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平成 １9 年 6 月４日 

 
各      位 

会社名  天龍製鋸株式会社 

代表者名  代表取締役社長 鈴木寛善 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ５９４５） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役総務部長 冨田修一 

電話番号    ０５３８－２３－６１１１ 

 

 

当社株券等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、平成 19 年 6 月４日開催の取締役会において、スティール・パートナーズ・ジャパン・スト

ラテジック・ファンド－エス･ピー･ヴィーⅠ･エル･エル･シー（以下、「公開買付者」といいます。）に

よる当社株券等に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）について、下記のとおり、

現時点においては意見を留保し、証券取引法２７条の１０第２項第１号に規定される公開買付者に対

する質問を行う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 

スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド－

エス･ピー･ヴィーⅠ･エル･エル･シー 

（Steel Partners Japan Strategic Fund SPV Ⅰ LLC） 

(２)  事 業 内 容 当社の株式を取得し、保有すること。 

(３)  設 立 年 月 日    平成 15 年 2 月 21 日 

(４)  本 店 所 在 地    

スティール・パートナーズ・ジャパン・アセット・マネジメント・エ

ル・ピー気付、24 フェデラル・ストリート、ボストン、マサチューセ

ッツ、02110、米国(c/o Steel Partners Japan Asset Management, L.P., 

24 Federal St. Boston, MA 02110, U.S.A.) 

(５)  代表者の役職・氏名  ゼネラル・マネージャー及び代表者 ウォレン・リヒテンシュタイン 



2 

(６)  資  本  金 0 米ドル 

(７)  大株主及び持株比率 

公開買付者は、アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立されたリ

ミテッド・ライアビリティー・カンパニー（有限責任会社）であるた

め、株式を発行しておりません。公開買付者には株主ではなく社員持

分権を有する社員であるスティール・パートナーズ・ジャパン・スト

ラテジック・ファンド（オフショア）、エル・ピー（持分権の割合 100%）

が存在します。 

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。 

(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． 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

