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                                  平成 19年 2月 20日 
各  位  
 

会 社 名 サ ン ポ ッ ト 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 坂内孝三 

                     コード番号 ３ ４ ２ ８ 
           東証第二部 

                                             問合わせ先 専務取締役 岡本隼六 
電  話 048-470-7760       

 
公開買付けの賛同に関するお知らせ 

   
当社は、平成 19年 2月 20日開催の取締役会において、株式会社長府製作所（以下、
長府製作所と言います）による当社株式の公開買付け（以下、本公開買付けと言います）

について、以下の理由から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。 
なお、本公開買付けに賛同する決議は、買付け者が本公開買付けにより当社の自己株

式を除く全ての当社株式を取得できなかった場合、当社を完全子会社とする株式交換を

行うことを予定していること、及び本公開買付けの結果次第では当社の株式が上場廃止

となる可能性があることを前提としております。また、当社の筆頭株主であるＮＭＣフ

ァンド６有限会社から、現時点において同社が保有する株式 5,360,000株について本公開
買付けに応募することを同意している旨の連絡を受けております。 

 
記 

 
１．公開買付者の概要 

（１） 商号 株式会社長府製作所 
（２） 主な事業内容 住宅機器等の製造および販売 
（３） 設立年月日 昭和 29年 7月 1日 
（４） 本店所在地 山口県下関市長府扇町 2番 1号 
（５） 代表者 代表取締役社長 川上 康男 
（６） 資本の額 70億円 
（７） 大株主及び持株比率  

長府物産㈱            11.99% 
㈱長府精機            11.39% 
㈱長府共済会            8.82% 
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ステートストリートバンク アンド  7.41% 
トラストカンパニー 
㈱山口銀行             4.93% 
㈱西日本シティ銀行         4.92% 

（８） 当社との関係 資本関係、人的関係はありません。 
当社は長府製作所に石油暖房機等を販売し、当

社は長府製作所から石油給湯器等を仕入れて

おります。 
関連当事者への該当状況については該当事項

ありません。 
 

２．当該公開買付けに関する意見の内容及び理由 
 
[意見の内容] 
当社は、平成 19年 2月 20日開催の取締役会において、長府製作所による本公開買

付けについて、以下の理由から賛同の意を表明することを決議いたしました。 
 
本公開買付けの買付け価格 510 円は前日までの直近の取引値 380 円（平成 19 年 2 月

16 日の終値）に約 34％のプレミアムを加えた価格であり、株主の皆様に対しましては、

本公開買付けに応募されることをお勧めいたします。また、本公開買付けにあたり当

社の筆頭株主であるＮＭＣファンド６有限会社から、現時点において、同社が保有す

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こ
とを同意している旨の連絡を受けております。 

   

  [根拠及び理由]  

長府製作所は、昭和29年7月に設立され、給湯関連機器、空調関連機器、システム関

連機器及びその他の製品を製造し、関東以西に強い基盤を持って事業展開をしており

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。当社の主力事業である石油暖房機器市場はすでに成熟した

市場であると考えていることから、当社では現在、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

注力しているところであります。 
 
当社は平成 18年 3月に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
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ル、と言います。）がその運営等に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有限会社を親会社に迎え、日本みらいキャピタルの経営ノウ

ハウ等を受け入れ、企業価値の増大をはかるべく取り組んでまいりました。 
 
一方で、当社を取り巻く市場環境は、石油価格の高止まり、資材価格の上昇、オー

ル電化の伸長があり、厳しさを増しております。 
 
当社は、このような市場環境を勘案した場合、安定した財務基盤、技術力及び営業

基盤を有する長府製作所による本公開買付けを受け入れることにより、共同で夫々の

特性を最大限活かした事業展開をすることが、顧客サービスの観点、業容拡大の観点

から有益であると判断した次第です。 
 

本公開買付けを受け入れることにより、想定するメリットは下記の通りです。 
① 販売地域・製造品目の相互補完による販売拡大 
② 技術力、研究力の結集による、製品群の充実と開発スピードの向上 
③ 資材調達機能集約によるコスト低減 
④ 資金調達機能の一本化による財務体質の強化 
⑤ 経営資源の集約による経営効率向上 

