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平成 19 年５月 21 日 

各  位 

会社名 株式会社ベルックス 

代表者名 代表取締役社長 菅井 功 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 4672） 

問合せ先   

役職・氏名 取締役財務部長 加藤 道吉 

ＴＥＬ 011-271-4121 

 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

 

当社は、平成 19 年５月 21 日開催の取締役会において、KY プランニング株式会社（以下、「公開買付者」と

いいます。）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。 

本表明にかかる決議は、本公開買付けが成立した場合（当社自己株式を除いた当社株式の全てを取得し

た場合を除きます。）には、一連の手続を経て公開買付者が当社を完全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になる予定であることを前提としています。 

 

記 

 

１． 公開買付者の概要 

(1) 商号   KYプランニング株式会社 

(2) 事業内容   株式の取得及び保有 

(3) 設立年月日  平成19年４月24日 

(4) 本店所在地  札幌市中央区南５条西７丁目５第二かじのビル 

(5) 代表者の役職・氏名  取締役  梶野 弘毅 

(6) 資本金の額  1,000千円 

(7) 株主名及び持株比率（平成19年５月21日） 

  株主名    持株比率 

 梶野 弘毅    38.00% 

 梶野 治美    30.00% 

左海 里美    30.00% 

左海 富美雄     2.00% 

(8) 買付者と対象者の関係等   

資本関係 : 該当事項はありません。 

人的関係 : 該当事項はありません。 

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。 
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２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（１）公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