 
当社は、平成 19 年 5 月 24 日に公開買付者により開始された当社株式に対する本公開買付けにつ

いて、現時点においては、本公開買付けに対する意見の表明を留保いたします。 

 
当社は、以下のとおり、本公開買付けが開始されて以降、外部のアドバイザーの助言を受けなが

ら本公開買付けの内容を慎重に検討しているところであり、平成 19 年 6 月４日開催の取締役会にお

いて、現時点においては本公開買付けに対する当社の意見を留保することを決議いたしました。 

 
公開買付者の特別関係者とされるスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ

ンド（オフショア）、エル・ピー（以下「SPJ」といいます。）は、平成 15 年 9 月 19 日に当社株式

についての大量保有報告書を提出いたしましたが、その後平成 19 年 5 月に至るまで、SPJ 又はその

関係者から、当社に対し、当社株式の保有の目的、当社株式の買増しの意向の有無、当社の経営へ

の関与の方針、当社の企業価値を最大化するための施策などに関する具体的な説明や提案はなされ

ておりませんでした。また、当社は、同年 5 月 14 日、SPJ より、SPJ の一般的な投資方針に関す

る同年 5 月 11 日付の書簡を受領しましたが、同書簡には、当社株式の買増しの意向は具体的には表

明されておりませんでした。 

そのような状況の下、当社は、同年 5 月 21 日、SPJ より、当社株式に対して公開買付けを開始

する旨の意向を表明した書簡（以下「本書簡」といいます。）を受領し、これにより、はじめて本公

開買付けに関する SPJ の意向を認識しました。しかし、本書簡においても、当社の株式を 100％取

得する目的で、一株につき 4,945 円を買付価格とする公開買付けを開始する意向が表明されている



3 

のみであり、公開買付けの目的、その具体的な条件その他当社が本公開買付けの内容を検討するに

あたり必要な情報は記載されていませんでした。そして、本公開買付けは、同年 5 月 24 日、当社に

対する事前の連絡のないまま一方的に開始されました。 

当社は、同年 5 月 24 日、野村證券株式会社をフィナンシャル・アドバイザー、森・濱田松本法

律事務所をリーガル・アドバイザーとして選任し、両者の助言を受けながら、本公開買付けが当社

の企業価値や株主共同の利益にどのような影響を与えるかについて、本公開買付けに係る公開買付

届出書（以下「本公開買付届出書」といいます。）及びその他の資料の分析・検討等を開始いたしま

した。 

しかし、本公開買付けは、上記の検討を行うために必要な時間を十分確保することなく行われた

ものであり、また、公開買付者及び SPJ が現時点までに開示した情報は、公開買付者等に関する情

報、買付け等の目的、買付け等の後の当社株式の保有方針、売買方針、当社に対する経営方針、買

付価格の根拠その他本公開買付けの評価・検討を行うために重要となる事項について著しく不明確、

かつ不十分であるため、現時点においては、本公開買付けが当社の企業価値や株主共同の利益にど

のような影響を与えるかについて当社取締役会が適切に判断することは困難な状況です。従って、

当社は、外部のアドバイザーと協議の上、現時点においては当社の意見を留保し、公開買付者に対

して上記の検討のために必要な質問を行い、これに対する回答を勘案の上、本公開買付けの賛否の

意見を決定することといたしました。 

 
本公開買付けに関して株主の皆様に最善の選択をして頂くためには、当社が、本公開買付けが当

社の企業価値・株主共同の利益にどのような影響を与えるかについて十分に検討した上、株主の皆

様に対して当社の意見や提案等を提示する必要があります。しかし、以下のとおり、本公開買付け

は、かかる検討に必要な時間が十分与えられないまま一方的に開始されたものであり、また、現時

点において、公開買付者又は SPJ より、かかる検討に必要な情報は提供されておりません。 

まず、上記に記載のとおり、本公開買付けは当社に対する事前の連絡のないままに開始されたた

め、本公開買付けが開始されるまで、当社が本公開買付けの内容について検討する十分な時間はあ

りませんでした。 

また、本公開買付けが当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かを判断するためには、買

付価格、買付株式数その他の本公開買付けの条件のみならず、買付け等の目的（単なる買増しにと

どまらず、当社株式を 100％取得する目的を含みます。）、公開買付者等に関する情報、本公開買付

け等の後の当社株式の保有方針・売買方針、当社に対する経営方針、当社の従業員等に対する対応

方針、公開買付者等が当社の企業価値の源泉を把握しているか否か、本公開買付けが当社の企業価

値や株主共同の利益に与える影響等、様々な事項を検討する必要があります。 

しかしながら、本公開買付届出書並びに公開買付者及び SPJ が現時点までに開示した情報には、

これらの事項に関して十分な記載がなされておらず、当社が、本公開買付けが当社の企業価値・株

主共同の利益に資するか否かを判断するために必要な情報は開示されておりません。 

 
従って、当社は、現時点においては本公開買付けに対する意見を留保した上、上記の検討のため

に必要な事項を、別紙【公開買付者に対する質問】記載のとおり公開買付者に対して質問を行い、
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当該質問に対する公開買付者の回答を踏まえて、本公開買付けが当社の企業価値・株主共同の利益

に資するか否かを判断することが適切であると判断しました。また、当社は、株主の皆様が最善の

選択をするためにも、かかる質問により公開買付者から情報を取得することが必要不可欠であると

考えております。 

 
公開買付者は、証券取引法第 27条の 10第 11項及び同法施行令第 13条の 2第 2項の規定に従い、

本意見表明報告書の送付を受けた日から 5 営業日以内に、下記第 7 項【公開買付者に対する質問】

の質問に対して、証券取引法第 27 条の 10 第 11 項に規定される対質問回答報告書を提出することが

予定されています。当社は、外部のアドバイザーの助言を受けながら、公開買付者から提出される

対質問回答報告書の内容を精査し、本公開買付書及びその他の情報と合わせて慎重に評価・検討を

行った上で、本公開買付けに対する当社の意見を最終的に決定し、表明する予定です。 

 
株主の皆様におかれましては、当社が今後行うことを予定している再度の意見表明及び当社から

開示される情報に引き続きご留意いただき、慎重に行動していただきますよう、お願い申し上げま

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 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社

の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ安定的に確保し、向上させていくことを可能とする者で

ある必要があると考えています。従って、当社の企業価値の源泉を理解せず、当社の企業価値・株

主共同の利益に資さない者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、

このような者による当社の株式の大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じる必要があ

りますが、具体的な対応方針については、現時点においては決まっておりません。 

５． 公開買付者に対する質問 

添付別紙をご参照下さい。 

 
６． 公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 
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※ 本公開買付けの概要につきましては、金融庁が提供する｢証券取引法に基づく有価証券報告書等の

開示書類に関する電子開示システム（EDINET）｣をご参照ください。 

（アドレス：https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm） 

 
以 上 
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公開買付者に対する質問 

 