 
当社としましては、長府製作所と緊密な関係を構築し、両社の特性を活かした事業 
展開をすることにより、着実に企業価値の向上をはかる所存です。 
 
（上場廃止の可能性のある公開買付け） 
なお、当社の株式は、現在、株式会社東京証券取引所市場第二部に上場されており

ますが、長府製作所は本公開買付けにおいて取得する株式数に上限を設定していない

ため、本公開買付けの結果次第では、当社の株式は平成 19年 3月末日の少数特定者持
株数比率が 90％超となる場合には、株式会社東京証券取引所の株券上場廃止基準に抵
触し、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。 

 
さらに、当社の株式は平成 18年 3月末時点で少数特定者持株数比率が 75％を超え

ているため、本公開買付けの成否に拘わらず、平成 19年 3月 31日までの猶予期間内
に少数特定者持株数比率が 75％以下にならない場合にも株券上場廃止基準に抵触し、
所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。上場廃止となった場合には、

当社の株式を株式会社東京証券取引所において取引することはできません。 
 
本公開買付けの結果、当社株式は上場廃止となる可能性がありますが、前述した通
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り当社を取り巻く市場環境が厳しい中にあっては、上場廃止として短期の業績変動に

左右されることなく、上記のメリットを追求することが、企業価値の増大に有益と考

える次第です。 
 
なお、長府製作所は本公開買付けにより当社の自己株式を除く全ての株式を取得で

きなかった場合、当社を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」と言いま

す。）を行い、完全子会社となる当社のその時点における長府製作所以外の株主に対

して、その保有する当社株式を長府製作所が取得する対価として、長府製作所株式を

割当てる予定です。 

本株式交換が行われる場合にも、所定の手続きを経て上場廃止となります。なお、

本株式交換により割当てられる予定の長府製作所株式の経済的価値は、本公開買付け

の買付価格を基準として算出され、本公開買付けの買付価格に準ずる価値となる予定

ですが、当社の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び両社の業績の変動等の影響

により本公開買付けの買付価格とは異なる可能性があります。また、本株式交換に際

して、当社の株主の皆様は法令の手続きに従い、当社に対して株式買取請求を行うこ

とができますが、この場合の買取価格についても、同様に、本公開買付けの買付価格

又は本株式交換により当社の株主が受領する経済的価値と異なることがあります。 
 

３【公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容】 

該当事項はありません。 

 
４【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】 

該当事項はありません。 

 
５【公開買付者に対する質問】 

該当事項はありません。 

 
６【公開買付期間の延長請求】 

該当事項はありません。 
 
 
（ご参考）：「サンポット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」 
 
 
 
 
 

 



 

 5

（ご参考）                        平成 19年 2月 20日 
各 位 

会社名：株式会社  長 府 製 作 所 
（コード：5946東証第 1部） 
代表者名：取締役社長 川 上 康 男 
問合せ先：取締役総務部長 日野正明 
（ＴＥＬ：0832－48－2777） 

 
 
サンポット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 

 
当社は、平成19年2月20日開催の取締役会において、下記のとおりサンポット株式

会社（銘柄コード3428、東証第2部、以下「対象者」といいます。）普通株式を公開買

付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議いたしました

ので、お知らせいたします。なお、本公開買付けについては、平成19年２月20日開催

の対象者取締役会において、賛同の意を表明する旨の決議がなされており、また、対

象者の親会社であるＮＭＣファンド６有限会社（保有株式数5,360千株、発行済株式

総数に対する所有割合67.00％）は、現時点において、ＮＭＣファンド６有限会社が

保有する対象者株式の全てについて、本公開買付けに応募することを合意しておりま

す。 

対象者の株式は、現在、株式会社東京証券取引所市場第２部に上場しておりますが、

当社は本公開買付けにおいて取得する株式数に上限を設定しておらず、本公開買付け

の結果次第では、上場廃止となる可能性があります。 

また当社は、本公開買付けにより対象者の自己株式を除く全ての対象者株式を取得

できなかった場合、当社を完全親会社とし対象者を完全子会社とする株式交換（以下

「本株式交換」といいます。）を行うことを予定しております。 

 
記 

 
１．買付け等の目的 

当社及び当社グループは、「人に優しい」、「環境に優しい」製品開発を念頭に、

より快適な暮らしのお役に立てる「環境配慮型企業」として、お客様の暮らしをトー

タルに考え、暮らしのゆとりと快適さを提供するため、給湯関連機器（石油給湯機器・

ガス機器・電気温水器・エコキュート・コージェネ）・空調関連機器（家庭用ルーム

エアコン・家庭用温風暖房機）・システム関連機器（システムバス・システムキッチ

ン・洗面化粧台）・ソーラー関連機器（太陽光発電・ソーラー床下換気扇・太陽熱温

水器）及びその他の製品を製造・販売しております。 

また、これらバス・キッチン、空調・暖房関連機器をはじめとした多彩な商品の研

究開発を積極展開し、住宅設備機器総合メーカーへ向けて、豊かな想像力と技術であ

らゆる可能性に挑戦し続けております。 
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一方、対象者は、「快適性と健康生活環境を創造する」の経営理念のもと、北海道・

