
 

                             平成 18年 9月 20日 
各      位 
 会社名 株式会社 江 戸 沢 
 代表者名 代表取締役社長 越野健太郎 
 （コード番号 7428・東証第 2部） 
 問合せ先 経理部長  朝倉 真 
 （TEL．  054－283－1884  ） 
 

公開買付けに関する意見表明について 
  
当社は、平成 18年 9月 20日開催の取締役会において株式会社ジー・テイストによる当社株式

の公開買付けに関しまして、下記の通り中立の立場を取ることを決議いたしましたので、お知ら

せいたします。 
記 

 
１．公開買付者の概要  
（1）商号 株式会社 ジー･テイスト   
（2）主な事業内容 回転寿司、居酒屋のチェーン店経営 
（3）設立年月日 昭和 34年 11月 25日  
（4）本店所在地 宮城県仙台市若林区大和町 5-33-18  
（5）代表者 代表取締役社長 稲吉史泰 
（6）資本の額 8億 9,712万円 
（7）大株主構成及び持株比率 株式会社ジー・コミュニケーション 6,632千株（53.41％） 

（平成 18年 3月 31日現在） 江川進興 694千株（5.59％） 
 ジー･テイスト取引先持株会 440千株（3.54％）他 

（8）当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係のいずれもございません。 
 
２．当該公開買付けに関する意見の内容及び理由 
当該公開買付けが実現した場合、株式会社ジー･テイストは当社株式の 56.7％を取得すること
となります。多様な外食業態を展開する同社ならびに同社グループとの間に資本関係が生じるこ

とにより、一定のシナジー効果の発現が期待されますが、現時点においては、当社と株式会社ジ

ー･テイストとの間で公開買付け終了後の具体的な事業運営について協議が整っている状況では

ありません。斯様な状況に加え、当該公開買付けに係る各条件・状況を総合的に勘案し、当社取

締役会としては、中立の立場を取りたいと存じます。 
 

以上 



 

【ご参考】公開買付者リリース 

 

平成18年9月19日 

各      位 

会社名 株式会社 ジー・テイスト 

代表者名 代表取締役社長 稲吉 史泰 

 （JASDAQ・コード 2694 ） 

問い合わせ先  

役職・氏名 取締役管理本部長 川上 一郎 

TEL. 022 － 237 － 5566 

 

 

公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

当社は、平成18年9月19日開催の取締役会において、株式会社江戸沢（コード番号：7428  東京証券取

引所市場第二部、以下「対象者」といいます。）株式を公開買付けにより取得することを決議いたしました

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 

当社は、「食の楽しさと生活の豊かさに貢献します」を経営理念とし、回転寿司の「仙台平

禄」、郊外型ダイニングレストランの「とりあえず吾平」、立寿司の「仙台下駄や」等の外食

事業を直営及び FCを合わせ 206店舗展開しております。 

また、当社では、直営や FCでの新店舗の開発を積極的に行っておりますが、平成 17年 8月

に「とりあえず吾平」事業の営業譲受を行う等、M&A による拡大も積極的に取り組んでおり

ます。 

一方、対象者は、ちゃんこ鍋を中心とする和食レストラン「相撲茶屋 ちゃんこ江戸沢」及び

アジア料理を中心とするバイキングレストラン「ラストサイゴン」等のチェーン展開を行って

おります。 

当社と対象者は、グループ化によって、外食事業の業態ラインアップの拡充や当社の FC 事

業のノウハウの活用等、様々なシナジー効果を発揮でき、当社及び対象者の企業価値の増大が

図れるものと考えております。 

具体的には、当社の事業展開エリアにおいて対象者の展開する「相撲茶屋 ちゃんこ江戸沢」

を新たに出店することや、両社の不採算店をその立地に応じて互いの持つブランドに転換する

ことによって不採算店の収益店化が可能になるものと考えております。また、当社の FC 加盟



 

店に対し、対象者の展開ブランドを拡大していくことも将来的には可能と考えております。 

本公開買付けにおいては、対象者の筆頭株主である投資事業組合ジャパン・リカバリー・フ

ァンドⅡが保有する対象者株式 6,229,570株（発行済株式総数の 56.7%、普通株式 1,849,070株、

A種後配株式 4,380,500株）について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

対象者は、現在、株式会社東京証券取引所市場第二部に株式を上場しておりますが、当社と

いたしましては、今後も引き続き上場を維持していく方針です。 

 