第 1 公開買付者らに関する事項 
 
(1) 公開買付者、SPJ、及びこれらのマネジャー、業務執行者その他これらに類する者（SPJ の実

質的に意思決定に関与する者を含む。）各々の、①役員及び出資者（但し、上位 10 名に限りま

す。以下同じとします。）の(i)氏名・名称、(ii)役職、(iii)経歴、鋸・刃物類の製造販売事業に

ついての経験、(iv)他の会社、組合等の役員の兼任状況、及び(v)（各出資者の）出資比率、並

びに、②意思決定の仕組み・方法（本公開買付けに関する事項を決定するために必要な内部手

続を含みます。）についてご説明ください。 

 
(2) (i)公開買付者、(ii)SPJ、及び(iii)スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社との間の相互

の関係（資本関係、人的関係、両者の間の権利関係その他の関係の具体的内容）について、ご

説明ください。 

 
(3) 公開買付届出書によれば、公開買付者は設立から 4 年が経過しており、また「あらゆる事業に

従事すること」を会社の目的としておりますが、公開買付者が、①本公開買付け以外に事業を

営んでいるのか、②当社以外の会社の株式又は持分を取得し、又は取得する予定があるかにつ

いてご説明ください。 

 
(4) SPJ の当社株式に係る投資回収期間その他の投資方針について、具体的な内容をご説明くださ

い。公開買付者は、公開買付届出書において、本公開買付けの目的を証券売買により利益を得

ることとしている一方、「本公開買付けによって取得する対象者株式を他の第三者に売却する

ことは予定しておりません」と説明しています。本公開買付けによって取得した当社株式をい

つ、どのような方法により処分することを検討しているのか（公開買付けを通じて当社の株式

を売却するのではなく、公開買付者の社員持分自体を譲渡する可能性があるか等）、具体的に

ご説明ください。 

 
(5) 公開買付届出書によれば、SPJ は、届出日前 60 日間に当社の普通株式を 35,000 株取得して

おりますが、SPJ が当該普通株式を取得した具体的時期、各取得に係る数量及び方法、（特定

できる場合）取得の相手方、各買付価格並びに買付けの理由について、ご説明ください。 

 
(6) 公開買付者、SPJ、スティール・パートナーズ・ジャパン株式会社その他 SPJ に関連する団体

（以下「SP グループ」）の、鋸・刃物類の製造販売事業者に対する投資経験の有無及びその具

体的内容、並びに、SP グループにおける鋸・刃物類の製造販売事業に関する知識及び経験を

有する人材の有無及びその経歴についてご説明ください。 

別 紙 



7 

 
(7) SP グループにおいて、法令、規則、ガイドラインその他の規制、証券取引所規則等を遵守す

る意思及びそのための体制の有無、コンプライアンス（法令遵守）に対してどのような考え方

を有しているかご説明ください。例えば、ジャスダック証券取引所の「上場有価証券の発行者

による会社情報の適時開示等に関する規則」第 3 条に定める「親会社等」に SP グループが該

当した場合に、当社が親会社等に関する事項を開示するに際してこれに協力する意向の有無及

びその理由についてご説明ください。 

 
第 2 当社の企業価値に関する事項 

 
1 本公開買付けによる当社の支配権の取得について 

 
(1) 公開買付者は、本公開買付けにおいて、当社の発行済株式の全株式を取得することを目的とし、

さらに当社を完全子会社化するために必要な手続を行うことも想定しているとのことですが、

当社の株式を買い増すのみならず、完全子会社化までを想定している理由を具体的にご説明く

ださい。公開買付届出書によれば、SPJ は「証券売買による利益を得ることを主たる目的とし

て」当社株式を保有しているとのことですが、この目的との関係で、公開買付者が当社を完全

子会社化してその支配権を掌握する必要性を具体的にご説明ください。 

 
(2) 本公開買付けにより当社の株式の 100％を取得できない場合、SP グループは、①当社の株式

をさらに買い増す意図があるか、②買い増す場合には、市場で買い増す予定か、それとも公開

買付けを再度実施する予定か、③その場合の買付価格及び買付条件をご教示ください。 

 
(3) 上記(2)の買増しに際しては、当社及び当社株主に対して事前に買増しの意図や予定を通知する

ことを考えているのかをご教示ください。 

 
2 当社の企業価値の確保・向上のための施策について 

 
(1) 当社の企業価値の源泉はどのようなものであり、また、当社の企業価値を向上させるためには

どのような施策を実行するべきと考えているかを具体的にご説明ください。 

 
(2) 鋸・刃物産業界の今後の見通しをどう考えているか、将来の鋸・刃物産業界における当社の位

置付けについての SP グループの考えをご説明ください。 

 
(3) SP グループがこれまで投資を行った日本国内の企業（ユシロ化学工業株式会社、株式会社ソ

トー、株式会社ワコールホールディングス、サッポロホールディングス株式会社、明星食品株

式会社、アデランス株式会社、ブルドックソース株式会社を含みます。）について、①当該投

資先企業にこれまで行った支援、アドバイス又は援助の内容、②SP グループの投資又は支援
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等により、当該投資先企業の企業価値が向上した事例の有無及びその具体的内容（もしないの

