらいキャピタル」といいます。）がアドバイザリー業務を提

供しております。NMC2002 L.P.は、日本国内の機関投資家を中心とする投資家グループ

により設立され、特定の企業に属さずに我が国で独立してファンド事業を営んでおります。 

本公開買付けは、公開買付者が対象者の発行済株式総数の 67.00％以上の取得を目的と

して実施するものです。 

対象者の筆頭株主である株式会社トーメン（以下「トーメン」といいます。）及び株式

会社トーメンエレクトロニクス（以下「トーメンエレクトロニクス」といいます。）は、

その所有する対象会社の株券等（トーメンにつき普通株式 5,231,000 株、トーメンエレク

トロニクスにつき普通株式 91,000株）全部を、それぞれ本公開買付けに応募し、トーメン

は、株式会社トーメックをしてその所有する対象会社の株券等（普通株式 28,000株）全部

を、株式会社トーメンテクノソリューションズをしてその所有する対象会社の株券等（普

通株式 10,000株）全部を（以下、株式会社トーメック及び株式会社トーメンテクノソリュ

ーションズを併せて「トーメン・グループ 2 社」といいます。）、それぞれ本公開買付け

に応募させることにつき同意しております。 

一方、対象者は、平成 18年 2月 28日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに

賛同の意を表明する旨決議しております。 

対象者は、1965年に関東ガス器具株式会社の石油器具部門が分離独立し、設立されて以

降、石油暖房機器および温水システム機器の製造販売等を行っており、現在では、北海道



・東北地方を中心に安全・安心を提供する高付加価値企業ブランドとして高い認知度を誇

っております。 

現在の対象者の新しい主力事業の一つである温水システム機器は、高気密・高断熱住宅

の普及、集合住宅の増加、リフォーム需要、高齢者向施設の増加等により高い注目を浴び

ております。更に、対象者は、ペレットストーブ（バークペレット（木の皮）を原料とし

たストーブ）、地中熱ヒートポンプ暖房システム等、地球環境に優しい暖房機器の開発を

地方自治体および大学研究施設と進めており、産官学連携した商品開発を行っております。 

公開買付者は、このような対象者の新しい事業分野をより一層成長・発展させ、対象者

の企業価値を向上させるためには、適切な経営資源の分配による商品開発力の向上とより

効果的なマーケティングが必要と考えております。そして、公開買付者は、有能な役員候

補の推薦・選任及び適切な人材の派遣等を行い、日本みらいキャピタルの経営ノウハウ等

を活かしながら現経営陣及び従業員とともに中長期的視野に基づき対象者の企業戦略を立

案・実行することにより、対象者の企業価値を向上させることを目的として、本公開買付

けを決定いたしました。 

なお、公開買付者は、本公開買付け後も対象者の株券の上場が維持されることが望まし

いと考えているものの、本公開買付けにおいては買付けを行う株券数に上限は設定されな

いため、本公開買付けの結果次第では対象者の株券が上場廃止となる可能性がございます。 

 
2. 公開買付けの概要 

(1) 対象者の概要 
① 商号 サンポット株式会社 
② 主な事業内容 石油暖房および温水機器製造販売 
③ 設立年月日 昭和 40年 4月 1日 
④ 本店所在地 岩手県花巻市北湯口第二地割 1番地 26 

（平成 18年 3月 1日付けで本店所在地を同所に移転）  
最寄りの連絡場所は、以下のとおりです。 
埼玉県新座市東北 2丁目 24番 3号（首都圏事務所） 

⑤ 代表者 代表取締役社長  坂内 孝三 
⑥ 資本の額 962,200千円（平成 17年 9月 30日現在） 
⑦  大株主構成及び持株比率 （平成 17年 9月 30日現在） 

㈱トーメン 65.38％ 
サンポット取引先持株会 5.40％ 
サンポット従業員持株会 3.95％ 
北燃商事㈱ 1.37％ 
㈱トーメンエレクトロニクス 1.13 %  

⑧  当社との関係 
資本関係 該当事項はありません。 
人的関係 該当事項はありません。 
取引関係 該当事項はありません。  

 
(2) 買付けを行う株券等の種類 

普通株式 



(3) 公開買付期間 
平成 18年 3月 1日(水曜日)から平成 18年 3月 22日(水曜日)までの 22日間 

(4) 買付価格 
１株につき金 400円 

(5) 買付価格の算定の基礎 
1 株当たり 400 円の買付価格は、対象者に係る財務・資産状況等に加え、将来収益、

市場株価及び株式の市場流動性（出来高、値付け率）を総合的に勘案して決定され

たものです。なお、東京証券取引所が公表する平成 18 年 2 月 27 日の対象者普通株

式の終値の 88.11％（1円未満四捨五入）となります。 

(6) 買付予定株式数  5,360,000株 
（注１） 応募株券等の数の合計が買付予定数（5,360,000 株）に満たないときは、応募株券

等の全部の買付けを行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数を超えるとき

は、応募株券等の全部の買付けを行います。 
（注２） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。ただし、応募に際

しては株券を提出する必要があります。（株券が公開買付代理人を通じて株式会社証

券保管振替機構により保管されている場合は、株券の提出は必要ありません。） 

(7) 公開買付けによる所有株式数の異動 
買付前所有株式数 0株 （所有比率  0.00％） 
買付後所有株式数 5,360,000株 （所有比率 67.00％） 
（注１） 買付後所有株式数は、買付予定株式数 5,360,000株を買付けた場合の株式数

です。 
（注２） 所有比率は対象者の発行済株式総数 8,000,000株（平成 17年 12月 22日現

在）を基準に算出しております。 

(8) 公開買付開始公告日 
平成 18年 3月 1日（水曜日） 

(9) 公開買付代理人 
新光証券株式会社 

(10) 買付けに要する資金 
約 21億円 
（注）買付価格で買付予定株式数を買付けた場合の見積もり額です。 
 

3. 対象者との公開買付けに関する合意 
対象者取締役会において、本公開買付けについて賛同の意を表する決議がなされており

ます。 
 

以上 
 
 
 