当社は、本公開買付けについて慎重に検討を重ねた結果、平成 19 年５月 21 日の取締役会におい

て、本公開買付けが当社の営業基盤の強化・再構築及び事業基盤の強化を通じた収益構造の改善に

よる持続的な企業価値の向上に寄与するものであるとともに、当社株主の皆様に対して合理的な価格

により当社株式の売却機会を提供するものであると判断し、賛同の意を表明することを決議いたしまし

た。 

当社は、昭和 32 年の創業以来、公共施設、オフィスビル、ホテル及び病院施設の各種建築物にお

ける清掃業務、建築物附属設備のオペレーション業務及び保守点検業務、建築物等における常駐及

び機械警備業務、水質検査、ねずみ・こん虫防除業務等の環境衛生業務、受付案内並びに電話交換

等の人材派遣業務を加えた総合ビルメンテナンス業務を主たる事業目的としてきました。また、不動産

賃貸業務及びビルメンテナンス関連商品の販売等多岐にわたるサービス事業を展開しております。 

ビルメンテナンス業界は、全国的にはやや好転の兆しはあるものの、依然として、全体売上の伸び悩

みと、過当競争による受注価格の低迷から、厳しさは一段と増しているのが現状です。特に、当社は、官

公庁を主要な顧客としているところ、官公庁の競争入札によるビルメンテナンス業務委託の発注金額は、

諸経費等の大幅な削減を余儀なくされる水準の価額に抑えられているのが実情であります。その背景と

しては、ほとんどの地方公共団体が財政改善を迫られており、ビルメンテナンスに十分な予算を割ける

状況でないという実態が指摘でき、かかる背景に鑑みると、当社の経営環境については、容易には改善

の兆しが見えない状況にあります。 

また、当社が営業の基盤としている北海道地域においては、一部では景気回復が見られるものの、

全体としては長引く景気低迷の傷跡を引きずっており、いまだに景況感は弱く厳しい経済環境が続いて

おります。今後も、大企業のみならず中・小企業まで幅広く恩恵を受けることができるような着実かつ全

面的な景気回復が見られるかどうかは予断を許さない状況であります。 

当社は、平成９年に、知名度の向上及び優秀な人員確保等の実現のためには株式公開が最善であ

るとの判断のもと、現ジャスダック証券取引所に株式公開をいたしました。当時は当社を取り巻く経営環

境も良く、堅実な業績推移を実現しており、株式公開を契機とした更なる業容拡大により持続的な発展

を目指しておりました。 

しかしながら、既述のとおり、地方公共団体等の財政難、北海道地域における長期にわたる景気の

低迷に加え、価格競争をはじめとする同業他社間での競争激化等により、当社を取り巻く経営環境は厳

しいものへと変化いたしました。当社は、民間重視の方向を打ち出したものの、依然として官公庁関係

の落ち込み分をカバーするまでに至っていないのが現状であり、容易には抜け出せない構造不況状態

に陥っております。加えてコスト削減等の様々な経営改善努力も功を奏していないのが実情であり、また、

現在のところ、近い将来において当社を取り巻く経営環境が好転する見通しが容易には立たないのも

事実であります。 

このような状況下、当社にとっては、中長期的視点から腰を据えて経営を立て直すことが急務であり、

その目的のために当社の有する経営資源の全てを投入することが、何よりも最優先すべきことであると

考えられます。具体的には、安値受注競争の中、売上重視から利益確保へと収益構造を改善し持続的

な企業価値の向上を可能ならしめるべく、引続き民間受注の拡大を最重点課題として、全社を挙げて営

業活動の推進と現場管理コストの削減に取り組むことが必要であると考えております。こうした事業構造
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の変革には、短期的な業績変動に左右されることなく、当社が全社一丸となって、当社が考える営業基

盤の強化・再構築及び事業基盤の強化を迅速かつ柔軟に遂行する必要があります。そのためには、株

主を少数に限定し、経営陣と従業員が一体となって取り組む体制の構築が必須と考えております。すな

わち、上記のような当社の現状を踏まえると、上場を維持したままで持続的な企業価値向上を通じて株

主に報いることは困難であることから、株主の皆様には、本公開買付けにより株式の売却機会をご提示

した上で、当社を非上場化することが最善であると考えられます。 

当社はかねてより業績改善のための施策について検討を進めて参りましたが、本年初めより、当社の

取締役会長かつ大株主である梶野和子氏を中心に、役員の間で、当社の非上場化について、当社に

とっての意義、実現可能性及びステークホルダーへの影響等を含め、あらゆる角度からの検討を開始し

ました。 

そして、前述のとおり、現状の厳しい経営環境に柔軟かつ大胆に対応するためには、株主構成の簡

素化により一層の経営判断の迅速化を図り、短期的な業績の変動に左右されることなく、機動的な経営

判断が遂行できる組織体制を構築する必要があると判断いたしました。そして、かかる組織体制を構築

するため、当社経営陣は公開買付者と協議の上、公開買付者が本公開買付け及びその後予定される

一連の手続によって当社株式の 100%を取得することにより、当社の非上場化を実施し、経営者と株主が

自己責任による意思決定を行う体制を確立する必要があるとの結論に至りました。 

 

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

公開買付者は、当社の株主である梶野弘毅氏、梶野治美氏及び左海里美氏並びに当社の取締役

副会長である左海富美雄氏が出資する買収目的会社であります。公開買付者は、当社の発行済株式

のうち、当社が保有する自己株式を除いた全株式を取得する目的で、本公開買付けを実施いたしま

す。 

当社の取締役会は、当社及び公開買付者からは独立した第三者機関であるアビーム M&A コンサル

ティング株式会社より取得した、当社の「株式価値算定書」を参考にし、平成 19 年５月 21 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、本公開買付けの諸条件

は妥当であると判断し、本公開買付けに賛同の意を表明し、かつ、当社の株主の皆様が本公開買付け

に応募されることを勧める決議をしております。なお、当社の取締役副会長である左海富美雄氏は、公

開買付者の株主であることに鑑み実質的な観点から特別利害関係者に準じて、かかる決議には参加し

ておりません。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。 

 

（３）応募に係る合意 

本公開買付けについては、公開買付者は、当社の取締役会長である梶野和子氏（発行済株式総数

に対する所有株式数の割合（平成 19 年３月 31 日現在。以下「株式所有割合」といいます。）32.83％）、

当社の取締役副会長である左海富美雄氏（株式所有割合 1.29％）、当社の大株主である梶野治美氏

（株式所有割合 7.24％）、左海里美氏（株式所有割合 7.22％）及び梶野弘毅氏（株式所有割合 0.25％）

から、それぞれが保有する当社株式について、本公開買付けに応募することの同意を得ております。ま

た、梶野治美氏が代表取締役社長を務める株式会社かじのビル（株式所有割合 4.39％）からも、本公
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開買付けに応募することの同意を得ております。 

 

 

（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者は、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、長