であれば、その旨）、並びに、③当該投資先企業の経営陣や従業員との間で友好的な協力関係

を築くことのできた事例の有無及び具体的内容（当該投資先企業の名称等）をご説明ください。 

 
(4) 公開買付届出書において、「対象者の成長及び成功につながると考える対象者の率先的事業活

動、金融取引、企業買収提案及びその他の事項における支援、アドバイス又は援助の提供を提

案するために、適切と判断するときに自らの経験を活用することを予定しています」とされて

いますが、①現時点において、SP グループが当社に対してどのような支援、アドバイス又は

援助の提供を提案しようとしているか、②この支援等に関し、SP グループがわが国において

どのような経験を有し、またどのような人的体制を有しているのか、また③この支援等により

どのように当社の企業価値が向上すると考えているかについて、具体例を挙げてご説明くださ

い。 

 
(5) 公開買付届出書においては、SP グループが「スティール・パートナーズが保有する世界的な

ネットワーク及びアドバイザーを過去対象者に提供」してきたとされていますが、当社は、そ

のようなネットワークやアドバイザーの提供を過去受けたという認識が全くありません。そこ

で、SP グループが当社に対して、既に提供した「世界的ネットワーク及びアドバイザー」の

具体的内容をご説明ください。また、今後提供する予定のアドバイス等の具体的内容をご説明

ください。 

 
(6) 公開買付届出書によれば、本公開買付けにより当社株券が上場廃止となる可能性があるとのこ

とですが、本公開買付けにより当社株券の上場が廃止された場合に、当社の企業価値や当社株

主共同の利益にどのような影響があると考えているか、また、その理由についてご説明くださ

い。また、当社が当社株券の上場維持を希望した場合に、これに協力する予定が存するか否か

についてご説明ください。 

 
(7) 公開買付届出書において「対象者が公開買付者の完全子会社となった場合、対象者の資産を処

分することを見込んでいます」とされておりますが、具体的には①何を目的として、②どの資

産を、③いつ、④どのように処分することを予定しているのか、また⑤当社の資産に何らかの

担保権その他の負担を設定する可能性の有無（可能性がある場合には、その時期、その被担保

債権の債務者その他の内容）をご説明ください。 

 
3 当社の経営に関する事項 

 
(1) 公開買付届出書において、公開買付者は「現経営陣の経営計画及び事業計画を支持」している

とされ、また「議決権行使に関する指針を特に有していません」とされる一方、「本公開買付

けの結果次第では取締役その他の役員を対象者に派遣し、又は任命すること」を行う可能性が

ある旨が表明されております。そこで、公開買付者が、当社の株式の相当数を取得した場合、



9 

①当社に対して取締役その他の役員を派遣する予定があるのか、②現時点では役員派遣の予定

がない場合、どのような事由が発生した場合に役員を派遣することを想定されているのか、に

ついて具体的にご説明ください。 

 
(2) 公開買付届出書において、「対象者の・・・配当方針の変更に関する提案」を行うことがある

旨が表明されていますが、①SP グループが当社の企業価値ひいては中長期的な株主利益の最

大化のために適切と考える配当方針の具体的内容及びその理由、②当社の現在の配当方針に対

する意見、③増配の提案を行うのであれば、増配が当社の企業価値に与える影響をご説明くだ

さい。 

 
(3) 公開買付届出書において、「対象者の資本構成・・・の変更に関する提案」を行うことがある

旨が表明されておりますが、SP グループが望ましいと考える当社の資本構成及びその理由を

ご教示ください。 

 
(4) 公開買付届出書において、「現行経営陣の経営計画及び事業計画を支持」し、かつ「対象者の

経営及び見通しを信頼」しているとされていますが、当社の経営計画及び事業計画のうち、具

体的にはどのような部分が支持できるのか、なぜ支持できるのかを具体的にご説明ください。 

 
(5) SP グループにおいて、当社従業員（労働組合を含みます。）の意思を尊重する意向の有無につ

いて、ご説明ください。 

 
(6) 当社は、本社のある静岡県袋井市に根ざした地元密着型の経営により発展した経緯がございま

すが、SP グループにおいて、当社周辺の地域住民の意思を尊重する意向の有無について、ご

説明ください。 

 
第 3 当社の既存株主の保護に関する事項 

 
(1) SP グループとして、当社の既存株主の意思を尊重し、その意思に従う意向の有無についてご

説明下さい。 

 
