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公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年５月 22 日より、株式会社テン コーポレーション（コード番号 2727、

以下「対象者」）株式の公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施して参りましたが、本

公開買付けが平成 18 年 6 月 12 日をもって終了いたしましたので、その結果等につき下記

の通りお知らせいたします。また、本公開買付けの結果、対象者の定時株主総会で新取締

役候補が選任された場合、対象者は新たに当社の実質支配力基準に基づく連結子会社とな

る見込みですので併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．公開買付けの結果 

１．公開買付けの概要（平成 18 年５月 19 日公表） 

(1) 対象者の名称 株式会社テン コーポレーション 

(2) 買付けを行った株券等の種類 普通株式 

(3) 公開買付期間 平成 18 年５月 22 日（月曜日）から 

 平成 18 年６月 12 日（月曜日）まで（22 日間） 

(4) 買付価格 1 株につき 550,000 円 

 

２．公開買付けの結果 

(1) 応募の状況 

 買付予定株式数  467 株 

 応募株式の総数  897 株 

 買付株式の総数  897 株 

(2) 公開買付けの成否 

 応募株券の総数（897 株）が買付予定株式数（467 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、応募株券の全株の買付

けを行います。 



応募株主総数 応募株式総数 買付株式総数 返還する株式総数 

19 件 897 株 897 株 0 株

 

(3) あん分比例方式により買付けを行う場合の計算方法 

該当事項はありません。 

(4) 買付け実施後の所有株式数および所有割合 

買付け前所有株式数         2,317 株（所有割合  33.29％） 

買付け後所有株式数         3,214 株（所有割合  46.18％） 

（注）所有割合は、平成 18 年 3 月 31 日現在の、対象者の総議決権の数（6,960

個）を基準に算出し、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

(5) 買付けに要する資金 

537 百万円 

 

３．決済の方法及び開始日 

(1) 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称および本店の所在地 

みずほインベスターズ証券株式会社 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目 13 番 16 号 

(2) 決済の開始日 

平成 18 年６月 19 日（月曜日） 

(3) 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株

主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付

けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外

国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、

みずほインベスターズ証券株式会社から応募株主等（外国人株主の場合はその

常任代理人）の指定した場所へ送金するか、応募受付けをしたみずほインベス

ターズ証券株式会社の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

４．公開買付報告書の写しを閲覧に供する場所 

   ロイヤルホールディングス株式会社 東京本部 

   東京都世田谷区桜新町一丁目 34 番６号 

   株式会社ジャスダック証券取引所 

   東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号 

 

 

 



Ⅱ．子会社の異動 

１．異動の理由 

本公開買付けの結果、当社は対象会社の議決権の 46.18％を保有することになり、

対象者の定時株主総会で新取締役候補が選任された場合、対象者は新たに当社の

実質支配力基準に基づく連結子会社となる見込みです。 

 

２．異動する子会社（株式会社テン コーポレーション）の概要 

(1) 商 号 株式会社テン コーポレーション 

(2) 代 表 者 代表取締役社長  岩下 善夫 

(3) 所 在 地 東京都台東区浅草一丁目 10 番２号 

(4) 設 立 年 月 日 平成元年４月 20 日 

(5) 主な事業の内容 天丼・天ぷらを中心とした飲食店「てんや」の多店舗経営 

(6) 決 算 期 ３月 

(7) 従 業 員 数 239 名（平成 17 年９月 30 日現在、臨時雇用者数を除く） 

(8) 主 な 事 業 所 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県 

(9) 資 本 金 433,800 千円 （平成 17 年９月 30 日現在） 

(10) 発行済株式総数 6,690 株 

(11) 大株主構成および所有割合（平成 17 年９月 30 日現在） 

ロイヤルホールディングス株式会社 33.29%

日清オイリオグループ株式会社 20.11%

丸紅株式会社 17.28%

岩下 善夫 6.03%

テン コーポレーション従業員持株会 4.05%

（注）上記は、対象者が平成17年12月22日に提出した第17期中半期報告書より引用して

おります。 

(12)最近事業年度における業績の動向  

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期

売上高（千円） 9,489,801 9,584,878

売上総利益（千円） 6,433,992 6,666,938

営業利益（千円） 8,025 315,287

経常利益又は経常損失（△）（千円） △43,869 277,093

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △244,081 62,794

総資産（千円） 6,094,663 5,747,423

純資産（千円） 872,653 901,104

1 株当たり配当金（円） 5,000 5,000

（注）平成 18 年３月期の 1株当たり配当金は利益処分案に基づくものです。 



Ⅲ．今後の見通し 

本公開買付けの結果、対象者の定時株主総会で新取締役候補が選任された場合、対

象者は当社の実質支配力基準に基づく連結子会社となる見込みですが、当社の平成18

年12月期の業績に与える影響は軽微です。 

 

以上 