期的視野からの業績改善をより効率的かつ機動的に実行するため、本公開買付け終了後に、当社を公

開買付者の完全子会社化するための方法を実施する予定であります。かかる完全子会社化の具体的

な方法としては、主に以下の２つの方法で検討しております。 

第１の方法（以下「案１」といいます。）としては、公開買付者を完全親会社とし当社を完全子会社とす

る株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施し、その際完全子会社となる当社の株主に対し、

金銭を交付するスキーム等を検討しております。なお、本株式交換に際して交付される金銭の額は、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、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、本株式交換に際して、完全子会社となる当社の株主は、会社法第 785 条その他の関係

法令の定めに従って、当社に対して株式買取請求をすることができます。この場合の１株当たりの買取

価格は、本公開買付けの買付価格及び本株式交換において当社株式１株につき交付される金銭の額

とは異なることがあり得ます。 

第２の方法（以下「案２」といいます。）としては、全部取得条項付種類株式を利用する方法、すなわち、

①当社定款を一部変更して種類株式を発行する旨の定めを新設し、当社を種類株式発行会社としたう

えで、②上記①による変更後の当社定款の一部を変更して、当社普通株式に当社が株主総会決議に

よりその全部を取得する条項（以下「全部取得条項」といいます。）を付す旨の定めを新設し、さらに、③

会社法第 171 条並びに上記①及び②による変更後の当社定款に基づき、当社が全部取得条項の付さ

れた当社普通株式を取得して、当該取得と引き換えに、公開買付者以外の当社株主に対して交付され

る当社株式が１株未満となるような比率で、当社株式を交付するスキームを検討しております。上記①な

いし③の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については全部取得条項が付

された上で、当社が保有する自己株式を除く全てが当社に取得されることとなり、公開買付者以外の当

社株主に対しては、かかる取得の対価として交付されることとなる当社株式が１株未満の端数となる予定

ですので、会社法第 234 条その他の関係法令の定めに従い、当該端数の合計数（１株に満たない端数

は切り捨てられます。以下同じ。）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金額については、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、１株あたりの売却金額は、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。 

上記①ないし③の手続に関連する少数株主の保護を目的とした会社法上の規定として、(ⅰ）上記②

の当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更に際しては、会社法第 116 条及び第 117 条その

他の関係法令の定めに従って、反対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普通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、最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際しての必要な手続等に

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。 
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なお、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株式の保有状況等によって、公開買付者は、案１又は案

２の手続に代えて、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性も検討してまいります。 

いずれの場合でも、当社を完全子会社化するための方法におきましては、本公開買付けに応募され

なかった株主の皆様には、対価として金銭を交付する方法を採用することを予定しております。 

また、公開買付者は、当社の完全子会社化実施後、当社を存続会社とし公開買付者を消滅会社と

する合併を行うことを企図しています。なお、公開買付者は、かかる一連の手続に際して、当社の資本

金の額の減少を行うことを検討しております。 

なお、本公開買付けは、前述の各手続において開催されることが想定される株主総会における当社

の株主の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付けへの応募、当社の完全子会社

化に際しての金銭の交付又は当社の完全子会社化に係る株式買取請求による買取りのそれぞれの場

合の税務上における取扱いについては、株主各位において税務の専門家にご確認いただきますようお

願いいたします。 

 

（５）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 

前述のとおり、本公開買付けは、対象者の長期的視点からの業務改善を達成するために上場廃止を

目的としています。すなわち、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券数に上限を設

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、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、公開買付者が当社の発

行済全株式（自己株式を除きます。）を所有することを予定していますので、その場合には当社の株券

は上場廃止になります。なお、上場廃止後は、当社の株券をジャスダック証券取引所において取引する

ことができません。 

 

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。 

以 上 

 

 

※本公開買付けの概要につきましては、【公開買付けの概要】をご参照ください。 



 6 

〔ご参考〕 公開買付けの概要 

 

1. 公開買付けの概要 

（1） 買付け等の期間 

①届出当初の買付け等の期間 

平成 19 年５月 22 日（火曜日）から平成 19 年６月 25 日（月曜日）までの 25 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、買付け等の期間は 30