(2) 当社株券が上場廃止となった場合に、当社の少数株主に株式売却の機会を確保する措置を講じ

る予定があるか、講じる予定がある場合、具体的にはどのような措置を講じるのかをご説明く

ださい。 

 
(3) 公開買付届出書において「対象者を公開買付者の完全子会社とするために必要な手続をとるこ

とがあります」とされていますが、想定している①完全子会社化の具体的スキーム・詳細条件、

②本公開買付け後、完全子会社化を行う時期についてご説明ください。 
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(4) 公開買付者が、本公開買付けにより当社の株式を全て取得できなかった場合、残った当社の株

主の利益を確保するための方策、公開買付者と当該株主との間の利益相反を回避する方策につ

いて、具体的にご説明ください。 

 
第 4 本公開買付けに関する事項 

 
1 本公開買付けに至る経緯について 

 
(1) 公開買付届出書において「現経営陣には本公開買付けにご賛同いただけるものと期待しており

ます」としながら、①本公開買付け開始の直前まで本公開買付けの意向を当社に対して通知せ

ず、②本公開買付けを開始するまでに、本公開買付けの具体的条件やその具体的な開始日を当

社に対して事前に通知することなく、また、③当社の賛同を取得するための協議・交渉を一切

せずに、本公開買付けを開始した理由についてご説明ください。 

 
(2) 当社の株式の買増しについて、当社企業価値又は当社の株主に対して与える影響などについて、

十分時間をかけて慎重に検討を行ったのか、本公開買付けについての検討を開始した具体的時

期はいつか、ご説明ください。 

 
(3) 対象会社に対して事前の連絡を行わずに公開買付けを開始する場合には、株主が当該公開買付

けに応募するか否かを判断するために必要な時間と情報を確保することが難しくなるケース

が多いと思われますが、本公開買付けを開始するにあたり、公開買付者が、当社の株主の判断

に必要な時間と情報を確保するために何らかの留意をしたか、また、仮に留意したのであれば、

具体的にどのような点に留意したかをご説明ください。 

 
2 買付価格について 

 
(1) 公開買付届出書において、当社の株式の買付価格を算定するにあたり、「対象会社の市場株価、

（株価の傾向を含めた）その財務、資産及び経営の状況並びに将来収益等の諸要素を総合的に

勘案した結果、対象会社株式の直近の市場価格が対象者の株主が認識している公正な対象者株

式価値を合理的に反映したものであると判断しました」とされていますが、 

① （株価の傾向を含めた）財務、資産及び経営の状況について、どのような資料又は仮定を

利用して、どのような判断を行ったのか 

② 将来収益については、どのようなデータ・事業計画に基づいて、どのような判断を行った

のか 

③ どの期間の当社の株式の市場価格を利用したのか 

④ 上記の点を考慮した上で、市場価格が公正な対象者株式価値を合理的に反映しているとの

結論に至った判断過程 

を具体的にご説明ください。 
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(2) 「公開買付者が適切だと考えるプレミアム」が平成 19 年 5 月 18 日の終値の 15.00%であると

算定したことについて、当該算定の基礎となった数値情報・仮定及び判断過程を具体的にご説

明ください。公開買付者が当社の完全子会社化を行うことにより発生することが見込まれるシ

ナジーの内容及びその額の総額（そのうち公開買付者及び SPJ 以外の株主に対して分配され

るシナジーの内容を含みます。）及びかかるシナジーの算定の具体的根拠及び当該算定に利用

した数値情報をご説明ください。 

 
3 その他の事項 

  
(1) 本公開買付けにおける公開買付代理人の支店は、東京支店が 1 つ存するほかは、西日本地域の

一部にしか存在していないため、株主が本公開買付けに応募の申込み又は解除をする場合に、

その手続に時間的負担その他の負担が過大になることが考えられます。そこで、SP グループ

が、本公開買付けにおいて、当該公開買付代理人を選定した根拠及び上記弊害に関する対応策

がありましたらご説明ください。 

 
(2) 本公開買付けについて、取次証券会社としてどのような証券会社を予定しているかをご教示く

ださい。 

 
(3) SPJ が公開買付者に対して行うことが予定されている出資のうち、SPJ の「手元資金」の割合

をご教示ください。また、SPJ が出資予定額に相当する「手元資金」を保有していることを証

する資料をご提示ください。 

 
以 上 

 


