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平成 19 年３月 22 日 

 

 

各  位 

 

会 社 名 株式会社明光商会 

代 表 者 名 代表取締役社長 藤島 暢夫 

 （コード番号 9858 ジャスダック）  

問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 横尾 公夫

（電話番号. 03－3262－1611）   

 

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、株式会社 MSJ ホールディングスによる当社株式の

公開買付け（以下｢本公開買付け｣といいます。）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、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本決議は、本公開買付けが成立した場合には、その後公開買付者が当社を 100％子

会社化する予定であること、及びその後当社株式が上場廃止となる予定であることを前提と

しております。 

 

記 

 

1． 公開買付者の概要 

(1)商号 株式会社 MSJ ホールディングス 

(2)主な事業内容 対象者株式の取得及び保有 

(3)設立年月日 平成 16 年９月７日 

(4)本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

(5)代表者の役職・指名 加納 恒典 

(6)資本金の額 10 百万円 （平成 19 年 3 月 22 日現在） 

(7)大株主及び持株比率（平成 19 年３月 22 日現在） 

ジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合 96% 

JAFCO Buyout No.2 Investment Limited Partnership (Cayman) LP         ４% 

(8)当社との関係 

資本関係：当社株式を 100 株保有しております。 

人的関係：該当事項はありません。 

取引関係：該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況：該当事項はありません。 

   

2． 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 
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(1) 本公開買付けに対する意見の内容並びに根拠及び理由 

 

当社は、株式会社 MSJ ホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）が当社株式を対象

に実施する予定の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）につき、平成 19 年３月 22 日

開催の取締役会において賛同する旨を決議いたしました。 

 

公開買付者は、東京証券取引所市場第一部上場企業である株式会社ジャフコ（証券コード 8595、

以下「ジャフコ」といいます。）が運営するジャフコ・バイアウト 2号投資事業有限責任組合及び

ジャフコの 100％子会社が運営する JAFCO Buyout No.2 Investment Limited Partnership (Cayman) 

L.P.（以下、2 ファンドを総称して「ジャフコファンド」といいます。）が 100％出資する株式会

社であり、買収目的会社であります。 

ジャフコファンドは、日本国内の優良中堅企業を対象とした投資活動を行なうことを目的とし

て、平成 16 年 2 月に設立された投資事業有限責任組合等であり、日本国内及び海外の機関投資家

より総額 500 億円の出資のコミットメントを受けて設立されたものであります。ジャフコファン

ドはジャフコがベンチャーキャピタルとして蓄積した投資ノウハウ及び企業育成ノウハウを導入

して、直接または 100％子会社を通じて運営されております。 

 

公開買付者は、当社の自己株式を除く発行済株式の全て（公開買付期間末日までに新株予約権

が行使される可能性があり、当該行使により発行又は移転される当社株式も本公開買付けの対象

とされております。）及び発行済の新株予約権の全てを取得することを目的として本公開買付けを

実施するものであります。 

 

当社は、昭和 34 年の設立以来、事業者向け事務機器販売業を営んでおり、当社が日本で 初に

開発した文書の細断機は、「MS シュレッダー」の商品名で広く知られております。MS シュレッダ

ーは、安全性はもちろんのこと、静粛性、堅牢性、低消費電力等のオフィス機器としての基本的

な要件を十分に満たすことを主眼に置いて開発されてきたことに加えて、創業者の営業に対する

卓越した発想とカリスマ的な強い指導力に支えられて、技術面、性能面における高い優位性を確

立しており、中・大型機、高機能機を中心に、国内では 80％弱という高いマーケットシェアを占

めるまでに至っております。 

 

しかしながら、シュレッダー市場は個人情報保護法の影響による急激な市場拡大の終焉ととも

に、前例のない大きな構造変化に直面しております。すなわち、高度な機密処理に対する要請の

高まりを背景に、官公庁及び金融機関等の機密情報管理の必要性がより高い従来の主要顧客層か

らの高性能・高機能機種に対するニーズはますます強くなっていく反面、個人情報保護法を契機

に、その他の一般企業及び個人等の新たな顧客層が、より低価格な汎用機種を買い求めた結果、

新たに汎用機種セグメントが形成されつつあります。 

当社は事業のほぼ 7 割をシュレッダーに依存する体質であるだけに、この市場構造の変化から

受ける影響は他社以上に大きいものがあります。したがって当社が、引き続き業界のトップ企業

としての立場を堅持しつつ、将来に向って持続的な成長を続けていくためには、官公庁や金融機

関等、従来の主要顧客に対して処理精度・処理スピード等の面で一段と技術集約度の高い商品を、
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その一方で新しく登場した一般企業及び個人等の顧客層に対しては、高い安全性に加えて強い価

格競争力を持つ商品を、併せ提供できる体制を早急に確立することが喫緊の課題となっておりま

す。 

この課題を実現するために、当社は、これまでに増して技術開発に高いウェイトをかけた資源

配分に努め技術・性能面で高い優位性を確立する一方で、変貌する市場の要請に応えうる効率的

な販売体制の整備・再構築が何よりも肝要であります。しかしながら、当社には強い個性を有し

た創業者の影響が強く残っており、これが当社を当業界のトップ企業に育て上げてきた反面、新

しい市場の要請に応えうる経営の体質改善を進めていく上での障害となり始めてきたこともまた

事実であります。 

特に、創業者が構築した直販、販社、代理店という三重構造で、特に代理店の力に頼った販売

体制は、さしたる競合者がなく、先発企業としての優位性を十二分に発揮できた時代には極めて

有効に働いてまいりました。しかしながら、マーケットの裾野が著しく拡大し、競合者の参入も

増えてきた現在では、販売コストの高さを主因として、従来とは逆に当社のウィークポイントに

変貌しつつあります。それだけに、ここで代理店の総見直しを実施するとともに、当社販売部門

ならび販社の顧客への直販体制を 1日も早く再編成していかなければなりません。 

また、永年、創業者の強い指示と指導力のみをよりどころとしてきた社員や販社を、主体的に

考え、行動する集団に早急に育て上げていくことも重要な課題であります。藤島暢夫氏が社長に

就任して以来、同氏の有する危機感を理解し、同調する社員が増えてきておりますが、まだ十分

な状況とはいえません。当社の社員構成は、中核社員が極端に少ないという人員構成となってお

り、日常の業務運営は若手社員を積極的に登用する必要に迫られております。それだけに思い切

った組織・体制の改革と人事の一新を断行し、当社役員と社員が強い危機感を共有し、持続的な

成長の実現という同じ目的の達成に向けて邁進する組織体制を、一日も早く整備・確立する必要

があると考えております。また、これは有意の社員や販社経営者から強く要請を受けている点で

もあります。 

 

また、当社の現在の海外展開は十分といえる状況ではなく、更なる海外での事業展開は経営課

題の一つと考えております。特に米国は日本の約 10 倍の市場規模を持つと認識しており、米国へ

の本格進出は海外展開の重要なステップであります。その一環として新たに現地子会社の USA 明

光を設立し、米国市場での事業拡大を図りつつありますが、米国は当社にとって未開発かつ未知

の市場である為、今後の更なる展開の為に限られた経営資源の優先的配分が必要になると見込ま

れます。 

 

さらには、当社は、シュレッダーに過度に依存した体質の早期改善を図るべく、新しい事業の

開発も実施してまいります。 

 

以上述べたような国内及び海外市場の今後の動向と、それらの市場で事業拡大を果たす為の要

件を踏まえると、販売網の再構築、役員、従業員も含めた意識改革、そして未開発の市場への経

営資源の配分、さらには新規事業の開発という抜本的な施策を伴う事業構造改革が必要になりま

す。これらの事業構造改革を一気に推し進めることは、当社が一時的な業績下降局面にさらされ

るリスクを内包しています。しかしながら、一時的な性格のものとはいえ、業績の下降を避けて

いたのでは、これらの事業構造改革の早期実現は不可能であります。 
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そこで、当社の代表取締役である藤島暢夫氏は、役員及び従業員の全員が強い危機意識を共有

し、一丸となって事業構造の抜本的な改革に取り組む為には、マネジメント・エンプロイー・バ

イアウト（MEBO）（注）による株式の非公開化を実施し、中核的な株主の下で事業構造の再編成に

取り組んでいくことが 善の経営戦略であると判断いたしました。 

 

本公開買付けにおける株券の買付価格（金 1,450 円）は、公開買付者が、当社の市場株価の推

移の状況・背景の精査を中心として、類似会社の市場株価評価、当社の営業利益を中心とした収

益性、財務状況等を総合勘案し、平成 19 年 3 月 20 日までの過去 6 ヶ月間のジャスダック証券取

引所における売買価格の終値の単純平均値 1,147 円（小数点以下四捨五入）に対して約 26.4％の

プレミアムを加えた金額であります。 

 

本公開買付け後の経営体制については、藤島暢夫氏は、本公開買付け後も引き続き当社の代表

取締役社長に留まること、また、ジャフコファンドが、本公開買付け後、当社の取締役及び監査

役の候補者を 1 名指名し、その他の当社の取締役及び監査役の候補者はすべて藤島暢夫氏が指名

することを予定しております。また、藤島暢夫氏以外の当社の現経営陣も、本公開買付けが成立

した場合において、公開買付者又は当社に資本参加するとともに、当社の経営にあたる可能性が

あります。 

 

(2)  利益相反を回避する措置及び買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置等 

 

当社は社外監査役の意見も踏まえ、平成 19 年３月 22 日開催の取締役会において、本公開買付

けに対し賛同を表明する決議をしています。かかる賛同決議にあたって、当社の取締役会は、当

社の依頼に基づき当社とは独立した第三者算定機関である PwC アドバイザリー株式会社が作成し

た当社の株価評価書を参考として、本公開買付けにおける買付価格が妥当な価格であると判断し

ております。また、当社の取締役会は、法律事務所の法律意見書を取得した上で、その内容を参

考にしております。藤島暢夫氏は特別利害関係人としてかかる全ての決議に参加しておりません。

また、かかる賛同決議の行われた取締役会には、社外監査役を含む当社監査役全員が出席し、い

ずれの監査役も当社取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成する旨の

意見を述べています。 

 