営業日、公開買付期間は平成 19 年７月２日（月曜日）までとなります。 

（2） 買付け等の価格 ： １株につき 1,170 円 

（3） 買付け等の価格の算定根拠等 ： 

①算定の基礎 

公開買付者は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するに当たり、第三者算定人で

ある内田譲二公認会計士・税理士事務所（以下「買付者算定人」といいます。）に対し、買付価格の決

定の参考資料として対象者の株式価値の評価を依頼し、買付者算定人から株式価値の算定書（以下

「株式価値算定書」といいます。）の提出を受けました。 

買付者算定人は本件において採用すべき算定手法を入念に検討の上、最終的に市場株価平均法、

類似会社比準法及び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

を実施しました。それぞれの手法において評価された対象者の普通株式１株あたりの株式価値の範

囲は以下の通りです。 

市場株価平均法：809 円から 997 円 

類似会社比準法：1,027 円から 1,170 円 

DCF 法：929 円から 1,055 円 

公開買付者は、上記の評価結果を参考にしつつ、株式価値算定書の株価レンジを勘案して、一株あ

たり株式価値の範囲を当該評価結果の市場株価平均法の下限値 809 円から類似会社比準法の上限

値 1,170 円の範囲内で検討を進めました。その上で公開買付者は、対象者による本公開買付けへの

賛同の可否、本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者と協議・交渉いたしました。  

最終的に公開買付者は対象者との協議を経て、平成 19 年５月 21 日の株主総会において本公開買

付価格を１株あたり 1,170 円とすることを決定いたしました（以下「本公開買付価格」といいます。）。本

公開買付価格は、対象者による本公開買付けへの賛同の可否という観点からも合理的であると考えて

おります。 

なお、本公開買付価格は平成 19 年５月 18 日の株式会社ジャスダック証券取引所における終値 804

円に対して約 45.5％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、平成 19 年５月 18 日までの過

去１ヶ月間の株式会社ジャスダック証券取引所における終値の単純平均値 810 円（小数点以下を四

捨五入）に対して約 44.5％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、平成 19 年５月 18 日まで
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の過去３ヶ月間の株式会社ジャスダック証券取引所における終値の単純平均値835円（小数点以下を

四捨五入）に対して約 40.1％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを平成 19 年５月 18 日ま

での過去６ヶ月間の株式会社ジャスダック証券取引所における終値の単純平均値 853 円（小数点以

下を四捨五入）に対して約 37.2％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当し

ています。 

②算定の経緯 

（i）第三者算定人からの「株式価値算定書」の取得について 

 公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり買付者算定人を選定し、対象者との協議を進

めてまいりました。なお、公開買付者は平成 19 年５月 15 日付けで買付者算定人より「株式価値算定

書」を受領致しております。 

（ii）「株式価値算定書」の概要について 

 公開買付者が公開買付価格決定の参考とした「株式価値算定書」においては、市場株価平均法、

類似会社比準法及びDCF法が、算定手法として採用されております。当該株式価値算定書に拠れば、

それぞれの手法において評価された対象者の普通株式１株あたりの株式価値の範囲は以下の通りで

す。 

市場株価平均法：809 円から 997 円 

類似会社比準法：1,027 円から 1,170 円 

DCF 法：929 円から 1,055 円 

（iii）本公開買付価格の決定について 

 公開買付者は、上記の評価結果を参考にしつつ、株式価値算定書の株価レンジを勘案して、一株

あたり株式価値の範囲を当該評価結果の市場株価平均法の下限値 809 円から類似会社比準法の上

限値 1,170 円の範囲内で検討を進めました。その上で、公開買付者は、対象者による本公開買付け

への賛同の可否、本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者と協議・交渉いたしまし

た。 

 最終的に公開買付者は対象者との協議を経て、平成 19 年５月 21 日の株主総会において本公開

買付価格を１株あたり 1,170 円とすることを決定いたしました。本公開買付価格は、対象者による本公

開買付けへの賛同の可否という観点からも合理的であると考えております。 

（iv）買付価格の公正性を担保するための措置について 

  対象者取締役会においても、別途、第三者算定人としてアビーム M&A コンサルティング株式会社

を選定し、公開買付者と協議を進めてまいりました。最終的に対象者取締役会は、平成 19 年５月 21

日開催の取締役会において、アビーム M&A コンサルティング株式会社より受領した株式価値の算定

書を参考に、本公開買付けが対象者の営業基盤の強化・再構築及び事業基盤の強化に資するもの

であると共に、対象者株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却機会を提供するも

のであると判断し、本公開買付けに賛同の意を表明し、かつ、対象者の株主の皆様が本公開買付け

に応募されることを勧める決議をしております。 

 なお、対象者の取締役副会長である左海富美雄氏は、公開買付者の株主であることに鑑み実質的

な観点から特別利害関係者に準じてかかる決議には参加しておりません。 
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③算定機関との関係 