東北地方を中心に石油暖房機器及び温水システム機器の製造販売並びに同商品及び

それらに関連する商品の販売を展開しております。 

また、平成18年３月には日本みらいキャピタル株式会社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による100％出資会社であるＮＭＣファンド６有

限会社を親会社に迎え、以後日本みらいキャピタル株式会社の経営ノウハウ等を活か

しながら事業構造の変革と事業拡大の施策を推進し、主力商品である石油暖房機器、

温水システム機器の販売への注力に加え、エネルギーの多様化へ対応するため、地中

熱ヒートポンプシステム、電気暖房ボイラー、ペレットストーブ等の開発商品の充実

を図るとともに、その販売促進に注力しております。 

 

しかしながら、近年、当社グループ及び対象者の商品需要先と深い関係をもつ建築

業界では、新設住宅着工件数の増加割合と比較して持ち家住宅の低迷が続いており、

関連企業間の競争は一層激しさを増しております。また、資材価格の上昇や原油価格

の高騰等の影響により、当社グループ及び対象者を取り巻く市場環境はより厳しさを

増しております。 

 

このような状況の中においても、当社は、オール電化商品の新規ルートの開拓や、

ハウスメーカーなどの新築ルート開拓、特約店ルートやＯＥＭルートの拡充強化、よ

り一層の知名度アップを図るためのテレビコマーシャルのリニューアル、さらには、

各地での「暮らしの新商品フェスタ」や移動展示会、技術講習会の開催など、積極的

な営業活動を展開してまいりました。 

研究開発部門では、業界初の強制追焚付潜熱回収石油給湯器「エコフィール」の開

発、業界トップクラスの高効率を達成した「エコキュート」新シリーズの開発、大容

量460Ｌフルオートタイプでは業界初となる薄型機種の「エコキュート」の開発、将
来の実用化に向け期待のかかる燃料電池を使用したコ・ジェネレーションシステムの

開発、その他環境関連商品の開発など、市場ニーズに対応した製品開発を行ってまい

りました。 

生産・購買部門におきましても、製造工程の見直しによる生産性の向上や、原油価

格が高騰する中、海外を含めた効率的な資材調達に務めるなど、最重要課題であるコ

ストダウンの推進を積極的に進めております。 

 

しかし当社は、お客様のニーズに応えるためのさらなる一歩を踏み出すため、当社

グループ以外から得られる効果を検討するに至り、対象者と協働することにより得ら

れるシナジー効果について検討を進めてまいりました。その結果、両社の協働は、双

方にとって有益であり、大きなシナジー効果が得られること、また、当社が対象者を

完全子会社化し、両社一体となって事業展開することがシナジー効果を最大化するも

のと判断し、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、本公開買付けを実

施することといたしました。 

具体的に想定するシナジー効果は以下の通りです。 

① 石油関連分野における相互ＯＥＭ供給による業容の拡大 
② 両社の有する技術力を集結した新製品の共同開発による製品ラインナップの強
化 

③ 販売エリアの相互補完による販売拡大 
④ 経営資源の集約による経営効率の改善 
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⑤ 資金調達機能の一体化による財務体質の強化 
 

本公開買付けについては、平成19年２月20日開催の対象者取締役会において、賛同

の意を表明する旨の決議がなされております。 

 

対象者の親会社であるＮＭＣファンド６有限会社（保有株式数5,360千株、発行済

株式総数に対する所有割合67.00％）は、現時点において、ＮＭＣファンド６有限会

社が保有する対象者株式の全てについて、本公開買付けに応募することを合意してお

ります。 

 