なお、当社は、上記取締役会において、本公開買付けの成否にかかわらず、①平成 19 年 1 月 10

日に発表いたしました、当社「平成 19 年 5 月期中間決算短信」に記載の平成 19 年 5 月期通期の

業績予想を下方修正すること、及び、②平成 19 年 5 月 20 日の 終の株主名簿に記載または記録

された株主または登録株式質権者に対する期末配当を行わないことをそれぞれ決議しております。 

 

(3) 本公開買付け後の予定等 

 

公開買付者によれば、本公開買付けにおける株式に換算した買付予定数は、当社の平成 18 年 11

月 20 日現在の発行済株式数から、本報告書提出日現在において公開買付者の所有する株式数及び

平成 18 年 11 月 20 日現在において当社の所有する自己株式を控除した株式数に、平成 19 年 1 月

31 日現在の新株予約権が公開買付期間末日までに行使されることにより、発行又は移転される可
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能性のある株式数を加算した数の約 66.67％とする予定であり、応募株券等の総数がかかる買付予

定数に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行わないとのことですので、本公開買付け

が成立した場合、公開買付者は当社の発行済株式総数（自己株式を除きます。）の 3分の 2以上の

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自己株式を除いた全株式を取得できな

かった場合には、公開買付者は、以下の方法により、当社を 100%子会社化し、これらの手続を行

った後、公開買付者を存続会社とし、当社を消滅会社とする吸収合併を行うことを計画していま

す。 

 

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、本公開買付けの決済日以降の日を

基準日として、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の発行する

全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③当社の当該株式の全部取得と引換えに別個の

当社株式を交付すること、以上①ないし③を付議議案に含む株主総会の開催を当社に要請する意

向を有しており、当社はかかる要請に応じて株主総会を開催することを検討しております。上記

のとおり、公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には当社の総議決権の 3 分の 2 以上を保

有することになる予定であり、上記の株主総会において上記各議案に賛成する予定です。上記各

手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は全部取得条項が付された上で、全

て当社に取得されることとなり、当社の株主には当該取得の対価として別個の当社株式が交付さ

れることとなりますが、当社の株主で交付されるべき当該当社株式の数が１株に満たない端数と

なる株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数の合計数を売却することによって得られる金

銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数の売却価格については、本公開買付け

の買付価格を基準として算定される予定ですが、算定の時点が異なることから、この金額が本公

開買付けの買付価格を基準として算定される価格と異なることがあり得ます。また、公開買付者

によれば、全部取得条項が付された当社の普通株式の取得の対価として交付する当社株式の数は

本報告書提出日現在未定でありますが、当社が公開買付者の 100%子会社となるよう、本公開買付

けに応募されなかった公開買付者以外の当社の株主に対し交付しなければならない当社株式の数

が１株に満たない端数とする予定とのことです。 

 

なお、公開買付者は、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、②当社の発行す

る全ての普通株式に全部取得条項を付し、③当該株式の全部取得と引換えに別個の当社株式を交

付するという上記方法については、関連法令についての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式所有割合及び公開買付者以外の当社株主の当社の株式の保有状況等によっ

て、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があります。但し、その場合でも、公

開買付者以外の当社の株主に対しては、 終的に現金を交付する方法の採用を予定しております。

この場合における当該当社株主に交付する金銭の額についても、本公開買付けの買付価格を基準

として算定される予定ですが、算定の時点が異なることから、この金額が本公開買付けの買付価

格と異なることがあり得ます。 

 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、公開買付者を存続会社とし、当社を消滅会社と

する吸収合併を行うことを計画していますが、当該吸収合併の効力発生日までに行使されない新

株予約権は、会社法の規定に従い消滅することとなります。なお、かかる消滅に際して存続会社

たる買付者が当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する対価は現時点で未定です。 
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なお、公開買付者は、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いない

為、本公開買付けの結果、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の

株券は、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、当該基準に該当しない場合

でも、公開買付者は、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従い、当社を完全子会社化する

ことを予定しておりますので、その場合には当社の株券は上場廃止になります。上場廃止後は、

当社株券をジャスダック証券取引所において取引することはできません。 

 

(注) マネジメント・エンプロイー・バイアウト（MEBO）とは、一般的に、買収対象企業の経営

陣と従業員が一体となって、金融投資家と共同して対象企業株式等を買収する取引をいいます。 

 

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わる対応方針 

  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 

7． 公開買付者による買付け等の概要 

（1）対象者の概要 

① 商       号 株式会社明光商会 

② 事 業 内 容 シュレッダー・パウチ・ボイスコールの製造、販売 

③ 設 立 年 月 日  昭和34年６月2日 

④ 本 店 所 在 地  東京都千代田区五番町１番地１ 

⑤ 代 表者の役 職・氏名 代表取締役社長 藤島 暢夫 

⑥ 資 本 金  2,578,523千円（平成18年11月20日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率（平成18年11月20日現在） 

高木 英治 9.26% 

エイチエスビーシー ファンド サービシーズ クライアンツ  

アカウント 006 （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 3.25% 

高木 禮二 2.74% 

明光共栄会 2.65% 

㈱香川銀行 2.34% 

㈱ 三 井 住 友 銀 行                       2.26% 

㈱ 京 葉 銀 行                       1.98% 
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ザバンクオブニューヨークノントリニティー ジャスダック 

アカウント(常任代理人 東京三菱 UFJ カストディ事業部  )       1.88% 

高 木  昭 子                       1.75% 

（ 株 ） 愛 知 銀 行                       1.68%  

⑧ 買付者と対象者の関係等  

資本関係：明光商会株式を 100 株保有しています。 

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。 

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 23 日（金曜日）から平成 19 年４月 19 日（木曜日）まで（20 営業日） 

②対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

法第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者から買付等の期間（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、平成 19 年５月８日（火曜日）までとなります。 

 

（3）買付け等の価格  ① 普通株式   １株につき金 1,450 円 

 ②  新株予約権  １個につき   金１円 

 

(4)買付け等の価格の算定根拠等 

<１>算定の基礎 

① 株券 

公開買付者の株主であるジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合の無限責任組合員

であるジャフコは、平成19年１月頃から明光商会の事業内容等の調査を開始し、同年２月上旬

より明光商会の代表取締役社長である藤島暢夫氏と、明光商会が直面している経営課題、将来

の事業拡大の可能性や明光商会が直ちに取り組むべき事業構造改革の内容等について検討を

重ねてまいりました。明光商会が採りうる様々な経営の選択肢を検討し、その結果、明光商会

の持続的成長の維持にはMEBOの手法が 善であるとの判断に至りました。公開買付者は、明光

商会の市場株価の推移の状況・背景の精査をしたところ、平成19年３月20日までの過去６ヶ月

間のジャスダック証券取引所における売買価格の終値の 高値は1,391円、単純平均値は、

1,147円(小数点以下四捨五入)であるという結果を得ました。また、類似会社の平成19年３月

20日までの過去６ヶ月間の市場株価(単純平均値)評価を、株価収益率(PER)、純資産倍率(PBR)、
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EBITDA倍率の観点から分析したところ、PERで17～40.3倍、PBRで0.81～1.79倍、EBITDA倍率で

5.2～13.7倍という数値を得ました。明光商会の営業利益2,114百万円(平成18年５月決算期)に

減価償却108百万円(平成18年５月決算期)を加えたEBITDA2,222百万円、修正後当期純利益600

百万円(明光商会が平成19年3月22日開催の取締役会にて決議した平成19年5月期通期の業績予

想（当期純利益60百万円）に、明光商会の平成19年5月期第3四半期における特別損失額911百

万円の税効果（明光商会の実行税率40.69％）を考慮し、公開買付者が修正した数値)、純資産

額(平成18年11月中間期)16,055百万円など、明光商会の収益性、財務状況等の数値を基に株式

価値を算定したところ、１株当たりの評価額として、PERベースで620～1,470円、PBRベースで

814～1,799円、EBITDA倍率ベースで613～1,755円となり、3指標の共通レンジとして814～1,470

円という数値を得ました。さらに、明光商会の企業規模（売上高、利益額、総資産額）、成長

性（売上高成長率）、収益性（営業利益率、EBITDAマージン）などの財務指標の絶対水準およ

び類似会社との比較分析、明光商会の平成19年３月20日までの過去６ヶ月間のジャスダック証

券取引所における売買価格の終値の 高値（1,391円）を考慮した上で、本公開買付けの成立

確率を高めるために、平成19年３月22日開催の取締役会で本公開買付けの買付価格を１株当た

り1,450円とすることに決定いたしました。 

なお、本公開買付けの買付価格は、平成19年３月20日までの過去６ヶ月間のジャスダック証

券取引所における売買価格の終値の単純平均値1,147円(小数点以下四捨五入)に対して約

26.4％のプレミアムを加えた金額となります。 

②新株予約権証券 

 平成19年３月20日現在において、新株予約権について、１株あたりの行使価格は1,070円で

あり、本公開買付けの普通株式1株当たりの買付価格1,450円を380円下回っております。 

 しかしながら、当該新株予約権はストックオプションとして発行されたものであり、①新株

予約権の割当を受けた者が自己都合による退任・退職等により明光商会の役職員たる地位を失

った場合には権利を行使することができない、②新株予約権の質入れその他の処分は認めない、

旨の行使条件が付されております。そのため、公開買付者は、本公開買付けにより、当該新株

予約権を買付けたとしても、これを行使できないと解されることから、上記の通り、新株予約

権の買付価格を決定いたしました。 

 

<２>算定の経緯 

公開買付者の株主であるジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合の無限責任組合員

であるジャフコは、平成19年１月頃から明光商会の事業内容等の調査を開始し、同年２月上旬

より明光商会の代表取締役社長である藤島暢夫氏と、明光商会が直面している経営課題、将来

の事業拡大の可能性や明光商会が直ちに取り組むべき事業構造改革の内容等について検討を
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重ねてまいりました。 

