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平成 19 年３月 20 日 

 

各      位 

 

会 社 名  富士ロビン株式会社 

代表者名  取締役社長 渡邉 光則 

（コード番号 6021    東証第２部） 

問合せ先  総務部長   宮田 信弘         

（TEL．055－963－1111） 

 

公開買付けの賛同に関するお知らせ 

 当社は、平成 19 年３月 20 日開催の取締役会において、株式会社マキタ（以下『公開買付者』）

による当社株式に対する公開買付け（以下『本公開買付け』）について下記のとおり意見表明す

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 株式会社マキタ 

（２）事業内容 電動工具等の製造・販売 

（３）設立年月日 昭和 13 年 12 月 10 日 

（４）本店所在地 愛知県安城市住吉町３丁目 11 番８号 

（５）代表者の役職・指名 取締役社長 後藤昌彦 

（６）資本金 24,206 百万円 

（７）大株主及び持分比率 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 7.9％ 

日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 5.8％ 

三菱東京 UFJ 銀行 3.6％ 

資本関係 公開買付者は、平成 3年 12月に当社と公開買付

者間で締結された資本業務提携契約（以下『業務

提携』）に基づき、平成 18 年 9 月 30 日現在当社

の株式 1,300,000 株（当社発行済株式総数の

10.03％）を保有しております。一方、当社は公開

買付者の株式を保有しておりません。 

（８）買付者と対象者の関係等 

人的関係 該当ございません。 
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取引関係 当社は、業務提携に基づいて、公開買付者と小

型エンジン刈払機を共同開発するとともに当社が

製造するエンジン刈払機等の園芸工具を、主とし

て当社の親会社である富士重工業株式会社（以

下『富士重工』）を通じて公開買付者に販売してお

ります。 

関連当事者へ 

の該当状況 

公開買付者は、当社の主要株主です。 

 

 

２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（１） 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成 19 年 3 月 20 日開催の取締役会において、公開買付者による本公開買付けに賛同す

る旨決議を致しました。 

（２） 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

①公開買付者とのシナジー効果について 

当社は、小型ガソリンエンジン（２サイクルエンジン、ミニ４サイクルエンジン）、農林業

用機械、防災用機器等の製造、販売を主業務とし、特に主力製品であるミニ4サイクルエンジ

ンについては、その低燃費・低排出ガスなど環境性能に高い市場評価を得ておりますが、海外

販売網の脆弱さなどから永らく業績が低迷しておりました。一方、公開買付者は、電動工具分

野に次ぐ事業分野として園芸機器分野を位置附けており、過去に独ドルマー社をその傘下に収

めるなど活発な市場参入を図っております。当社の要素技術は、公開買付者のグループ企業と

してより緊密な関係構築を通じ、公開買付者の徹底したマーケット志向に裏付けられた製品開

発力及びグローバルな販売・アフターサービス網を活用することでより多様な製品として結実

し、両社間には高いシナジー効果が期待されます。また、公開買付者の高度なコスト管理能力

を移植される事で、当社既存の商品群の市場競争力向上、及び永らく業績が伸び悩み、財務基

盤が脆弱な当社に対する公開買付者の信用補完機能も合理的に想定されます。こうしたシナジ

ー効果は、従来の富士重工との産業機器におけるエンジン事業の分業を主とした関係以上の成

長機会を当社及び公開買付者に提供するものと判断するに至りました。 

なお、当社株式は現在東京証券取引所に上場しており、本公開買付けの結果次第では、当社

株式は東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性

がありますが、当社を取り巻く事業環境に鑑み、上述のメリットを追及することが、企業価値

の増大に寄与するものと考える次第です。 

  

②株式価値算定方法の妥当性について 

本公開買付けにおける買付価格（１株当たり260円）は、当社の普通株式の株価推移、時価

純資産、類似業種との比準及び将来のシナジー効果を勘案して妥当なものと判断され、平成 
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19年3月19日までの過去3ヵ月間の東京証券取引所市場第二部における当社株式の売買価格終

値単純平均値200円（小数点以下四捨五入。）に対して、約30％のプレミアムを加えた価格であ

ります。 

なお、当社取締役会は、本公開買付けに関する意見を検討するにあたり、第三者算定機関で

あるデロイトトーマツFAS株式会社より当社株式等の価値に関する算定報告書を取得いたしま

した。同報告書では、インカムアプローチとしてディスカウンテッド・キャッシュフロー（D

CF）法、マーケットアプローチとして類似会社比較法（市場株価法は参考値）、アセットアプ

ローチとして時価純資産法の各手法が採用されております。それら手法に基づく当社の１株当

たり株式価値の範囲は、DCF法では194円から228円、類似会社比較法では121円から209円、時

価純資産法では176円と算定されており、総合結論として、176円から228円と報告されていま

す。 

 