（上場廃止の可能性のある公開買付け） 

対象者の株式は、現在、株式会社東京証券取引所市場第２部に上場しておりますが、

当社は対象者を完全子会社化することを企図しているため、本公開買付けにおいて取

得する株式数に上限を設定しておらず、株式に換算した買付予定数（以下「買付予定

数」といいます。）以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

本公開買付けの結果、対象者株式の平成19年３月末日の少数特定者持株数比率が

90％超となる場合には、株式会社東京証券取引所の株券上場廃止基準に抵触し、所定

の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。 

また、本公開買付けにより対象者の自己株式を除く全ての対象者株式を取得できな

かった場合、当社を完全親会社とし対象者を完全子会社とする本株式交換を行い、完

全子会社となる対象者のその時点における当社以外の株主に対して、その保有する対

象者株式を当社が取得する対価として当社株式を割当てる予定です。 

本株式交換が行われる場合にも、所定の手続きを経て上場廃止となります。なお、

本株式交換により割当てられる予定の当社株式の経済的価値は、本公開買付けの買付

価格を基準として算出され、本公開買付けの買付価格に準ずる価値となる予定ですが、

対象者の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び両社の業績の変動等の影響により

本公開買付けの買付価格とは異なる可能性があります。また、本株式交換に際して、

対象者の株主の皆様は法令の手続きに従い、対象者に対して株式買取請求を行うこと

ができますが、この場合の買取価格についても、同様に、本公開買付けの買付価格又

は本株式交換により対象者の株主が受領する経済的価値と異なることがあります。本

公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際しての買取請求に係る税務上の取扱いに

ついては、各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。交

換期日、交換比率等、本株式交換後の詳細は、今後両社間で詳細を詰めてまいる予定

であり、決定次第速やかに公表いたします。また両社間で詳細を詰めていく過程で本

株式交換以外の方法を採用することとなった場合にも決定次第速やかに公表いたし

ます。 
なお、対象者株式は平成18年3月31日時点において少数特定者持株数比率が75％を

超えているため、本公開買付けの成否に拘わらず、平成19年3月31日までの猶予期間

内に少数特定者持株数比率が75％以下にならない場合にも株券上場廃止基準に抵触

し、所定の手続きを経て上場廃止になるものと思われます。 

 

上場廃止となった場合には、対象者株式を株式会社東京証券取引所において取引す

ることはできません。 
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２．買付け等の概要 
(１) 対象者の概要 

① 商 号 サンポット株式会社 
② 事 業 内 容 石油暖房機器及び温水システム機器の製造販売等 
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 
⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 坂 内 孝 三 
⑥ 資 本 金 9億 6,220万円 

ＮＭＣファンド６有限会社 67.00％ 
サンポット取引先持株会 6.41％ 
サンポット従業員持株会 3.73％ 
北燃商事株式会社 1.37％ 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.00％ 
米山 鐘秀 0.97％ 
農林中央金庫 0.62％ 
株式会社山二 0.50％ 
坂内 孝三 0.42％ 

⑦ 大株主及び持株比率 
（平成 18年 9月 30日現在） 

河合 修二 0.40％ 
資 本 関 係 該当事項ありません。 
人 的 関 係 該当事項ありません。 
取 引 関 係 当社は対象者に対して石油給湯器等を

販売し、当社は対象者から暖房機等を仕

入れております。 
⑧ 買付者と対象者の関係等 

関連当事者へ 
の該当状況 

該当事項ありません。 

 
(２) 買付け等の期間 
① 届出当初の買付け等の期間 
平成 19年 2月 21日（水曜日）から平成 19年 3月 20日（火曜日）まで（20営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 
証券取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者
から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された

場合は、買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）は、30 営業日、平成
19年４月 4日（水曜日）までとなります。 
 

(３) 買付け等の価格 １株につき、金 510円 
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(４) 買付け等の価格の算定根拠等 
① 算定の根拠 
本公開買付価格である１株あたり510円は、当社のフィナンシャル・アドバイザー