明光商会が採りうる様々な経営の選択肢を検討し、その結果、明光商会の持続的成長の維持

にはMEBOの手法が 善であるとの判断に至りました。 

株券については、公開買付者は、明光商会の市場株価の推移の状況・背景の精査を精査した

ところ、平成19年３月20日までの過去６ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の

終値の 高値は1,391円、単純平均値は1,147円(小数点以下四捨五入)であるという結果を得ま

した。また、類似会社の平成19年３月20日までの過去６ヶ月間の市場株価(単純平均値)評価を、

株価収益率(PER)、純資産倍率(PBR)、EBITDA倍率の観点から分析したところ、PERで17～40.3

倍、PBRで0.81～1.79倍、EBITDA倍率で5.2～13.7倍という数値を得ました。明光商会の営業利

益2,114百万円(平成18年５月決算期)に減価償却108百万円(平成18年５月決算期)を加えた

EBITDA2,222百万円、修正後当期純利益600百万円(明光商会が平成19年3月22日開催の取締役会

にて決議した平成19年5月期通期の業績予想（当期純利益60百万円）に、明光商会の平成19年5

月期第3四半期における特別損失額911百万円の税効果（明光商会の実行税率40.69％）を考慮

し、公開買付者が修正した数値)、純資産額(平成18年11月中間期)16,055百万円など、明光商

会の収益性、財務状況等の数値を基に株式価値を算定したところ、１株当たりの評価額として、

PERベースで620～1,470円、PBRベースで814～1,799円、EBITDA倍率ベースで613～1,755円とな

り、3指標の共通レンジとして814～1,470円という数値を得ました。さらに、明光商会の企業

規模（売上高、利益額、総資産額）、成長性（売上高成長率）、収益性（営業利益率、EBITDAマ

ージン）などの財務指標の絶対水準および類似会社との比較分析、明光商会の平成19年３月20

日までの過去６ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の終値の 高値（1,391円）

を考慮した上で、本公開買付けの成立確率を高めるために、平成19年３月22日開催の取締役会

で本公開買付けの買付価格を１株当たり1,450円とすることに決定いたしました。 

また、新株予約権証券については、平成19年３月20日現在において、新株予約権について、

１株あたりの行使価格は1,070円であり、本公開買付けの普通株式1株当たりの買付価格1,450

円を380円下回っております。 

しかしながら、当該新株予約権はストックオプションとして発行されたものであり、①新株

予約権の割当を受けた者が自己都合による退任・退職等により明光商会の役職員たる地位を失

った場合には権利を行使することができない、②新株予約権の質入れその他の処分は認めない、

旨の行使条件が付されております。そのため、公開買付者は、本公開買付けにより、当該新株

予約権を買付けたとしても、これを行使できないと解されることから、上記の通り、新株予約

権の買付価格を決定いたしました。 

他方、対象者は社外監査役の意見も踏まえ、平成 19 年３月 22 日開催の取締役会において、本

公開買付けに対し賛同を表明する決議をしています。かかる賛同決議にあたって、対象者の取

締役会は、対象者の依頼に基づき対象者とは独立した第三者算定機関である PwC アドバイザリ
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ー株式会社が作成した対象者の株価評価書を参考として、本公開買付けにおける買付価格が妥

当な価格であると判断しております。また、対象者の取締役会は、法律事務所の法律意見書を

取得した上で、その内容を参考にしております。藤島暢夫氏は特別利害関係人としてかかる全

ての決議に参加しておりません。 

<３>算定機関との関係 

該当事項はありません 

 

（5）買付予定の株券等の数 

株券等種類 株式に換算した買付予定数 株式に換算した超過予定数 

株券 10,230,104 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 10,230,104 株 -株

（注１）応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数」（10,230,104株、以下「買付予定数」

といいます。）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（10,230,104株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを

行います。 

（注２）明光商会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。 

（注３）単元未満株式も本公開買付けの対象とします。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（以

下「機構」といいます。）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。）。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合

には、明光商会は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己株式を買い受けることが

あります。 

（注４）公開買付期間末日までに明光商会の新株予約権が行使される可能性がありますが、当

該行使により発行又は移転される株式も本公開買付けの対象としております。 

（注５）株券等のうち新株予約権については、新株予約権の発行要項に基づき、新株予約権１

個あたり100株として換算します。 

（注６）本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の数の 大の数は15,345,024株とな

ります。これは明光商会が平成19年２月20日に提出した第48期半期報告書に記載され

た平成18年11月20日現在の発行済株式数 16,000,156株から、届出書提出日現在におい

て公開買付者の所有する株式数 100株及び同半期報告書に記載された平成18年11月20
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日現在において明光商会の所有する自己株式1,115,832株を控除した株式数に、同半期

報告書に記載された平成19年1月31日現在の新株予約権4,608個が公開買付期間末日ま

でに行使されることにより、発行又は移転される可能性のある株式460,800株（平成19

年２月１日以降本届出書提出日までに新株予約権が行使されたことにより発行又は移

転された株式を含みます。）を加算したものです。 

 

(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株券等所有割合

0.00%)

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 個

  

（買付け等後における株券等所有割合

68.73%)買付予定の株券等に係る議決権の数 102,301 個

  

  

対象者の総株主の議決権の数 147,637 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 10,230,104

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、対象者が平成 19 年２月 20 日に提出した第 48 期半

期報告書に記載された平成 18 年 11 月 20 日時点における総株主の議決権の数（１単元の

株式数を 100 株として記載されたもの）です。ただし、本公開買付けにおいては、単元

未満株式及び対象者の新株予約権が公開買付期間末日までに権利行使されたことにより

発行又は移転された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、対象者が平成 19 年２月 20 日に提出した第 48 期半期報告書

に記載された平成 18 年 11 月 20 日時点における対象者の発行済株式総数（16,000,156

株）から対象者の保有する自己株式数（1,115,832 株）を控除した株式数に（14,884,324

株）に係る議決権数 148,843 個を、「対象者の総株主の議決権の数」として計算していま

す。 

（注３）「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」に占

める割合については、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（７）買付代金  14,833,650,800 円 

   （注）買付代金は、買付価格（1,450 円）で買付予定数（10,230,104 株）を買付けた場合の見



 

 

 

 
 

12

積額を記載しています。 

 

（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 

 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋 1丁目 9番１号 

②決済の開始日    平成 19 年 4 月 26 日（木曜日） 

（注）法 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、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、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

株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の指示により、決済の

開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の指定

した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

④株券等の返還方法 

後記「（9） その他買付け等の条件及び方法」の「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」又は「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」に記載の条件に基づき応募株券等を買付けないこととなった場合には、返還することが

必要な株券等は、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の指示により、決済の開始日(本

公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、応募株主等(外国人株主

の場合は常任代理人)への交付もしくは応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の住所へ

の郵送により返還するか、又は、当該株券等が応募の時点において公開買付代理人(もしくは

公開買付代理人を通じて機構)により保管されていた場合は、応募が行われた時の保管の状態

に戻します。 

 

（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（10,230,104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（10,230,104株）以上の場合は、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 



 

 

 

 
 

13

令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第２号、第３号イないしチ、第５号並び

に同条第２項第３号ないし第６号に定める事情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。本公開買付けの撤回等を行おうとする場合は、その撤回等の条件

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いたします。ただし、公開買付

期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、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 

法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に明光商会が令第13条第１項に定める

行為を行った場合には、買付け等の価格の引下げを府令第19条第１項の規定に定める基準に従い行

うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、当該価格の引下げの内容につ

き電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。ただし、公開買付期間末日までに公

告を行うことが困難である場合は、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。買付け等の価格の引下げがなされた場合、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 15 時 30 分までに公開買付代理人

の本店又は全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解

除を行う旨の書面（解除書面）を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書

面が公開買付期間末日の 15 時 30 分まで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があった場合においても、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 

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いたします。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難で

ある場合は、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。  

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
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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。ただし、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方法により訂正します。 

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、米国内においても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も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、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、も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米国においてもしく

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。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)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。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。

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

おいても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。

買付けも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

の他の州際通商も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。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はない

こと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成 19 年 3 月 23 日 

 

（11）公開買付代理人 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 
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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 

公開買付者の実質的な意思決定者であるジャフコは、対象者の代表取締役社長である藤島暢

夫氏との間で、平成19年３月22日付で、藤島暢夫氏が保有する対象者の株式すべてについて本

公開買付けに応募すること及び本公開買付け後の対象者の運営及び株式の取扱いに関して、主

に以下の内容のMEBO契約を締結しております。 

① 本公開買付けが成立した場合、藤島暢夫氏及びジャフコファンドが協議により定める期間内に、

ジャフコファンドは、藤島暢夫氏に対し、ジャフコファンド及び藤島暢夫氏の合意により定め

る数の公開買付者又は公開買付者を存続会社とし対象者を消滅会社とする吸収合併後の存続

会社（以下「新対象者」という。）の株式を、当該譲渡日の直近において、公開買付者がジャ

フコファンドらに対して行った普通株式の増資に係る1株当たりの引受価額（以下「本件譲渡

価額」という。）を1株当たりの譲渡価額として、譲渡すること。 

② 本公開買付けが成立した場合、藤島暢夫氏は、原則として藤島暢夫氏及びジャフコファンドが

協議により定める期間内に、藤島暢夫氏が指名した当初の取締役並びに別途藤島暢夫氏及びジ

ャフコファンドが合意により定める者をして、(i)当該譲渡が本公開買付けの決済日から6ヶ月

以内に実行される場合には本件譲渡価額、(ii)当該譲渡が本公開買付けの決済日から6ヶ月経

過後に実行される場合には本件譲渡価額と、譲渡日時点において適用される短期プライムレー

トに基づく本公開買付けの決済日から譲渡日までの期間に係る利息相当額（1年を365日とする

日割り計算によるものとし、また、1円未満は切り捨てるものとする。）の合計額を1株当たり

の譲渡価額として、ジャフコファンドから新対象者の株式を買い受けさせること。 

③ ジャフコファンドら及び藤島暢夫氏は、新対象者（そのグループ会社を含む。）の役職員のモ

チベーション向上及び企業価値の 大化のため、新対象者（そのグループ会社を含む。）の役

職員に対するストックオプションの導入を検討すること。ただし、発行される新株予約権に基

づき交付される普通株式数の合計数は、 大で新対象者のかかる新株予約権の発行前の発行済

普通株式の総数の5%に相当する数を上限とすること。 

④ 対象者の役員に関し、ジャフコファンドが、本公開買付け後、対象者の取締役及び監査役の候

補者をそれぞれ１名指名することができ、その他の対象者の取締役及び監査役の候補者はすべ

て藤島暢夫氏が指名すること、並びに藤島暢夫氏は、本公開買付け成立後も原則として対象者

の代表取締役社長に留まること。 

⑤ その他対象者のガバナンスについて、一定の重要な事項についてジャフコファンドの事前承認

を要すること。 

⑥ 対象者が公開買付者の完全子会社となった後、対象者及びその一部の子会社が買収ローンの連

帯保証人となり、また対象者及びその一部の子会社の一定の資産を買収ローンの担保に供する

と共に、事業上その所有を必ずしも必要としないと認められる資産を売却し、かかる売却代金

を買収ローンの弁済に充てること。 
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⑦ 藤島暢夫氏及びジャフコファンドは、原則として、上記２)及び３)に基づき公開買付者又は新