 

③その他 

公開買付者は当社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買付

けを行う株券等の数に上限を設定しておらず、応募株券等の全部の買付けを行います。本公開

買付けが成立した場合、公開買付者は、現在既に保有している当社株式と合わせて当社の発行

済株式総数の３分の２超の株式を取得することになりますが、本公開買付けで当社の全株式を

取得できなかったときは、本公開買付け成立後に、公開買付者を完全親会社、当社を完全子会

社とする株式交換（以下「本株式交換」）或いは本株式交換と同様の効果を有する本株式交換

以外の方法を実施する予定です。その場合、交付される公開買付者の株式又は金銭等の額は、

本公開買付けにおける買付価格を基準に決定される予定ですが、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における買付価格とは異な

ることがあります。 

また、本株式交換に際して当社の株主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１株当たりの買取価格についても、本公開買付けにおける

買付価格又は本株式交換により当社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。 

なお、本株式交換に関連する法律・制度等の改正や当局の解釈等の状況並びに本公開買付け

後の公開買付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の当社株主の当社株式の保有状況等に

よっては、公開買付者は、本株式交換と同等の効果を有する本株式交換以外の方法を実施する

可能性がありますが、届出日現在、本株式交換を行わない場合に決定している具体的なスキー

ムはありません。本公開買付け後の手続きについては、決定次第、証券取引所等を通じ速やか

に公表致します。 
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当社株式は現在東京証券取引所に上場していますが、本公開買付けの結果次第では、当社株

式は東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、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、本公開買付け後に本株式交換が行われる場合には、当社株式は上場廃止とな

る見込みであり、上場廃止後は当社株式を東京証券取引所において取引することはできません。 

なお、当社の親会社であります富士重工業は公開買付者との間で、その保有する全ての当社

の発行済株式7,525,270株（58.07％）を本公開買付に応募する旨の同意をしております。 

 

 

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 

 該当事項なし。 

 

４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

 該当事項なし。 

 

５．公開買付者に対する質問 

 該当事項なし。 

 

６．公開買付期間の延長請求 

 該当事項なし。 

 

７．公開買付者による当社株式の公開買付け等の概要 

添付資料のとおり。 

 

以  上 

 



 
 
 
 
 
 

（ 添 付 資 料 ） 
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平成 19年 3月 20日 

各位 
会 社 名      
代 表者名      取締役社長 後藤昌彦      

コード番号     ６５８６ 

上場取引所 東証・名証第一部 

お問合せ先  

 取締役管理本部長 仲井憲一郎         

 ＴＥＬ（０５６６）９７－１７１７ 

 
富士ロビン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、本日開催された取締役会において、富士ロビン株式会社（コード番号：6021 東証
第二部 以下「富士ロビン」といいます。）の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、下記のとおりお知らせいたします。 
  

記 
 
１．買付け等の目的 
  
 当社は、現在、富士ロビンの発行済株式総数のうち 1,300,000株（富士ロビンの発行済株式
総数の 10.03%）を保有しておりますが、今般、富士ロビンを完全子会社化することを目的と
して、富士ロビンの発行済株式の全て（当社が既に保有している富士ロビン株式及び富士ロビ

ンが保有する自己株式を除きます。）の取得を目指した本公開買付けを実施いたします。 
 
 当社は、長期目標として「Strong Company」を掲げ、人の暮らしと住まい作りに役立つ工
具（充電式を含む電動工具、木工機械、エア工具、エンジン式を含む園芸工具）の国際的総合

サプライヤーとしてトップシェアの維持・獲得を目指しております。当社はこれらの事業分野

に経営資源を集中させ企業価値の向上に努めており、昨年１月には事業譲り受けによりエア工

具分野を強化し、高圧エア釘打機など主力製品の開発力を高めるとともに、業界における地位

の向上に一定の成果を収めております。本公開買付けの目的は、エンジン式を含む園芸工具分

野の強化であり、当社の長期目標を達成するための重要な施策であると考えております。 
  
 一方、富士ロビンは、小型ガソリンエンジン（2サイクルエンジン、ミニ 4サイクルエンジ
ン）、農林業用機械、防災用機器等の製造・販売を主たる業務としており、特に、世界最高水準