財務諸表等規則第８条第 16 項に定める関連当事者には該当いたしません。 

（4） 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 3,461,000 株 - 

新株予約権証券 - - 

新株予約件付社債券 - - 

株券等預託証券（   ） - - 

合計 3,461,000 株 - 

（注１） 応募株券等の総数が買付予定数（3,461,000 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（3,461,000 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） 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。 

（注３） 「株式に換算した買付予定数」（以下「買付予定数」といいます。）は、平成 19 年３月期決算短

信（非連結）（公表日：平成 19 年５月 21 日）に記載された平成 19 年３月 31 日現在の発行済

株式総数（5,191,040 株）から同日現在の対象者の自己株式数（480 株）を控除した株式数

（5,190,560 株）に３分の２を乗じた株式数（約 3,460,373 株）から単元未満に係る数を切上げた

株式数（3,461,000 株）です。 

（注４） 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（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人により保管されて

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、対象者は法令の手続に従い買付け等の期間中

に自己の株式を買い取ることがあります。この場合、対象者は、市場価格で当該買取りを行い

ます。 

（注５） 平成 19 年３月期決算短信（非連結）（公表日：平成 19 年５月 21 日）に記載された数値を基準

とすると、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最大の数は、平成 19 年３

月 31 日現在の発行済株式総数（5,191,040 株）から、平成 19 年３月 31 日現在の対象者の自

己株式数（480 株）を控除した株式数（5,190,560 株）（以下「最大買付株式数」といいます。）で

す。 

（5） 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 

（買付け等前における株券等 

所有割合   -%） 

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 
2,533 個 

（買付け等前における株券等 

所有割合  48.81%） 

買付予定の株券等に係る 

議決権の数 
3,461 個 

（買付け等後における株券等 

所有割合  66.69%） 

対象者の総株主の議決権の数 5,185 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（3,460,000

株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「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」は、各特別関係者が所
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有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、特別関係者の所有株券等

（対象者の保有する自己株式を除きます。）についても本公開買付けの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、本日現在における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数は、分子に加算されておりません。 

（注３） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 18 年 12 月 20 日に提出した第 46 期中半

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ますので、「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」においては、対象者の平成 19 年３

月期決算短信（非連結）（公表日：平成 19 年５月 21 日）に記載された平成 19 年３月 31 日現

在の発行済株式総数（5,191,040 株）から同日現在の対象者の自己株式数（480 株）を控除し

た 5,190,560 株に係る議決権の数（5,190 個）を「対象者の総株主の議決権の数（個）」として計

算しています。 

（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」は、小

数点以下第三位を四捨五入しています。 

（注５） 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

付けを行いますので、買付け等後における株券等所有割合は最大で 100.00％となる可能性

があります。なお、対象者の普通株式の最大買付株式数（5,190,560 株）に係る議決権の数は

5,190 個です。 

（6） 買付代金 ： 4,049 百万円 

  （注）買付価格で買付予定株式数 3,461,000 株を買付けた場合の見積額です。 

（7） 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 

（公開買付代理人） 

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 

（復代理人）   

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 

②決済の開始日 

平成 19 年７月３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７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、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

株券等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。 

（8） 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（3,461,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け
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を行いません。応募株券等の総数が買付予定数（3,461,000 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 

証券取引法施行令（以下「令」といいます。）第 14 条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第２号、

第３号イないしチ並びに同条第２項第３号ないし第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

付期間末日までに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（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、株式の分割その他の令第 13 条第１項に定める行為を行なった

場合は、府令第 19 条に定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行なうことがあります。 

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、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。 

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

して下さい。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。 

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公開買付者の負担とします。解

除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに返還します。 

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、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。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 
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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、米国内において若しくは米国に向けて行われたものではな