である日興コーディアル証券株式会社が算定した株式価値算定書（以下「株式価値算

定書」といいます。）を参考にいたしました。同社は市場株価方式、類似上場企業比

較方式、修正純資産方式の各手法を用いて対象者の株式価値算定を行いました。株式

価値算定書によりますと、 

①市場株価方式では対象者の株価終値の１ヶ月平均から２ヶ月平均を基に377円か

ら387円までと算定いたしました。 

②類似上場企業比較方式では対象者と類似する石油暖房機器及び温水（システム）

機器の製造販売を主たる事業とする企業との比較を通じて331円から438円までと

算定いたしました。 

③修正純資産方式では対象者の純資産について時価評価可能なものについて時価に

修正評価し、537円と算定いたしました。 

当社は、株式価値算定書の各手法の算定結果を比較検討し、①から③の結果である

331円から537円を対象者の株式価値のレンジと判断し、さらに過去の発行者以外の者

による株券等への公開買付けの事例において公開買付価格決定の際に付与されたプ

レミアムの実例を踏まえたうえで、最終的に本公開買付価格を１株あたり510円と決

定いたしました。ＮＭＣファンド６有限会社は、現時点において、この買付価格にて

本公開買付けに応募することを合意しております。 

なお、本公開買付価格は、対象者普通株式の株式会社東京証券取引所における過去

１ヶ月間（平成19年１月22日から平成19年２月19日まで）の終値の単純平均値379円

（小数点以下四捨五入）に対して約35％、前日までの直近で値の付いた平成19年２月

16日の終値（380円）に対して約34％のプレミアムを加えた金額となります。 

 

② 算定の経緯 
当社は、平成19年2月上旬から本公開買付けの検討を開始いたしましたが、対象者

の株式価値及び対象者との協働により得られるシナジー効果を判断するにあたり、日

興コーディアル証券株式会社より対象者の株式価値に関する株式価値算定書を平成

19年２月19日付で取得し、同社は市場株価方式、類似上場企業比較方式、修正純資産

方式の各手法を用いて対象者の株式価値算定を行いました。 

株式価値算定書において、対象者株式価値は市場株価方式では377円から387円、類

似上場企業比較方式では331円から438円、修正純資産方式では537円のレンジが対象

者の算定結果として示されておりました。 

当社は、株式価値算定書の各手法の算定結果を比較検討し、①から③の結果である

331円から537円を対象者の株式価値のレンジと判断し、さらに過去の発行者以外の者

による株券等の公開買付けの事例において公開買付価格決定の際に付与されたプレ

ミアムの実例を踏まえたうえで、本公開買付価格を決定いたしました。なお、ＮＭＣ

ファンド６有限会社は、現時点において、ＮＭＣファンド６有限会社が保有する対象

者株式の全て（保有株式数5,360千株、発行済株式総数に対する所有割合67.00％）に

つき510円の買付価格で、本公開買付けに応募することを合意しております。 

対象者は平成19年２月20日開催の取締役会において、本公開買付けに関する諸条件

について慎重に検討した結果、本公開買付けに賛同することを決議いたしました。 

 
③ 算定機関との関係 
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関連当事者には該当しません。 
 

(５) 買付予定の株券等の数 
株券等種類 ①株式に換算した買付予定数 ②株式に換算した超過予定数 

株 券 5,360,000株 －株 

新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 

新株予約権付社債券 －株 －株 

株券等預託証券（ ） －株 －株 

合 計 5,360,000株 －株 

 (注 1）応募株券等の総数が買付予定数（5,360,000 株）に満たない場合は、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以上の場合

には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 
 (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。但し、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。）。 
(注 3）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。 
 
(６) 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 

の所有株券等に係る議決権の数 
－個

（買付け等の前における株券等所有割合 

－％）

買付予定の株券等に係る 

議 決 権 の 数 5,360 個

（買付け等を行った後における株券等所

有割合 

67.01％）

対象者の総株主の議決権の数 7,999 個

(注 1)「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数
5,360,000株に係る議決権の数です。 

(注 2)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成 19年 3月期（第 43期中）半
期報告書（平成 18年 12月 22日提出）記載の総株主の議決権の数です。 

(注 3)「買付け等の前における株券等所有割合」及び「買付け等を行った後における株
券等所有割合」については、小数点以下第 3位を四捨五入しています。 

(注 4）公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全
部の買付け等を行いますので、「買付け等を行った後における株券等所有割合」

が 67.01％以上となる可能性があります。 
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(７) 買付代金 約 2,781百万円 

(注）買付予定数（5,360,000株）全部を取得した場合に要する金額に、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並びに公開

買付代理人に支払う手数料の見積額の合計です。但し、応募株券等の総数が買付予

定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いますので、合計は約 4,127
百万円になります。 

 
(８) 決済の方法 
① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 
日興コーディアル証券株式会社   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 19年 3月 27日（火曜日） 
（注）法第 27条の 10第３項の規定により公開買付期間が延長された場合には平成 19

年４月 10日（火曜日） 
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

（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送します。 
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は、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（外国人株主の場合はその常任代理人）