の低燃費・低排出ガスの環境対応ミニ 4サイクルエンジンについては、他社にない高い技術水
準を有しております。昨今、地球温暖化の原因となる排出ガス規制の強化や省エネルギーの推

進に対して、世界的にその重要性が認識されており、当社は、富士ロビンが独自に開発した排

気ガス性能及び燃費性能の高いミニ 4サイクルエンジンをはじめとする商品開発力を高く評価
しております。 
 
 当社は、平成 3 年 12 月に富士ロビンと小型エンジン機器事業において業務提携を行い、そ
れを補完・強化することを目的に富士ロビン株式 1,300,000株を取得して以来、富士ロビンと
エンジン刈払機を共同開発しております。また、富士ロビンが製造する園芸工具等（エンジン
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刈払機等）を主として富士ロビンの親会社である富士重工業株式会社（以下「富士重工業」と

いいます。）を通じて購入するなど良好な協力関係を築いております。今般、当社の長期的な企

業経営の観点から当社及び富士ロビンの関係を慎重かつ多面的に検討した結果、富士ロビンと

当社とは事業内容の親和性が高く、両社の関係をより緊密化することで、富士ロビンの小型ガ

ソリンエンジンに関する高い技術力と、当社のマーケット志向の製品開発力とグローバルな販

売・アフターサービス網を活用することにより、これまでの提携関係では限定的であったシナ

ジー効果がより一層高まると判断いたしました。これにより、当社の園芸工具分野における強

化を図り、長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えております。 
 
 本公開買付け後の事業展開の詳細については、今後富士ロビンと協議・検討していきますが、

富士ロビンの商号につきましては、本公開買付け成立後、変更することを予定しております。 
 
 当社は、迅速な事業戦略を遂行するために、富士ロビンを完全子会社化することを企図して

おります。このため、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定しておらず、

応募株券等の総数が買付予定数を超える場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。富

士重工業からは、保有する全ての富士ロビン株式 7,525,270株（富士ロビンの発行済株式総数
の 58.07％）を本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 
 
本公開買付けが成立した場合、当社は、現在既に保有している富士ロビン株式と合わせて富

士ロビンの発行済株式総数の 3分の 2超の株式を取得することになりますが、本公開買付けで
富士ロビンの全株式を取得できなかったときは、本公開買付け成立後に、当社を完全親会社、

富士ロビン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。）或いは本株式交換

と同等の効果を有する本株式交換以外の方法を実施する予定です。その場合、交付される株式

又は金銭等の額は、本公開買付けにおける買付価格を基準に決定される予定ですが、富士ロビ

ン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

における買付価格とは異なることがあります。 
  
 また、本株式交換に際して富士ロビンの株主は法令の手続きに従い、富士ロビンに対して株

式買取請求を行うことができますが、この場合の１株当たりの買取価格についても、本公開買

付けにおける買付価格又は本株式交換により富士ロビン株主が受領する経済的価値と異なるこ

とがあります。 
  
 なお、本株式交換に関連する法律・制度等の改正や当局の解釈等の状況並びに本公開買付け

後の当社の株券等所有割合及び当社以外の富士ロビン株主の富士ロビン株式の保有状況等によ

っては、当社は、本株式交換と同等の効果を有する本株式交換以外の方法を実施する可能性が

ありますが、現時点において、本株式交換を行わない場合に決定している具体的なスキームは

ありません。本公開買付け後の手続きについては、決定次第、証券取引所等を通じ速やかに公

表いたします。 
 
 富士ロビン株式は現在東京証券取引所に上場していますが、本公開買付けの結果次第では、

東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性がありま

す。また、本公開買付け後に本株式交換が行われる場合には、富士ロビン株式は上場廃止とな

る見込みであり、上場廃止後は富士ロビン株式を東京証券取引所において取引することはでき

ません。 
 
 なお、富士ロビンは、平成 19年 3月 20日開催の取締役会において本公開買付けに賛同する
ことを決議しております。 
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２．買付け等の概要 
（１）対象者の概要 

①商号 富士ロビン株式会社 
②事業内容 エンジン、農業用機械、林業用機械、建設用機械、産

業用車輌、ゴルフ場用機器等の産業用機械、環境衛生

整備機器、防災用機器の製造・販売 
③設立年月日 昭和 25年 7月 24日 
④本店所在地 静岡県沼津市 
⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邉 光則 
⑥資本金 8億 3390万円 
⑦大株主及び持株比率 富士重工業株式会社          58.07% 