く、又、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、電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるもの

ではなく、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。 

又、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。 

本公開買付けに日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の方は、以下の表明・保証

を行うことを要求されることがあります。 

応募者が本公開買付けに関するいかなる情報又は書類も、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、本公開買付け若しくは応募申込書

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

限らない。）又は米国内の証券取引所施設を利用していないこと、及び、米国における本人のため

の、裁量権を持た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（当該本人が

本公開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。）。 

（9） 公開買付開始公告日 

平成 19 年５月 22 日（火曜日） 

（10） 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） 

 

2. その他 

（１） 公開買付者と対象者またはその役員との間の合意の有無及び内容 

（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） 

平成 19 年５月 21 日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同することが出席取

締役の全員一致で決議されております。 

公開買付者は、対象者株主である梶野和子氏、梶野治美氏、左海里美氏、左海富美雄氏、梶野

弘毅氏及び株式会社かじのビルから本書提出日現在においてそれぞれが保有する対象者株式に

ついて原則として本公開買付けに応募することにつき同意を得ております。 

（公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程） 

本公開買付けは、対象者の長期的視点からの業績改善を目的として、対象者のオーナー一族の

資本を集中化することによる対象者の非上場化を目指して行われるものです。対象者の現経営陣は、

本公開買付け終了後も継続して対象者の経営にあたる予定です。一方、公開買付者は公開買付者
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の株主を引受人とする募集株式の発行を行う予定です。 