対象者の株式を譲り受けた者及び新株予約権に基づき交付される株式を保有する者が保有す

る公開買付者又は新対象者の普通株式の合計数と、ジャフコファンドが保有する公開買付者又

は新対象者の普通株式の合計数との比率を４：６とすること。 

⑧ 原則として、上記②及び③に基づき公開買付者又は新対象者の株式を譲り受けた者及び新株予

約権に基づき交付される株式を保有する者が、その意思のみに基づき賛否を決することができ

る公開買付者又は新対象者の議決権の合計数（以下「経営陣側議決権数」という。）と、ジャ

フコファンドがその意思のみに基づき賛否を決することができる公開買付者又は新対象者の

議決権の合計数（以下「ファンド側議決権数」という。）とを同一とすること。また、原則と

して経営陣側議決権数とファンド側議決権数を同一とするために必要な範囲で、ファンド側保

有普通株式に係る議決権の一部の行使を藤島暢夫氏に全面的に委任すること、及びかかる委任

を解約する権利をジャフコファンドが放棄すること。 

⑨藤島暢夫氏が保有する公開買付者又は新対象者の株式（以下「藤島氏保有株式」という。）につ

いて、(i)藤島暢夫氏がその藤島氏保有株式を譲渡する場合には、ジャフコファンドは当該藤

島氏保有株式につき先買権及び譲渡参加請求権を保有し、かつ、(ii)新対象者事業計画におけ

る財務数値が一定数を下回った場合等には、ジャフコファンドは、藤島氏保有株式につき、共

同売却権及び買取権を保有すること。 

 

対象者は、昭和34年の設立以来、事業者向け事務機器販売業を営んでおり、対象者が日本で

初に開発した文書の細断機は、「MSシュレッダー」の商品名で広く知られております。MSシュレ

ッダーは、安全性はもちろんのこと、静粛性、堅牢性、低消費電力等のオフィス機器としての基

本的な要件を十分に満たすことを主眼に置いて開発されてきたことに加えて、創業者の営業に対

する卓越した発想とカリスマ的な強い指導力に支えられて、技術面、性能面における高い優位性

を確立しており、中・大型機、高機能機を中心に、国内では80％弱という高いマーケットシェア

を占めるまでに至っております。 

しかしながら、シュレッダー市場は個人情報保護法の影響による急激な市場拡大の終焉ととも

に、前例のない大きな構造変化に直面しております。すなわち、高度な機密処理に対する要請の

高まりを背景に、官公庁及び金融機関等の機密情報管理の必要性がより高い従来の主要顧客層か

らの高性能・高機能機種に対するニーズはますます強くなっていく反面、個人情報保護法を契機

に、その他の一般企業及び個人等の新たな顧客層が、より低価格な汎用機種を買い求めた結果、

新たに汎用機種セグメントが形成されつつあります。 

対象者は事業のほぼ7割をシュレッダーに依存する体質であるだけに、この市場構造の変化か

ら受ける影響は他社以上に大きいものがあります。したがって対象者が、引き続き業界のトップ

企業としての立場を堅持しつつ、将来に向って持続的な成長を続けていくためには、官公庁や金

融機関等、従来の主要顧客に対して処理精度・処理スピード等の面で一段と技術集約度の高い商
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品を、その一方で新しく登場した一般企業及び個人等の顧客層に対しては、高い安全性に加えて

強い価格競争力を持つ商品を、併せ提供できる体制を早急に確立することが喫緊の課題となって

おります。 

この課題を実現するために、対象者は、これまでに増して技術開発に高いウェイトをかけた資

源配分に努め技術・性能面で高い優位性を確立する一方で、変貌する市場の要請に応えうる効率

的な販売体制の整備・再構築が何よりも肝要であります。しかしながら、対象者には強い個性を

有した創業者の影響が強く残っており、これが対象者を当業界のトップ企業に育て上げてきた反

面、新しい市場の要請に応えうる経営の体質改善を進めていく上での障害となり始めてきたこと

もまた事実であります。 

特に、対象者が構築した直販、販社、代理店という三重構造で、特に代理店の力に頼った販売

体制は、さしたる競合者がなく、先発企業としての優位性を十二分に発揮できた時代には極めて

有効に働いてまいりました。しかしながら、マーケットの裾野が著しく拡大し、競合者の参入も

増えてきた現在では、販売コストの高さを主因として、従来とは逆に対象者のウィークポイント

に変貌しつつあります。それだけに、ここで代理店の総見直しを実施するとともに、対象者販売

部門ならび販社の顧客への直販体制を1日も早く再編成していかなければなりません。 

また、永年、創業者の強い指示と指導力のみをよりどころとしてきた社員や販社を、主体的に

考え、行動する集団に早急に育て上げていくことも重要な課題であります。藤島暢夫氏が社長に

就任して以来、同氏の有する危機感を理解し、同調する社員が増えてきておりますが、まだ十分

な状況とはいえません。対象者の社員構成は、中核社員が極端に少ないという人員構成となって

おり、日常の業務運営は若手社員を積極的に登用する必要に迫られております。それだけに思い

切った組織・体制の改革と人事の一新を断行し、対象者役員と社員が強い危機感を共有し、持続

的な成長の実現という同じ目的の達成に向けて邁進する組織体制を、一日も早く整備・確立する

必要があると考えております。また、これは有意の社員や販社経営者から強く要請を受けている

点でもあります。 

また、対象者の現在の海外展開は十分といえる状況ではなく、更なる海外での事業展開は経営

課題の一つと考えております。特に米国は日本の約10倍の市場規模を持つと認識しており、米国

への本格進出は海外展開の重要なステップであります。その一環として新たに現地子会社のUSA

明光を設立し、米国市場での事業拡大を図りつつありますが、米国は対象者にとって未開発かつ

未知の市場である為、今後の更なる展開の為に限られた経営資源の優先的配分が必要になると見

込まれます。 

さらには、対象者は、シュレッダーに過度に依存した体質の早期改善を図るべく、新しい事業

の開発も実施してまいります。 

以上述べたような国内及び海外市場の今後の動向と、それらの市場で事業拡大を果たす為の要

件を踏まえると、販売網の再構築、役員、従業員も含めた意識改革、そして未開発の市場への経

営資源の配分、さらには新規事業の開発という抜本的な施策を伴う事業構造改革が必要になりま
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す。これらの事業構造改革を一気に推し進めることは、対象者が一時的な業績下降局面にさらさ

れるリスクを内包しています。しかしながら、一時的な性格のものとはいえ、業績の下降を避け

ていたのでは、これらの事業構造改革の早期実現は不可能であります。 

そこで、対象者の代表取締役である藤島暢夫氏は、役員及び従業員の全員が強い危機意識を共

有し、一丸となって事業構造の抜本的な改革に取り組むためには、マネジメント・エンプロイー・

バイアウト(MEBO)による株式の非公開化を実施し、中核的な株主の下で事業構造の再編成に取り

組んでいくことが 善の経営戦略であると、判断いたしました。 

なお、対象者は社外監査役の意見も踏まえ、平成19年３月22日開催の取締役会において、本公

開買付けに対し賛同を表明する決議をしています。かかる賛同決議にあたっては、対象者の取締

役会は、対象者とは独立した第三者算定機関であるPwCアドバイザリー株式会社が作成した対象

者の株価評価書を取得しております。藤島暢夫氏は、特別利害関係人としてかかる全ての決議に

参加しておりません。また、対象者の取締役会は、法律事務所の法律意見書を徴した上で、その

内容を参考にしております。また、かかる賛同決議の行われた取締役会には、社外監査役を含む

対象者監査役全員が出席し、いずれの監査役も対象者取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意

見を表明することに賛成する旨の意見を述べています。 

 

(2) 投資者が買付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 

①公開買付者は、本公開買付け及びその後の一連の手続により、対象者を完全子会社化する

予定です。したがって、本公開買付けにおいては取得する株式数の上限を設定しておらず、

本公開買付けの結果次第では、対象者株式はジャスダック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。 

②対象者は、平成19年３月22日開催の取締役会において、本公開買付けの成否にかかわらず、

①平成19年１月10日に発表いたしました、対象者「平成19年５月期中間決算短信」に記載の

平成19年５月期通期の業績予想を下方修正すること、及び、②平成19年５月20日の 終の株

主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対する期末配当を行わないこ

とをそれぞれ決議しております。 

 

  

※添付資料：「株式会社明光商会に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

（株式会社 MSJ ホールディングスによる当社株式の買付け等の概要） 

以上 
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平成 19 年３月 22 日 

各 位 

 

会社名      株式会社ジャフコ 

代表者   取締役社長 伊藤 俊明 

コード番号   8595  東証第一部 

問合せ先    広報部長 池田 明霞 

電話番号       03-5223-7073 

 

 

 