株式会社マキタ                        10.03% 
小川ポンプ工業株式会社                 1.42% 
日本証券金融株式会社                   1.14%  
富士ロビン従業員持株会                 0.48% 
住友生命保険相互会社                   0.41% 
株式会社静岡銀行                       0.41% 
大阪証券金融株式会社                   0.39% 
伊藤忠商事株式会社                     0.39% 
久保千壽子                             0.39% 
資本関係 当社は、富士ロビンの発行済株

式総数の 10.03%（1,300,000株）
を所有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 
取引関係 当社は、富士ロビンと業務提携

を行っており、富士ロビンが製

造する農林業用機械等を主とし

て富士重工業経由で仕入れてお

ります。また、当社が製造する

農林業用機械等を富士ロビンが

直接購入し国内で販売しており

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 

該当事項はありません。 

 
（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 3月 22日（木曜日）～平成 19年 4月 19日（木曜日）（21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（昭和 23 年法律第 25 号、以下、「法」といいます。）第 27 条の 10 第 3
項の規定により、富士ロビンから買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）

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、公開買付期

間は 30営業日となり、平成 19年 5月 7日（月曜日）までとなります。 
 
（３）買付け等の価格   1株につき 260円 
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（４）買付け等の価格の算定根拠等 
  ①算定の基礎 

本公開買付けにおける買付価格（以下「本公開買付価格」といいます。）である１株

あたり 260円は、当社のフィナンシャル・アドバイザーである大和証券エスエムビー
シー株式会社が提出した富士ロビン株式に関する「株式価値算定書」を参考にして決

定いたしました。同社は、本件における算定手法を入念に検討の上、公開買付価格算

定において一般的に用いられる株式評価手法の中で、市場における取引価格に基づい

たマーケット・アプローチとして市場株価法を、収益の観点から見たインカム・アプ

ローチによる評価としてディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下「DCF法」
といいます。）による評価を実施しております。なお、それぞれの算定手法に基づく富

士ロビンの１株あたりの株式価値の範囲は以下のとおりです。 
 
 ・市場株価法 ： 201～216円 
 ・DCF法  ： 241～283円 
 

当社は上記のとおり算定された富士ロビン株式価値を参考とし、201～283 円の範
囲内で本公開買付価格を検討することとし、富士ロビンの事業・法務・会計・税務に

関するデュー・ディリジェンスの結果、富士ロビンとの間で生み出されるシナジー効

果、富士ロビンによる本公開買付けへの賛同の可否等を総合的に勘案し、かつ富士ロ

ビンの親会社である富士重工業との協議・交渉結果を踏まえ、平成 19 年 3 月 20 日
の取締役会において本公開買付価格を１株あたり 260 円とすることを決定いたしま
した。 

  
なお、本公開買付価格は平成 19 年 3 月 19 日までの過去 3 ヶ月間の東京証券取        
引所における富士ロビン株式の売買価格の終値の単純平均値 200円（小数点以下四捨
五入。）に対して 30％のプレミアムを加えた価格であります。 

 
  ②算定の経緯 

当社は、平成 19年 1月頃から、富士ロビンの親会社である富士重工業と協議・交
渉を開始し、平成 19 年 2 月頃より富士ロビンと協議を行うとともに、富士ロビンの
事業・法務・会計・税務に関するデュー・ディリジェンスを実施いたしました。その

後、平成 19年 3月 19日に大和証券エスエムビーシー株式会社より富士ロビン株式に
関する「株式価値算定書」を受領し、平成 19年 3月 20日の取締役会において本公開
買付価格を１株あたり 260円とすることを決定いたしました。 

 
  ③算定機関との関係 
    当社の関連当事者には該当いたしません。 
 
（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 7,525,270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 7,525,270株 －株 
（注 1） 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申

込みをした方（以下「応募株主等」といいます。）が、本公開買付けに応じて売
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付け等をした株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数

（7,525,270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以上の場合には、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。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） 富士ロビン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 

1,300個 （買付け等前における株券等所有
割合 10.07％） 

買付け等前における特別関係者の 
所有株券等に係る議決権の数 

7個 （買付け等前における株券等所有
割合 0.05％） 

買付予定の株券等に係る議決権の数 7,525個 （買付け等後における株券等所有
割合 68.17％） 

対象者の総株主の議決権の数 12,912個  
（注 1） 「買付け等前における株券等所有割合」の計算においては、「対象者の総株主の

議決権の数」を分母として計算しております。 
（注 2） 「対象者の総株主の議決権の数」は、富士ロビンが平成 18 年 12 月 22 日に提

出した第 82期半期報告書に記載された平成 18年 9月 30日現在の総株主の議
決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても対象と