対象者は、昭和 32 年の創業以来、公共施設、オフィスビル、ホテル及び病院施設の各種建築物

における清掃業務、建築物附属設備のオペレーション業務及び保守点検業務、建築物等における

常駐及び機械警備業務、水質検査、ねずみ・こん虫防除業務等の環境衛生業務、受付案内並びに

電話交換等の人材派遣業務を加えた総合ビルメンテナンス業務を主たる事業目的としてきました。ま

た、不動産賃貸業務及びビルメンテナンス関連商品の販売等多岐にわたるサービス事業を展開して

おります。 

ビルメンテナンス業界は、全国的にはやや好転の兆しはあるものの、依然として、全体売上の伸び

悩みと、過当競争による受注価格の低迷から、厳しさは一段と増しているのが現状です。特に、対象

者は、官公庁を主要な顧客としているところ、官公庁の競争入札によるビルメンテナンス業務委託の

発注金額は、諸経費等の大幅な削減を余儀なくされる水準の価額に抑えられているのが実情であり

ます。その背景としては、ほとんどの地方公共団体が財政改善を迫られており、ビルメンテナンスに十

分な予算を割ける状況でないという実態が指摘でき、かかる背景に鑑みると、対象者の経営環境に

ついては、容易には改善の兆しが見えない状況にあります。 

また、対象者が営業の基盤としている北海道地域においては、一部では景気回復が見られるもの

の、全体としては長引く景気低迷の傷跡を引きずっており、いまだに景況感は弱く厳しい経済環境が

続いております。今後も、大企業のみならず中・小企業まで幅広く恩恵を受けることができるような着

実かつ全面的な景気回復が見られるかどうかは予断を許さない状況であります。 

対象者は、平成９年に、知名度の向上及び優秀な人員確保等の実現のためには株式公開が最善

であるとの判断のもと、現ジャスダック証券取引所に株式公開をいたしました。当時は対象者を取り巻

く経営環境も良く、堅実な業績推移を実現しており、株式公開を契機とした更なる業容拡大により持

続的な発展を目指しておりました。 

しかしながら、既述のとおり、地方公共団体等の財政難、北海道地域における長期にわたる景気

の低迷に加え、価格競争をはじめとする同業他社間での競争激化等により、対象者をとりまく経営環

境は厳しいものへと変化いたしました。対象者は、民間重視の方向を打ち出したものの、依然として

官公庁関係の落ち込み分をカバーするまでに至っていないのが現状であり、容易には抜け出せない

構造不況状態に陥っております。加えてコスト削減等の様々な経営改善努力も功を奏していないの

が実情であり、また、現在のところ、近い将来において対象者を取り巻く経営環境が好転する見通し

が容易には立たないのも事実であります。 

このような状況下、対象者にとっては、中長期的視点から腰を据えて経営を立て直すことが急務で

あり、その目的のために対象者の有する経営資源の全てを投入することが、何よりも最優先すべきこ

とであると考えられます。具体的には、安値受注競争の中、売上重視から利益確保へと収益構造を

改善し持続的な企業価値の向上を可能ならしめるべく、引続き民間受注の拡大を最重点課題として、

全社を挙げて営業活動の推進と現場管理コストの削減に取り組むことが必要であると考えられます。 

こうした事業構造の変革には、短期的な業績変動に左右されることなく、対象者が全社一丸となっ

て、対象者が考える営業基盤の強化・再構築及び事業基盤の強化を迅速かつ柔軟に遂行する必要

があります。そのためには、株主を少数に限定し、経営陣と従業員が一体となって取り組む体制の構

築が必須と考えております。すなわち、上記のような当社の現状を踏まえると、上場を維持したままで

持続的な企業価値向上を通じて株主に報いることは困難であることから、株主の皆様には、本公開
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買付けにより株式の売却機会をご提示した上で、対象者を非上場化することが最善であると考えられ

ます。 

対象者はかねてより業績改善のための施策について検討を進めて参りましたが、本年初めより、対

象者の取締役会長かつ大株主である梶野和子氏を中心に、役員の間で、対象者の非上場化につい

て、対象者にとっての意義、実現可能性及びステークホルダーへの影響等を含め、あらゆる角度から

の検討を開始しました。 

そして、前述のとおり、現状の厳しい経営環境に柔軟かつ大胆に対応するためには、株主構成の

簡素化により一層の経営判断の迅速化を図り、短期的な業績の変動に左右されることなく、機動的な

経営判断が遂行できる組織体制を構築する必要があると判断いたしました。そこで、公開買付者は、

対象者において経営者と株主が自己責任による意思決定を行う体制を確立するため、非上場化の

一環として本公開買付けを行うことを決定いたしました。 

公開買付者は、本公開買付けにおける買付価格について、第三者機関である内田譲二公認会計

士・税理士事務所より取得した「株式価値算定書」を参考に、対象者との協議を経て、１株あたり

1,170 円とすることを株主総会にて決定いたしました。本公開買付けの買付価格は、平成 19 年５月 18

日の株式会社ジャスダック証券取引所における終値 804 円に対して約 45.5％（小数点以下第二位を

四捨五入）のプレミアムを、平成 19 年５月 18 日までの過去１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 810 円（小数点以下第二位を四捨五入）に対して約 44.5％のプレミ

アムを、平成 19 年５月 18 日までの過去３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 835 円（小数点以下第二位を四捨五入）に対して約 40.1％のプレミアムを、平成 19 年

５月 18 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 853

円（小数点以下第二位を四捨五入）に対して約 37.2％のプレミアムを加えた金額となります。 

（利益相反回避措置の内容） 

対象者の取締役会は、対象者及び公開買付者からは独立した第三者機関であるアビーム M&A コ

ンサルティング株式会社より取得した、対象者の「株式価値算定書」を参考にし、平成 19 年５月 21 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

付けの諸条件は妥当であると判断し、本公開買付けに賛同の意を表明し、かつ、対象者の株主の皆

様が本公開買付けに応募されることを勧める決議をしています。なお、対象者の取締役副会長であ

る左海富美雄氏は、公開買付者の株主であることに鑑み実質的な観点から特別利害関係者に準じ

て、かかる決議には参加しておりません。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 

対象者は、平成 19 年５月 21 日に、株式会社ジャスダック証券取引所において「平成 19 年３月期 

決算短信（非連結）」を公表しております。当該公表に基づく、同期の対象者の損益状況等は以下の

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。 
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【損益の状況】 

決算年月 平成 19 年３月期（第 46 期） 

売上高 7,035,189 千円 

売上原価 6,104,505 千円 

販売費及び一般管理費 675,057 千円 

営業外収益 113,470 千円 

営業外費用 －千円 

当期純利益 101,153 千円 

 

【１株当たりの状況】 

 

決算年月 平成 19 年３月期（第 46 期） 

１株当たり当期純損益 19円49銭 

１株当たり配当額 25円（中間0円、期末25円） 

１株当たり純資産額 1,784円44銭 

 

以 上 
 