株式会社明光商会株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

当社が直接または 100％子会社を通じて運営する投資事業組合等が 100%出資する、株式会社Ｍ

ＳＪホールディングス（東京都千代田区丸の内一丁目 8番 2号 代表者 加納恒典 ）（以下、「公

開買付者」といいます。）は、本日開催の取締役会において、株式会社明光商会（コード番号：

9858 ジャスダック、以下「明光商会または対象者」といいます。）の株式を公開買付け（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、下記の通りお知

らせいたします。 

なお、本決議は、本公開買付けが成立した場合には、その後公開買付者が株式交換によって明

光商会を 100％子会社化する予定であること、及びその後明光商会株式が上場廃止となる予定で

あることを前提としております。 

 

記 

 

1.買付け等の目的 

① 本公開買付けの概要 

公開買付者は、東京証券取引所市場第一部上場企業である株式会社ジャフコ(証券コード8595、



 

 

 

 
 

20

以下「ジャフコ」といいます。)が運営するジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合及

びジャフコの100％子会社が運営するJAFCO Buyout No.2 Investment Limited Partnership 

(Cayman) L.P.(以下、２ファンドを総称して「ジャフコファンド」といいます。)が100％出資

する株式会社であり、買収目的会社であります。 

ジャフコファンドは、日本国内の優良中堅企業を対象とした投資活動を行うことを目的とし

て、平成16年２月に設立された投資事業有限責任組合等であり、日本国内及び海外の機関投資

家より総額500億円の出資のコミットメントを受けて設立されたものであります。ジャフコファ

ンドはジャフコがベンチャーキャピタルとして蓄積した投資ノウハウ及び企業育成ノウハウを

導入して、直接または100％子会社を通じて運営されております。 

公開買付者は、対象者の自己株式を除く発行済株式の全て(公開買付期間末日までに新株予約

権が行使される可能性があり、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付け

の対象としております。)及び発行済の新株予約権の全てを取得することを目的として本公開買

付けを実施するものであります。 

 

② 本公開買付けを実施する背景及び実施する理由並びに本公開買付け後の経営方針等 

対象者は、昭和34年の設立以来、事業者向け事務機器販売業を営んでおり、対象者が日本で

初に開発した文書の細断機は、「MSシュレッダー」の商品名で広く知られております。MSシュ

レッダーは、安全性はもちろんのこと、静粛性、堅牢性、低消費電力等のオフィス機器として

の基本的な要件を十分に満たすことを主眼に置いて開発されてきたことに加えて、創業者の営

業に対する卓越した発想とカリスマ的な強い指導力に支えられて、技術面、性能面における高

い優位性を確立しており、中・大型機、高機能機を中心に、国内では80％弱という高いマーケ

ットシェアを占めるまでに至っております。 

しかしながら、シュレッダー市場は個人情報保護法の影響による急激な市場拡大の終焉とと

もに、前例のない大きな構造変化に直面しております。すなわち、高度な機密処理に対する要

請の高まりを背景に、官公庁及び金融機関等の機密情報管理の必要性がより高い従来の主要顧

客層からの高性能・高機能機種に対するニーズはますます強くなっていく反面、個人情報保護

法を契機に、その他の一般企業及び個人等の新たな顧客層が、より低価格な汎用機種を買い求

めた結果、新たに汎用機種セグメントが形成されつつあります。 

対象者は事業のほぼ７割をシュレッダーに依存する体質であるだけに、この市場構造の変化

から受ける影響は他社以上に大きいものがあります。したがって対象者が、引き続き業界のト

ップ企業としての立場を堅持しつつ、将来に向って持続的な成長を続けていくためには、官公

庁や金融機関等、従来の主要顧客に対して処理精度・処理スピード等の面で一段と技術集約度

の高い商品を、その一方で新しく登場した一般企業及び個人等の顧客層に対しては、高い安全

性に加えて強い価格競争力を持つ商品を、併せ提供できる体制を早急に確立することが喫緊の

課題となっております。 



 

 

 

 
 

21

この課題を実現するために、対象者は、これまでに増して技術開発に高いウェイトをかけた

資源配分に努め技術・性能面で高い優位性を確立する一方で、変貌する市場の要請に応えうる

効率的な販売体制の整備・再構築が何よりも肝要であります。しかしながら、対象者には強い

個性を有した創業者の影響が強く残っており、これが対象者を当業界のトップ企業に育て上げ

てきた反面、新しい市場の要請に応えうる経営の体質改善を進めていく上での障害となり始め

てきたこともまた事実であります。 

特に、創業者が構築した直販、販社、代理店という三重構造で、特に代理店の力に頼った販

売体制は、さしたる競合者がなく、先発企業としての優位性を十二分に発揮できた時代には極

めて有効に働いてまいりました。しかしながら、マーケットの裾野が著しく拡大し、競合者の

参入も増えてきた現在では、販売コストの高さを主因として、従来とは逆に対象者のウィーク

ポイントに変貌しつつあります。それだけに、ここで代理店の総見直しを実施するとともに、

対象者販売部門ならび販社の顧客への直販体制を１日も早く再編成していかなければなりませ

ん。 

また、永年、創業者の強い指示と指導力のみをよりどころとしてきた社員や販社を、主体的

に考え、行動する集団に早急に育て上げていくことも重要な課題であります。藤島暢夫氏が社

長に就任して以来、同氏の有する危機感を理解し、同調する社員が増えてきておりますが、ま

だ十分な状況とはいえません。対象者の社員構成は、中核社員が極端に少ないという人員構成

となっており、日常の業務運営は若手社員を積極的に登用する必要に迫られております。それ

だけに思い切った組織・体制の改革と人事の一新を断行し、対象者役員と社員が強い危機感を

共有し、持続的な成長の実現という同じ目的の達成に向けて邁進する組織体制を、一日も早く

整備・確立する必要があると考えております。また、これは有意の社員や販社経営者から強く

要請を受けている点でもあります。 

また、対象者の現在の海外展開は十分といえる状況ではなく、更なる海外での事業展開は経

営課題の一つと考えております。特に米国は日本の約10倍の市場規模を持つと認識しており、

米国への本格進出は海外展開の重要なステップであります。その一環として新たに現地子会社

のUSA明光を設立し、米国市場での事業拡大を図りつつありますが、米国は対象者にとって未開

発かつ未知の市場である為、今後の更なる展開の為に限られた経営資源の優先的配分が必要に

なると見込まれます。 

さらには、対象者は、シュレッダーに過度に依存した体質の早期改善を図るべく、新しい事

業の開発も実施してまいります。 

以上述べたような国内及び海外市場の今後の動向と、それらの市場で事業拡大を果たす為の

要件を踏まえると、販売網の再構築、役員、従業員も含めた意識改革、そして未開発の市場へ

の経営資源の配分、さらには新規事業の開発という抜本的な施策を伴う事業構造改革が必要に

なります。これらの事業構造改革を一気に推し進めることは、対象者が一時的な業績下降局面

にさらされるリスクを内包しています。しかしながら、一時的な性格のものとはいえ、業績の
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下降を避けていたのでは、これらの事業構造改革の早期実現は不可能であります。 

そこで、対象者の代表取締役である藤島暢夫氏は、役員及び従業員の全員が強い危機意識を

共有し、一丸となって事業構造の抜本的な改革に取り組むためには、マネジメント・エンプロ

イー・バイアウト(MEBO)(注)による株式の非公開化を実施し、中核的な株主の下で事業構造の

再編成に取り組んでいくことが 善の経営戦略であると判断いたしました。 

 

MEBO契約の概要は以下のとおりです。 

まず、藤島暢夫氏(所有株式数割合約0.05％)は、同氏が所有する対象者株式全てについて本

公開買付けに応募する旨規定しております。また、MEBO契約の規定に基づき、本公開買付けが

成立した場合において、藤島暢夫氏は、公開買付者に資本参加する予定であり、公開買付者は、

他の対象者経営陣と一定の対象者従業員に対しても、公開買付者への出資を呼びかける予定で

す。 

本公開買付け後の経営体制については、藤島暢夫氏は、本公開買付け完了後も引き続き対象

者の代表取締役社長に留まること、また、ジャフコファンドが、本公開買付け後、対象者の取

締役及び監査役の候補者をそれぞれ１名指名し、その他の対象者の取締役及び監査役の候補者

はすべて藤島暢夫氏が指名することを予定しております。 

ジャフコファンドを直接または100％子会社を通じて運営管理しているジャフコは、上記役員

派遣等を通じて、ベンチャーキャピタルとして蓄積した企業育成ノウハウを 大限に活用し、

対象者経営陣と対象者従業員とともに、組織改革や販売体制の再構築、海外市場の更なる開拓

及び新規成長分野への投資といった収益、組織構造の変革を進めて行くことを企図しておりま

す。また、事業上その所有を必ずしも必要としないと認められる資産の売却等による本業への

集中を図る予定です。ジャフコは、これらの諸施策をもって、対象者の企業価値向上に貢献し

てまいります。 

公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を調達するため、住友信託銀行株式会

社から 大で195億円を借り入れる予定です(以下「買収ローン」といいます。)。対象者が公開

買付者の完全子会社となった後、対象者及びその一部の子会社が買収ローンの連帯保証人とな

り、対象者及びその一部の子会社の一定の資産を買収ローンの担保に供する予定です。なお、

対象者が公開買付者の完全子会社となった後、対象者において、事業上その所有を必ずしも必

要としないと認められる資産を売却し、かかる売却代金を買収ローンの弁済に充てる予定です。 

なお、対象者は社外監査役の意見も踏まえ、平成19年３月22日開催の取締役会において、本

公開買付けに対し賛同を表明する決議をしています。かかる賛同決議にあたって、対象者の取

締役会は、対象者の依頼に基づき対象者とは独立した第三者算定機関であるPWCアドバイザリー

株式会社が作成した対象者の株価評価書を参考として、本公開買付けにおける買付価格が妥当

な価格であると判断しております。また、対象者の取締役会は、法律事務所の法律意見書を取

得した上で、その内容を参考にしております。藤島暢夫氏は特別利害関係人としてかかる全て
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の決議に参加しておりません。また、かかる賛同決議の行われた取締役会には、社外監査役を