しているため、｢買付け等後における株券等所有割合｣の計算においては、単元

未満株式に係る議決権の数（上記半期報告書記載の単元未満株式数 34,000株か
ら、本公開買付けを通じて取得する予定のない富士ロビンが保有する単元未満

株式数 720株を控除した 33,280 株に係る議決権の数である 33個）を加えて、
分母である「対象者の総株主の議決権の数」を 12,945個として計算しておりま
す。 

（注 3）  本公開買付けにおいては、特別関係者の所有株式についても対象としているた
め、「買付け等後における株券等所有割合」の計算において、買付け等前におけ

る特別関係者の所有株券等に係る議決権の数を分子に加算しておりません。 
（注 4） 「買付け等前における株券等所有割合」及び｢買付け等後における株券等所有割

合｣については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 
 
（７）買付代金  1,957百万円 

（注） 買付代金は 1 株あたりの買付価格（260 円）に買付予定数（7,525,270 株）を
乗じた金額を記載しております。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を行いますので、最大で 3,028 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 
   大和証券エスエムビーシー株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目 8番 1号 
   大和証券株式会社    東京都千代田区大手町二丁目 6番 4号 
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②決済の開始日 
   平成 19年 4月 27日（金曜日） 
    （注）法第 27条の 10第 3項の規定により、富士ロビン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、決済の開始日は

平成 19年 5月 15日（火曜日）となります。 
 
  ③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（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、応募株主等の指

示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の

指定した場所へ送金するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又は

全国各支店にてお支払いします。 
 
（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 

応募株券等の株数が買付予定数（7,525,270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（7,525,270株）を超える場合は、
応募株券等の全部の買付けを行います。 

 
  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（昭和 40 年政令第 321 号 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発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行う
ことがあります。 
この場合は、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

末日までに当該公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付

けの開示に関する内閣府令（平成 2年大蔵省令第 38号以下、「府令」といいます。）第 20
条に規定する方法により公表を行い、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 

法第 27条の 6第 1項第 1号の規定により、公開買付期間中に富士ロビンが令第 13条
第 1項に定める行為を行った場合は、府令第 19条第 1項に定める基準に従い買付け等
の価格の引下げを行うことがあります。 
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。買付条件等の変更がなされた場

合、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、公開買付期間中においては、いつでも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、公開買付期間末日の 16 時までに応募受
付けをした公開買付代理人（復代理人にて応募受付をした場合には復代理人）の本店又

は全国各支店に解除書面（公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解除を

行う旨の書面）を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買

付期間末日の 16時までに到達することを条件とします。 
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なお、当社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を応募株主等に

請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担としま

す。解除を申し出られた場合には、応募株主等の指示により、公開買付期間末日の翌々

営業日（公開買付けの撤回を行った場合は公開買付けの撤回を行った日）以後速やかに、

以下の方法により返還します。 
 （イ）応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合

    には、買付けられなかった株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住

    所（外国人株主の場合はその常任代理人の住所）へ郵送します。 
 （ロ）公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付代理人若しくは復代理人

    を通じて証券保管振替機構）により保管されている株券等について応募が

    行われた場合は、買付けられなかった株券等を応募が行われた時の保管の

    状態に戻します。 
 
  ⑤買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等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を行い、その後直ちに公告を行い
ます。買付条件等の変更がなされた場合、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 

公開買付けの結果について、公開買付期間末日の翌日に令第 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。 

 
（１０）公開買付け開始公告日 
 平成 19年 3月 22日（木曜日） 
 
（１１）公開買付代理人 
 大和証券エスエムビーシー株式会社 
 大和証券株式会社（復代理人） 
 
（１２）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(電
話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、こ

れらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さら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、本公開買付届出書又は関連する買付書類はいずれも、米国内において若しく
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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。本公開買付けの応募に際し、応

募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の
表明及び保証を行うことを求められることがあります。 

 
① 応募株主等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。 
② 本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、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、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。 
③ 買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、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(電話、テレックス、ファク
シミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又
は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。 

④ 他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者でないこと(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きます。)。 

 
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、富士ロビンの取締役会より賛同の意を得ております。 
 
（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 
 該当事項はありません。 
 

以上 