2． 公開買付けの概要 

（１） 対象者の概要 

① 商 号 株式会社 江戸沢 

② 主な事業内容 ちゃんこ料理およびアジア料理を中心とするバイキングレストランの 

 チェーン展開 

③ 設 立 年 月 日 昭和49年2月14日 

④ 本 店 所 在 地 静岡県静岡市駿河区中田二丁目１番6号村上石田街道ビル6階 

⑤ 代 表 者 代表取締役社長 越野  健太郎 

⑥ 資 本 の 額 27億9,592万5,146円 

⑦ 大株主構成及び持株比率（平成17年12月31日現在） 
ジャパン・リカバリー・ファンドⅡ 6,229千株 56.7% 
（内 A種後配株式） （4,380千株） （39.9%） 
江戸沢会 180千株 1.6% 
株式会社りそな銀行 127千株 1.2% 
住友信託銀行株式会社 121千株 1.1% 
藤田 千之 88千株 0.8% 
商工組合中央金庫 84千株 0.8% 
江戸沢従業員持株会 49千株 0.5% 
亀田 信男 49千株 0.4% 
シービーエヌワイ デイエフエイ  
インターナショナル キャップ  48千株 0.4% 
バリュー ポートフォリオ 
宮本 圭一 43千株 0.4% 
（内 A種後配株式） （43千株） (0.4%) 

（注）上記は、対象者が平成18年3月27日に提出した有価証券報告書より引用しています。 
 

⑧ 当社との関係 

取引関係 

該当事項はありません。 



 

人的関係 

該当事項はありません。 

資本関係 

該当事項はありません。 

 

（2） 買付けを行う株券等の種類 

普通株式及びA種後配株式 

 

（3） 公開買付期間 

平成18年9月20日（水曜日）～平成18年10月１０日（火曜日）まで21日間 

 

（4） 買付価格 普通株式 1株につき、230円 

    A種後配株式 1株につき、230円 

 

（5） 買付価格の算定の基礎 

買付価格は、対象者に係る財務・資産・経営状況等に加え、将来収益、市場株価及び株式

の市場での出来高等を総合的に勘案して決定されたものです。 

 

（6） 買付予定株式総数 6,229,570株 

買付予定株式数 6,229,570株 

超過予定株式数 0株 
 (注１)応募株券等の総数が買付予定数（6,229,570株）に満たない場合は、応募株券等の全部の
買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数（6,229,570株）を超える場合は、その
超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32
条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行ないま
す。 

(注２)対象者の第34期有価証券報告書（平成18年3月27日提出）によると、平成18年3月27日現在
の発行済株式数は、普通株式6,537,726株、A種後配株式4,445,000株となっております。 

(注３)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（単元未満株式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、株券を提出する必要はありません。） 

(注４)対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 

 

（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  0.0％、議決権保有割合  0.00％） 

買付後所有株式数   6,229,570株（所有比率 56.7％、議決権保有割合 57.07％） 

（注1）買付後の所有株式数6,229,570株は買付予定株式数6,229,570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数10,982,726株（普通株式6,537,726株、A種後配株式

4,445,000株）（平成18年3月27日現在）を基準に算出し、小数点以下2桁を四捨五入し小数



 

点以下1桁までを記載しております。 

（注3）議決権保有割合は、対象者の平成18年3月27日提出の第34期有価証券報告書に記載さ

れた総株主数の議決権の数21,830個を基準に算出し、小数点以下2桁を四捨五入し小数

点以下1桁までを記載しております。 

 

（8） 公開買付開始公告日 平成18年9月20日（水曜日） 

     （注）  日本経済新聞において電子公告を行った旨を掲載いたします。 

          電子公告アドレス  https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm 

 

（9） 公開買付代理人 アルバース証券株式会社 

東京都渋谷区渋谷3丁目29番24号 

 

（10） 買付けに要する資金 1,432,801,100円 

    （注1）買付価格で買付予定株数を買付けた場合の買付代金の総額です。 

    （注2）上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料、本公開買付けに関する新聞公告及び

公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用、その他公開買付代理人に支払

われる諸経費及び弁護士報酬等、ならびに消費税等は含まれて下りません。 

 

（11） 決済の開始日 平成18年10月１６日（月曜日） 

 

3． 対象者との公開買付けに関する合意 

  該当事項はありません。 

 

4． 今後の見通し 

本公開買付けが実現した場合、対象者は当社の連結子会社となる予定であります。なお、これ

に伴う今期事業計画及び業績見通しは現在策定中であります。 

以上 

 