含む対象者監査役全員が出席し、いずれの監査役も対象者取締役会が本公開買付けに賛同する

旨の意見を表明することに賛成する旨の意見を述べています。 

なお、対象者は、上記取締役会において、本公開買付けの成否にかかわらず、①平成19年１

月10日に発表いたしました、対象者「平成19年５月期中間決算短信」に記載の平成19年５月期

通期の業績予想を下方修正すること、及び、②平成19年５月20日の 終の株主名簿に記載また

は記録された株主または登録株式質権者に対する期末配当を行わないことをそれぞれ決議して

おります。 

 

③ 本公開買付け後の組織再編等の方針 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は対象者の発行済株式総数(自己株式を除きます。)

の３分の２以上の株式を取得することになりますが、本公開買付けで対象者の自己株式を除い

た全株式を取得できなかった場合には、公開買付者は、以下の方法により、対象者を100％子会

社化し、これらの手続を行った後、公開買付者を存続会社とし、対象者を消滅会社とする吸収

合併を計画しています。 

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、本公開買付けの決済日以降の日

を基準日として、①対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②対象者の

発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③対象者の当該株式の全部取得と引

換えに別個の対象者株式を交付すること、以上①ないし③を付議議案に含む株主総会の開催を

対象者に要請する意向を有しており、対象者はかかる要請に応じて株主総会を開催することを

検討しております。公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には対象者の総議決権の３分

の２以上を保有することになる予定であり、上記の株主総会において上記各議案に賛成する予

定です。上記各手続が実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式は全部取得条項

が付された上で、全て対象者に取得されることとなり、対象者の株主には当該取得の対価とし

て別個の対象者株式が交付されることとなりますが、対象者の株主で交付されるべき当該対象

者株式の数が１株に満たない端数となる株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数の合計

数を売却することによって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計

数の売却価格については、本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定ですが、算定の

時点が異なることから、この金額が本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。また、

全部取得条項が付された対象者の普通株式の取得の対価として交付する対象者株式の数は届出

書提出日現在未定でありますが、対象者が公開買付者の100％子会社となるよう、本公開買付け

に応募されなかった公開買付者以外の対象者の株主に対し交付しなければならない対象者株式

の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定であります。 

上記①ないし③の手続きに関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、

(i)上記②の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、会社法第116条及
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び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有する株式の買取請求を行うことがで

きる旨が定められており、また、(ii)上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が株主

総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、当該株式

の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。なお、これらの(i)

又は(ii)の方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、 終的には裁判所が判断するこ

とになるため、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求

又は申立てを行うにあたっては、その必要手続等に関しては株主各位において自らの責任にて

確認され、ご判断いただくこととなります。 

なお、①対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、②対象者の発行する全ての

普通株式に全部取得条項を付し、③当該株式の全部取得と引換えに別個の対象者株式を交付す

るという上記方法については、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後

の公開買付者の株式所有割合及び公開買付者以外の対象者株主の対象者の株式の保有状況等に

よって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があります。ただし、その場合

でも、公開買付者以外の対象者の株主に対しては、 終的に現金を交付する方法の採用を予定

しております。この場合における当該対象者株主に交付する金銭の額についても、本公開買付

けの買付価格を基準として算定する予定ですが、算定の時期が異なることから、この金額が本

公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。 

なお、本公開買付けは、上記株主総会における対象者の株主の賛同を勧誘するものでは一切

ありません。また、上記の各手続における税務上の取扱については、株主各位により税務専門

家にご確認下さい。 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、公開買付者を存続会社とし、対象者を消滅会

社とする吸収合併を行うことを計画していますが、当該吸収合併の効力発生日までに行使され

ない新株予約権は、会社法の規定に従い消滅することとなります。なお、かかる消滅に際して

存続会社たる公開買付者が当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する対価は現時点で未

定です。 

 

④ 上場廃止となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由 

公開買付者は、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いないため、

本公開買付けの結果、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、対象者の

株券は、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、当該基準に該当しない場

合でも、公開買付者は、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従い、対象者を完全子会社

化することを予定しておりますので、その場合には対象者の株券は上場廃止になります。上場

廃止後は、対象者株券をジャスダック証券取引所において取引することはできません。 

 

(注) マネジメント・エンプロイー・バイアウト(MEBO)とは、一般的に、買収対象企業の経営陣
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と従業員が一体となって、金融投資家と共同して対象企業株式等を買収する取引をいいま

す。 

 

 

2.買付け等の概要 

（1）対象者の概要 

① 商       号 株式会社明光商会 

② 事 業 内 容 シュレッダー・パウチ・ボイスコールの製造、販      

                   売 

③ 設 立 年 月 日 昭和34年６月2日 

④ 本 店 所 在 地 東京都千代田区五番町１番地１ 

⑤ 代 表者の役 職・氏名 代表取締役社長 藤島 暢夫 

⑥ 資 本 金 2,578,523千円（平成18年11月20日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率（平成18年11月20日現在） 

高木 英治 9.26% 

エイチエスビーシー ファンド サービシーズ クライアンツ  

アカウント 006 （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 3.25% 

高木 禮二 2.74% 

明光共栄会 2.65% 

㈱香川銀行 2.34% 

㈱三井住友銀行                               2.26% 

㈱京葉銀行                                   1.98% 

ザバンクオブニューヨークノントリニティー ジャスダック 

アカウント(常任代理人 東京三菱 UFJ カストディ事業部  )       1.88% 

高木 昭子                                   1.75% 

（株）愛知銀行                               1.68%  

 

⑧ 買付者と対象者の関係等  

資本関係：明光商会株式を 100 株保有しています。 

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。 

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 23 日（金曜日）から平成 19 年４月 19 日（木曜日）まで（20 営業日） 
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②対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

法第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者から買付等の期間（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、平成 19 年５月８日（火曜日）までとなります。 

 

 

（3）買付け等の価格 ①   普通株式   １株につき金 1,450 円 

 ②     新株予約権  １個につき   金１円 

 

(4)買付け等の価格の算定根拠等 

<１>算定の基礎 

① 株券 

公開買付者の株主であるジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合の無限責任組合員

であるジャフコは、平成19年１月頃から明光商会の事業内容等の調査を開始し、同年２月上旬

より明光商会の代表取締役社長である藤島暢夫氏と、明光商会が直面している経営課題、将来

の事業拡大の可能性や明光商会が直ちに取り組むべき事業構造改革の内容等について検討を

重ねてまいりました。明光商会が採りうる様々な経営の選択肢を検討し、その結果、明光商会

の持続的成長の維持にはMEBOの手法が 善であるとの判断に至りました。公開買付者は、明光

商会の市場株価の推移の状況・背景の精査をしたところ、平成19年３月20日までの過去６ヶ月

間のジャスダック証券取引所における売買価格の終値の 高値は1,391円、単純平均値は、

1,147円(小数点以下四捨五入)であるという結果を得ました。また、類似会社の平成19年３月

20日までの過去６ヶ月間の市場株価(単純平均値)評価を、株価収益率(PER)、純資産倍率(PBR)、

EBITDA倍率の観点から分析したところ、PERで17～40.3倍、PBRで0.81～1.79倍、EBITDA倍率で

5.2～13.7倍という数値を得ました。明光商会の営業利益2,114百万円(平成18年５月決算期)に

減価償却108百万円(平成18年５月決算期)を加えたEBITDA2,222百万円、修正後当期純利益600

百万円(明光商会が平成19年3月22日開催の取締役会にて決議した平成19年5月期通期の業績予

想（当期純利益60百万円）に、明光商会の平成19年5月期第3四半期における特別損失額911百

万円の税効果（明光商会の実行税率40.69％）を考慮し、公開買付者が修正した数値)、純資産

額(平成18年11月中間期)16,055百万円など、明光商会の収益性、財務状況等の数値を基に株式

価値を算定したところ、１株当たりの評価額として、PERベースで620～1,470円、PBRベースで

814～1,799円、EBITDA倍率ベースで613～1,755円となり、3指標の共通レンジとして814～1,470
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円という数値を得ました。さらに、明光商会の企業規模（売上高、利益額、総資産額）、成長

性（売上高成長率）、収益性（営業利益率、EBITDAマージン）などの財務指標の絶対水準およ

び類似会社との比較分析、明光商会の平成19年３月20日までの過去６ヶ月間のジャスダック証

券取引所における売買価格の終値の 高値（1,391円）を考慮した上で、本公開買付けの成立

確率を高めるために、平成19年３月22日開催の取締役会で本公開買付けの買付価格を１株当た

り1,450円とすることに決定いたしました。 

なお、本公開買付けの買付価格は、平成19年３月20日までの過去６ヶ月間のジャスダック証

券取引所における売買価格の終値の単純平均値1,147円(小数点以下四捨五入)に対して約

26.4％のプレミアムを加えた金額となります。 

②新株予約権証券 

 平成19年３月20日現在において、新株予約権について、１株あたりの行使価格は1,070円で

あり、本公開買付けの普通株式1株当たりの買付価格1,450円を380円下回っております。 

 しかしながら、当該新株予約権はストックオプションとして発行されたものであり、①新株

予約権の割当を受けた者が自己都合による退任・退職等により明光商会の役職員たる地位を失

った場合には権利を行使することができない、②新株予約権の質入れその他の処分は認めない、

旨の行使条件が付されております。そのため、公開買付者は、本公開買付けにより、当該新株

予約権を買付けたとしても、これを行使できないと解されることから、上記の通り、新株予約

権の買付価格を決定いたしました。 

 

<２>算定の経緯 

公開買付者の株主であるジャフコ・バイアウト２号投資事業有限責任組合の無限責任組合員

であるジャフコは、平成19年１月頃から明光商会の事業内容等の調査を開始し、同年２月上旬

より明光商会の代表取締役社長である藤島暢夫氏と、明光商会が直面している経営課題、将来

の事業拡大の可能性や明光商会が直ちに取り組むべき事業構造改革の内容等について検討を

重ねてまいりました。 

明光商会が採りうる様々な経営の選択肢を検討し、その結果、明光商会の持続的成長の維持

にはMEBOの手法が 善であるとの判断に至りました。 

株券については、公開買付者は、明光商会の市場株価の推移の状況・背景の精査を精査した

ところ、平成19年３月20日までの過去６ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の

終値の 高値は1,391円、単純平均値は1,147円(小数点以下四捨五入)であるという結果を得ま

した。また、類似会社の平成19年３月20日までの過去６ヶ月間の市場株価(単純平均値)評価を、

株価収益率(PER)、純資産倍率(PBR)、EBITDA倍率の観点から分析したところ、PERで17～40.3

倍、PBRで0.81～1.79倍、EBITDA倍率で5.2～13.7倍という数値を得ました。明光商会の営業利
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益2,114百万円(平成18年５月決算期)に減価償却108百万円(平成18年５月決算期)を加えた