の指定した場所へ送金します。 
 
(９) その他買付け等の条件及び方法 
① 法第 27条の 13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の総数が買付予定数に満たない場合は、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以上の場合には、応募株券等の全部の買

付け等を行います。 
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

証券取引法施行令（以下「令」といいます。）第 14条第 1項第 1号イ乃至リ及びヲ
乃至ソ、第 2号、第 3号イ乃至チ、第 5号並びに同条第 2項第 3号乃至第 6号に定め
る事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。

但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規
定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 
対象者が本公開買付期間中に、法 27条の 6第１項第１号の規定により令第 13条第
１項に定める行為を行なった場合は、府令第 19 条に定める基準により買付け等の価
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格の引下げを行なうことがあります。 
引下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。

但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規
定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。当該公告が行われた日以前

の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 
④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除すること

ができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15 時までに、公開買
付代理人に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といい

ます。）を交付又は送付して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間

の末日の 15時までに、公開買付代理人に到達することを条件とします。 
なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支

払いを応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募株券等の返還に

要する費用も公開買付者の負担とします。 
⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、公開買付期間中、法第 27条の 6及び令第 13条により禁止される場
合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとす

る場合は、その変更等の内容につき電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載しま

す。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条
に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。当該公告が行われた日

以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 
⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容

のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第 20 条に規定する方
法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説

明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正

します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及

び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することによ

り訂正します。 
⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第 9条の 4及び
府令第 30条の 2に規定する方法により公表します。 

⑧ その他 
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われ

るものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（フ

ァクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を含むが、これら
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に限られない。）を利用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を

通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通

じて、又は米国内から、本公開買付けに応募することはできません。 
また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向け

て又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、か

かる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公

開買付けへの応募はお受けしません。 
本公開買付けに応募する方はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されま

す。 
応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国

に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付け

に関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受

領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名ない

し交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商

の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話

を含むが、これらに限られない。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこ

と、及び、他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者で

はないこと（当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を

除く。）。 
 
(10)公開買付開始公告日 平成 19年 2月 21日（水曜日） 
 
(11)公開買付代理人 

日興コーディアル証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 
 
なお、公開買付代理人では、本公開買付けの応募手続に関するお問合せ先として専用

フリーダイヤルを開設しております。 
日興コーディアル証券株式会社 公開買付け専用フリーダイヤル：0120-250-959 
開設期間：平成 19年 2月 21日～平成 19年 3月 20日 9:00～17:00（但し、土・日・祝日を除く） 

 
３．その他 
(１) 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

本公開買付けについては、平成 19年２月 20日開催の対象者取締役会において、賛同
の意を表明する旨の決議がなされております。 
 

(２) 投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 
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1）対象者は、平成 19年２月８日に株式会社東京証券取引所において、平成 19 年３月
期第３四半期財務・業績の概況（非連結）及び平成 19 年３月期（第 43 期）通期業績

予想の修正を公表しております。当該公表に基づく、同期の対象者の業績及び業績予

想は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第 193 条の 2の規定に基

づく監査法人の監査を受けておりません。また、以下の公表の内容の概要は、対象者

が公表した内容を一部抜粋したものであり、当社はその正確性及び真実性について独

自に検証しうる立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。 

 

１．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

① 経営成績（非連結）の進捗状況 

 売上高(百万

円) 

営業利益(百

万円) 

経常利益(百

万円) 

四半期(当期)純

利益(百万円) 

19 年 3 月期第 3四半期 8,021 

（△6.1％）

258 

（△26.7％）

220 

（△29.3％） 

131

（△5.0％）

18 年 3月期第 3四半期 8,539 352 312 138 

（参考）18 年３月期 10,738 260 203 348 

 

② 財政状態（非連結）の変動状況 

 総資産(百万

円) 

純資産(百万

円) 

自己資本比率

(％) 

１株当たり純

資産(円) 

19 年 3 月期第 3四半期 12,161 4,433 36.5 554.24 

18 年 3 月期第 3四半期 13,715 4,279 31.2 534.91 

（参考）18 年３月期 11,024 4,383 39.8 546.30 

 

２．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ）(百万円) 10,768 423 245 

今回予想（Ｂ）(百万円) 10,420 222 128 

増減額（Ｂ－Ａ）(百万円) △348 △201 △117 

増減率 △3.2％ △47.5％ △47.8％ 

 

2）対象者株式が上場廃止となった場合には、対象者株式を株式会社東京証券取引所に

おいて取引することはできません。 

 
以 上 

 