EBITDA2,222百万円、修正後当期純利益600百万円(明光商会が平成19年3月22日開催の取締役会

にて決議した平成19年5月期通期の業績予想（当期純利益60百万円）に、明光商会の平成19年5

月期第3四半期における特別損失額911百万円の税効果（明光商会の実行税率40.69％）を考慮

し、公開買付者が修正した数値)、純資産額(平成18年11月中間期)16,055百万円など、明光商

会の収益性、財務状況等の数値を基に株式価値を算定したところ、１株当たりの評価額として、

PERベースで620～1,470円、PBRベースで814～1,799円、EBITDA倍率ベースで613～1,755円とな

り、3指標の共通レンジとして814～1,470円という数値を得ました。さらに、明光商会の企業

規模（売上高、利益額、総資産額）、成長性（売上高成長率）、収益性（営業利益率、EBITDAマ

ージン）などの財務指標の絶対水準および類似会社との比較分析、明光商会の平成19年３月20

日までの過去６ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の終値の 高値（1,391円）

を考慮した上で、本公開買付けの成立確率を高めるために、平成19年３月22日開催の取締役会

で本公開買付けの買付価格を１株当たり1,450円とすることに決定いたしました。 

また、新株予約権証券については、平成19年３月20日現在において、新株予約権について、

１株あたりの行使価格は1,070円であり、本公開買付けの普通株式1株当たりの買付価格1,450

円を380円下回っております。 

しかしながら、当該新株予約権はストックオプションとして発行されたものであり、①新株

予約権の割当を受けた者が自己都合による退任・退職等により明光商会の役職員たる地位を失

った場合には権利を行使することができない、②新株予約権の質入れその他の処分は認めない、

旨の行使条件が付されております。そのため、公開買付者は、本公開買付けにより、当該新株

予約権を買付けたとしても、これを行使できないと解されることから、上記の通り、新株予約

権の買付価格を決定いたしました。 

他方、対象者は社外監査役の意見も踏まえ、平成 19 年３月 22 日開催の取締役会において、本

公開買付けに対し賛同を表明する決議をしています。かかる賛同決議にあたって、対象者の取

締役会は、対象者の依頼に基づき対象者とは独立した第三者算定機関である PwC アドバイザリ

ー株式会社が作成した対象者の株価評価書を参考として、本公開買付けにおける買付価格が妥

当な価格であると判断しております。また、対象者の取締役会は、法律事務所の法律意見書を

取得した上で、その内容を参考にしております。藤島暢夫氏は特別利害関係人としてかかる全

ての決議に参加しておりません。 

 

<３>算定機関との関係 

該当事項はありません。 
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（5）買付予定の株券等の数 

株券等種類 株式に換算した買付予定数 株式に換算した超過予定数 

株券 10,230,104 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 10,230,104 株 -株

（注１）応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数」（10,230,104株、以下「買付予定数」

といいます。）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（10,230,104株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを

行います。 

（注２）明光商会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。 

（注３）単元未満株式も本公開買付けの対象とします。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（以

下「機構」といいます。）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。）。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合

には、明光商会は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己株式を買い受けることが

あります。 

（注４）公開買付期間末日までに明光商会の新株予約権が行使される可能性がありますが、当

該行使により発行又は移転される株式も本公開買付けの対象としております。 

（注５）株券等のうち新株予約権については、新株予約権の発行要項に基づき、新株予約権１

個あたり100株として換算します。 

（注６）本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の数の 大の数は15,345,024株とな

ります。これは明光商会が平成19年２月20日に提出した第48期半期報告書に記載され

た平成18年11月20日現在の発行済株式数 16,000,156株から、届出書提出日現在におい

て公開買付者の所有する株式数 100株及び同半期報告書に記載された平成18年11月20

日現在において明光商会の所有する自己株式1,115,832株を控除した株式数に、同半期

報告書に記載された平成19年1月31日現在の新株予約権4,608個が公開買付期間末日ま

でに行使されることにより、発行又は移転される可能性のある株式460,800株（平成19

年２月１日以降本届出書提出日までに新株予約権が行使されたことにより発行又は移

転された株式を含みます。）を加算したものです。 

 

(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株券等所有割合

0.00%)

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 個
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（買付け等後における株券等所有割合

68.73%)買付予定の株券等に係る議決権の数 102,301 個

  

  

対象者の総株主の議決権の数 147,637 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 10,230,104

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、対象者が平成 19 年２月 20 日に提出した第 48 期半

期報告書に記載された平成 18 年 11 月 20 日時点における総株主の議決権の数（１単元の

株式数を 100 株として記載されたもの）です。ただし、本公開買付けにおいては、単元

未満株式及び対象者の新株予約権が公開買付期間末日までに権利行使されたことにより

発行又は移転された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、対象者が平成 19 年２月 20 日に提出した第 48 期半期報告書

に記載された平成 18 年 11 月 20 日時点における対象者の発行済株式総数（16,000,156

株）から対象者の保有する自己株式数（1,115,832 株）を控除した株式数に（14,884,324

株）に係る議決権数 148,843 個を、「対象者の総株主の議決権の数」として計算していま

す。 

（注３）「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」に占

める割合については、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（７）買付代金  14,833,650,800 円 

   （注）買付代金は、買付価格（1,450 円）で買付予定数（10,230,104 株）を買付けた場合の見

積額を記載しています。 

 

（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 

 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋 1丁目 9番１号 

②決済の開始日    平成 19 年 4 月 26 日（木曜日） 

（注）法 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、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 
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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

株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の指示により、決済の

開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の指定

した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

④株券等の返還方法 

後記「（9）その他買付け等の条件及び方法」の「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」又は「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」に記載の条件に基づき応募株券等を買付けないこととなった場合には、返還することが必

要な株券等は、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の指示により、決済の開始日(本

公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、応募株主等(外国人株主

の場合は常任代理人)への交付もしくは応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の住所へ

の郵送により返還するか、又は、当該株券等が応募の時点において公開買付代理人(もしくは

公開買付代理人を通じて機構)により保管されていた場合は、応募が行われた時の保管の状態

に戻します。 

 

（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（10,230,104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（10,230,104株）以上の場合は、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 

令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第２号、第３号イないしチ、第５号並び

に同条第２項第３号ないし第６号に定める事情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。本公開買付けの撤回等を行おうとする場合は、その撤回等の条件

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いたします。ただし、公開買付

期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、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 

法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に明光商会が令第13条第１項に定

める行為を行った場合には、買付け等の価格の引下げを府令第19条第１項の規定に定める基準

に従い行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、当該価格の引下

げ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いたします。ただし、公開買付

期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、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。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた
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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 15 時 30 分までに公開買付代理人

の本店又は全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解

除を行う旨の書面（解除書面）を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書

面が公開買付期間末日の 15 時 30 分まで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があった場合においても、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 

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いたします。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難で

ある場合は、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。  

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。ただし、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方法により訂正します。 

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、米国内においても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も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、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、も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米国においてもしく
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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。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。

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

おいても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。

買付けも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

の他の州際通商も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。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はない

こと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成 19 年 3 月 23 日 

 

（11）公開買付代理人 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

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 

公開買付者の実質的な意思決定者であるジャフコは、対象者の代表取締役社長である藤島暢

夫氏との間で、平成19年３月22日付で、藤島暢夫氏が保有する対象者の株式すべてについて本

公開買付けに応募すること及び本公開買付け後の対象者の運営及び株式の取扱いに関して、主

に以下の内容のMEBO契約を締結しております。 

① 本公開買付けが成立した場合、藤島暢夫氏及びジャフコファンドが協議により定める期間内に、

ジャフコファンドは、藤島暢夫氏に対し、ジャフコファンド及び藤島暢夫氏の合意により定め

る数の公開買付者又は公開買付者を存続会社とし対象者を消滅会社とする吸収合併後の存続

会社（以下「新対象者」という。）の株式を、当該譲渡日の直近において、公開買付者がジャ

フコファンドらに対して行った普通株式の増資に係る1株当たりの引受価額（以下「本件譲渡

価額」という。）を1株当たりの譲渡価額として、譲渡すること。 

② 本公開買付けが成立した場合、藤島暢夫氏は、原則として藤島暢夫氏及びジャフコファンドが
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協議により定める期間内に、藤島暢夫氏が指名した当初の取締役並びに別途藤島暢夫氏及びジ

ャフコファンドが合意により定める者をして、(i)当該譲渡が本公開買付けの決済日から6ヶ月

以内に実行される場合には本件譲渡価額、(ii)当該譲渡が本公開買付けの決済日から6ヶ月経

過後に実行される場合には本件譲渡価額と、譲渡日時点において適用される短期プライムレー

トに基づく本公開買付けの決済日から譲渡日までの期間に係る利息相当額（1年を365日とする

日割り計算によるものとし、また、1円未満は切り捨てるものとする。）の合計額を1株当たり

の譲渡価額として、ジャフコファンドから新対象者の株式を買い受けさせること。 

③ ジャフコファンドら及び藤島暢夫氏は、新対象者（そのグループ会社を含む。）の役職員のモ

チベーション向上及び企業価値の 大化のため、新対象者（そのグループ会社を含む。）の役

職員に対するストックオプションの導入を検討すること。ただし、発行される新株予約権に基

づき交付される普通株式数の合計数は、 大で新対象者のかかる新株予約権の発行前の発行済

普通株式の総数の5%に相当する数を上限とすること。 

④ 対象者の役員に関し、ジャフコファンドが、本公開買付け後、対象者の取締役及び監査役の候

補者をそれぞれ１名指名することができ、その他の対象者の取締役及び監査役の候補者はすべ

て藤島暢夫氏が指名すること、並びに藤島暢夫氏は、本公開買付け成立後も原則として対象者

の代表取締役社長に留まること。 

⑤ その他対象者のガバナンスについて、一定の重要な事項についてジャフコファンドの事前承認

を要すること。 

⑥ 対象者が公開買付者の完全子会社となった後、対象者及びその一部の子会社が買収ローンの連

帯保証人となり、また対象者及びその一部の子会社の一定の資産を買収ローンの担保に供する

と共に、事業上その所有を必ずしも必要としないと認められる資産を売却し、かかる売却代金

を買収ローンの弁済に充てること。 

⑦ 藤島暢夫氏及びジャフコファンドは、原則として、上記２)及び３)に基づき公開買付者又は新

対象者の株式を譲り受けた者及び新株予約権に基づき交付される株式を保有する者が保有す

る公開買付者又は新対象者の普通株式の合計数と、ジャフコファンドが保有する公開買付者又

は新対象者の普通株式の合計数との比率を４：６とすること。 

⑧ 原則として、上記②及び③に基づき公開買付者又は新対象者の株式を譲り受けた者及び新株予

約権に基づき交付される株式を保有する者が、その意思のみに基づき賛否を決することができ

る公開買付者又は新対象者の議決権の合計数（以下「経営陣側議決権数」という。）と、ジャ

フコファンドがその意思のみに基づき賛否を決することができる公開買付者又は新対象者の

議決権の合計数（以下「ファンド側議決権数」という。）とを同一とすること。また、原則と

して経営陣側議決権数とファンド側議決権数を同一とするために必要な範囲で、ファンド側保

有普通株式に係る議決権の一部の行使を藤島暢夫氏に全面的に委任すること、及びかかる委任

を解約する権利をジャフコファンドが放棄すること。 

⑨藤島暢夫氏が保有する公開買付者又は新対象者の株式（以下「藤島氏保有株式」という。）につ
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いて、(i)藤島暢夫氏がその藤島氏保有株式を譲渡する場合には、ジャフコファンドは当該藤

島氏保有株式につき先買権及び譲渡参加請求権を保有し、かつ、(ii)新対象者事業計画におけ

る財務数値が一定数を下回った場合等には、ジャフコファンドは、藤島氏保有株式につき、共

同売却権及び買取権を保有すること。 

 

対象者は、昭和34年の設立以来、事業者向け事務機器販売業を営んでおり、対象者が日本で

初に開発した文書の細断機は、「MSシュレッダー」の商品名で広く知られております。MSシュレ

ッダーは、安全性はもちろんのこと、静粛性、堅牢性、低消費電力等のオフィス機器としての基

本的な要件を十分に満たすことを主眼に置いて開発されてきたことに加えて、創業者の営業に対

する卓越した発想とカリスマ的な強い指導力に支えられて、技術面、性能面における高い優位性

を確立しており、中・大型機、高機能機を中心に、国内では80％弱という高いマーケットシェア

を占めるまでに至っております。 

しかしながら、シュレッダー市場は個人情報保護法の影響による急激な市場拡大の終焉ととも

に、前例のない大きな構造変化に直面しております。すなわち、高度な機密処理に対する要請の

高まりを背景に、官公庁及び金融機関等の機密情報管理の必要性がより高い従来の主要顧客層か

らの高性能・高機能機種に対するニーズはますます強くなっていく反面、個人情報保護法を契機

に、その他の一般企業及び個人等の新たな顧客層が、より低価格な汎用機種を買い求めた結果、

新たに汎用機種セグメントが形成されつつあります。 

対象者は事業のほぼ7割をシュレッダーに依存する体質であるだけに、この市場構造の変化か

ら受ける影響は他社以上に大きいものがあります。したがって対象者が、引き続き業界のトップ

企業としての立場を堅持しつつ、将来に向って持続的な成長を続けていくためには、官公庁や金

融機関等、従来の主要顧客に対して処理精度・処理スピード等の面で一段と技術集約度の高い商

品を、その一方で新しく登場した一般企業及び個人等の顧客層に対しては、高い安全性に加えて

強い価格競争力を持つ商品を、併せ提供できる体制を早急に確立することが喫緊の課題となって

おります。 

この課題を実現するために、対象者は、これまでに増して技術開発に高いウェイトをかけた資

源配分に努め技術・性能面で高い優位性を確立する一方で、変貌する市場の要請に応えうる効率

的な販売体制の整備・再構築が何よりも肝要であります。しかしながら、対象者には強い個性を

有した創業者の影響が強く残っており、これが対象者を当業界のトップ企業に育て上げてきた反

面、新しい市場の要請に応えうる経営の体質改善を進めていく上での障害となり始めてきたこと

もまた事実であります。 

特に、対象者が構築した直販、販社、代理店という三重構造で、特に代理店の力に頼った販売

体制は、さしたる競合者がなく、先発企業としての優位性を十二分に発揮できた時代には極めて

有効に働いてまいりました。しかしながら、マーケットの裾野が著しく拡大し、競合者の参入も

増えてきた現在では、販売コストの高さを主因として、従来とは逆に対象者のウィークポイント
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に変貌しつつあります。それだけに、ここで代理店の総見直しを実施するとともに、対象者販売

部門ならび販社の顧客への直販体制を1日も早く再編成していかなければなりません。 

また、永年、創業者の強い指示と指導力のみをよりどころとしてきた社員や販社を、主体的に

考え、行動する集団に早急に育て上げていくことも重要な課題であります。藤島暢夫氏が社長に

就任して以来、同氏の有する危機感を理解し、同調する社員が増えてきておりますが、まだ十分

な状況とはいえません。対象者の社員構成は、中核社員が極端に少ないという人員構成となって

おり、日常の業務運営は若手社員を積極的に登用する必要に迫られております。それだけに思い

切った組織・体制の改革と人事の一新を断行し、対象者役員と社員が強い危機感を共有し、持続

的な成長の実現という同じ目的の達成に向けて邁進する組織体制を、一日も早く整備・確立する

必要があると考えております。また、これは有意の社員や販社経営者から強く要請を受けている

点でもあります。 

また、対象者の現在の海外展開は十分といえる状況ではなく、更なる海外での事業展開は経営

課題の一つと考えております。特に米国は日本の約10倍の市場規模を持つと認識しており、米国

への本格進出は海外展開の重要なステップであります。その一環として新たに現地子会社のUSA

明光を設立し、米国市場での事業拡大を図りつつありますが、米国は対象者にとって未開発かつ

未知の市場である為、今後の更なる展開の為に限られた経営資源の優先的配分が必要になると見

込まれます。 

さらには、対象者は、シュレッダーに過度に依存した体質の早期改善を図るべく、新しい事業

の開発も実施してまいります。 

以上述べたような国内及び海外市場の今後の動向と、それらの市場で事業拡大を果たす為の要

件を踏まえると、販売網の再構築、役員、従業員も含めた意識改革、そして未開発の市場への経

営資源の配分、さらには新規事業の開発という抜本的な施策を伴う事業構造改革が必要になりま

す。これらの事業構造改革を一気に推し進めることは、対象者が一時的な業績下降局面にさらさ

れるリスクを内包しています。しかしながら、一時的な性格のものとはいえ、業績の下降を避け

ていたのでは、これらの事業構造改革の早期実現は不可能であります。 

そこで、対象者の代表取締役である藤島暢夫氏は、役員及び従業員の全員が強い危機意識を共

有し、一丸となって事業構造の抜本的な改革に取り組むためには、マネジメント・エンプロイー・

バイアウト(MEBO)による株式の非公開化を実施し、中核的な株主の下で事業構造の再編成に取り

組んでいくことが 善の経営戦略であると、判断いたしました。 

なお、対象者は社外監査役の意見も踏まえ、平成19年３月22日開催の取締役会において、本公

開買付けに対し賛同を表明する決議をしています。かかる賛同決議にあたっては、対象者の取締

役会は、対象者とは独立した第三者算定機関であるPwCアドバイザリー株式会社が作成した対象

者の株価評価書を取得しております。藤島暢夫氏は、特別利害関係人としてかかる全ての決議に

参加しておりません。また、対象者の取締役会は、法律事務所の法律意見書を徴した上で、その

内容を参考にしております。また、かかる賛同決議の行われた取締役会には、社外監査役を含む
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対象者監査役全員が出席し、いずれの監査役も対象者取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意

見を表明することに賛成する旨の意見を述べています。 

 

(2) 投資者が買付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 

①公開買付者は、本公開買付け及びその後の一連の手続により、対象者を完全子会社化する

予定です。したがって、本公開買付けにおいては取得する株式数の上限を設定しておらず、

本公開買付けの結果次第では、対象者株式はジャスダック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。 

②対象者は、平成19年３月22日開催の取締役会において、本公開買付けの成否にかかわらず、

①平成19年１月10日に発表いたしました、対象者「平成19年５月期中間決算短信」に記載の

平成19年５月期通期の業績予想を下方修正すること、及び、②平成19年５月20日の 終の株

主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対する期末配当を行わないこ

とをそれぞれ決議しております。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプレスリリースは、本公開買付け等を一般に公表するための記者発表文であり、売付け等の申込みの勧誘又は買付

け等の申込みを目的として作成されたものではありません。売付け等の申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開

買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断でなされるようお願い致します。 
このプレスリリースには、明光商会株式を取得した場合における、当社の経営陣の考え方に基づく、事業展開の見通し

を記載してあります。実際の結果は多くの要因によって、これらの見込みから大きく乖離する可能性があります。 
このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みの勧誘、購入申込に該当する、又はその一部を構成するものでは

なく、このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が当該公開買付にかかるいかなる契約の根拠とな

ることもなく、また契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配布に法令上の制限が課されている場合があります。かかる場

合はそれらの制限に留意し、当該国又は地域の法令を遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域に

おいては、仮にこのプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の売付け等の申込みの勧誘又は買付け

等の申込みをしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 
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