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平成 19 年６月７日 

各     位 
 

会社名 シ ャ デ ィ 株 式 会 社

代表者名 代 表 執 行 役 社 長  上 島  豪 太

（コード番号 ８ ０ ４ ８  東 証 ･ 大 証  第 一 部 ）

問合せ先 常務執行役  企画管理本部長 香川 浩三

電話番号 （ 0 3 – 5 4 0 0 – 5 6 6 8 ）

 

 

 

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、平成 19 年６月７日開催の取締役会において、MRC ホールディングス株式会社（以下、「公開

買付者」といいます。）による当社株式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

て賛同の意見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、本表明にかかる決議は、公開買付者は本公開買付けおよびその後の一連の手続により当社を

完全子会社化することを予定していること、および当社株式が上場廃止となる見込み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 （平成 19 年３月 31 日現在） 

 

① 商号             

② 事業内容       

③ 設立年月        

④ 本店所在地        

⑤ 代表者の役職・氏名        

⑥ 資本金の額            

⑦ 大株主及び持株比率  

⑧ 当社との関係 

資本関係： 

 

人的関係： 

 

 

取引関係： 

関連当事者への該当状況： 

MRC ホールディングス株式会社 

株式の保有等 

昭和 40 年９月 

兵庫県神戸市中央区多聞通五丁目１番６号 

代表取締役 上島 豪太 

10,000,000 円 

ユーシーシー上島珈琲株式会社   100.0％ 

 

公開買付者は当社の発行済株式数の 54.19％を所有しており

ます。 

公開買付者の代表取締役である上島豪太氏は当社の取締役

兼代表執行役社長に就任しています。また、公開買付者の取

締役である河本篤氏は当社の取締役に就任しています。 

該当事項はありません。 

当社は公開買付者の連結子会社であるため、関連当事者に

該当します。 

 

 

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、公開買付者による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６月７日

開催の取締役会において、本公開買付けが当社の企業価値 大化を実現していくための 善の策
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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、本公開買付けに賛同する旨の決議をしました。したがいまして、当社は、当社株主の皆

様が本公開買付けに応募されることをお勧めします。 

 

(1) 本公開買付けの背景  

 

当社は大正15年に「アサヒ扇子本舗林信本店」として扇子、うちわ、カレンダーを扱う個人経

営として創業され、昭和６年に贈答品、記念品のボランタリーチェーンシステムを採用し全国に

販売網の基礎を確立しました。昭和37年にはタオル、雑貨を取扱商品の主力とする「株式会

社ハヤシシンチェーンタオル」として法人組織化しました。現在では全国約3,000店の販売店

を中心にギフト用品および生活関連用品を販売するギフト業界大手企業です。 

 

当社は昭和46年に業界で初めて大判カラーカタログを発刊し、カタログビジネスを開始し、

昭和52年からは個人、家庭向けに戦略を転換し「有店舗カタログ販売」というビジネスモデル

をスタートさせ、大きく業績の拡大を図りました。 

 

平成２年に「サラダ館ＦＣ事業」を開始し、平成６年には大阪証券取引所市場第二部、平成

11年には東京証券取引所、大阪証券取引所各市場第一部に上場を果たすと共に、平成13年

にはギフト物流用の完全自動物流拠点である「東京物流センター」の稼動を開始するなど業

界のリーディングカンパニーとして事業構造の強化に努めてまいりましたほか、平成15年には

いち早く委員会等設置会社に移行するなどコーポレートガバナンスなどの強化にも注力をして

まいりました。 

 

一方、公開買付者の親会社であるユーシーシー上島珈琲株式会社（本社：兵庫県神戸市

中央区多聞通五丁目１番６号 代表取締役社長 上島達司。以下、「ＵＣＣ」といいます。）は、

「ＵＣＣブランド」のレギュラーコーヒー、インスタントコーヒー、缶コーヒー、コーヒー飲料の製造、

加工、販売を中核事業とする昭和８年創業のレギュラーコーヒー業界の大手企業です。 

 

また、ＵＣＣグループはＵＣＣおよび59社の関連会社群により形成され、コーヒーや食品の

卸事業をはじめ外食事業や関連機器の販売に至るまで国内外で幅広い事業を展開していま

す。ＵＣＣグループは約3,300名の従業員を擁し、日本国内では主力７工場、Ｒ＆Ｄセンターそ

して200箇所を超える販売・物流拠点と約280店舗の直営店を通じて製商品の販売を行ってい

ます。また海外ではジャマイカ、インドネシア、ハワイでの直営コーヒー農園事業をはじめ、約

11カ国でコーヒー事業を幅広く展開しています。 

 

なお、平成19年３月期のＵＣＣグループの売上高は2,738億円、経常利益は42億円となりま

した。 

 

公開買付者は、従前、当社創業家である林家の保有する会社でしたが、平成17年10月、Ｕ

ＣＣが林家から公開買付者の発行済株式全部を取得し、完全子会社化したことにより、当社は

ＵＣＣグループに入ることとなりました（当時の公開買付者の商号は「株式会社ツインツリー・ホ

ールディングス」であり、その後平成17年10月11日に「ＭＲＣホールディングス株式会社」に商

号変更をしております。）。また、これに伴い、当社の代表執行役社長にＵＣＣグループＣＯＯ

およびＵＣＣ代表取締役の上島豪太が就任し、経営体制を一新いたしました。 

 

平成12年以降、ギフト市場全体は成熟期を迎え、その市場規模は約11兆円規模で横ばい

という状況が継続しています。また消費者の消費行動も大きく変化すると共に、量販店、ＣＶＳ、

インターネットなどギフトを扱う新たな競合先が出現しました。 
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このように競争が激化する中、当社の販売店の多くが地方に所在することや、商品カテゴリ

ーの多様化等により、当社の競争優位性は徐々に低下し、当社の連結売上高は平成13年３

月期の994億円をピークに、それ以降は平成14年３月期は950億円、平成15年３月期は926億

円、平成16年３月期は879億円、平成17年３月期は803億円、平成18年３月期は787億円、そし

て平成19年３月期は732億円と大幅な減少傾向が継続しております。当社は、「サラダ館ＦＣ事

業」を中心とする有店舗型のチェーンビジネスモデルの改革・改造が当社の課題であると認識

し、様々な戦略・戦術を試験的に実行し改革を進めておりましたが、業績結果として反映でき

るまでには至っておりませんでした。 

 

また、平成17年に当社がＵＣＣグループに入った後、当社は、下記のような戦略骨子のもと、

さらなる経営改革に取り組んでまいりました。 

・ 中国における花卉栽培・陶器製造・ギフト小売事業や国内の新ブランド（Ｄ＆Ｊ）などの不

採算事業からの撤退をはじめ厳しい経費抑制を実施し、販売管理費の圧縮を図りました。 

・ コア事業の売上・粗利回復のためカタログギフトのＡＹＬ（注）の強化や商品・マーチャンダ

イジング力の強化や媒体の刷新など多岐にわたる改善策を実施いたしました。 

また本部機能を強化するため、本部を、従業員共々、大阪府松原市から東京都港区に移

転しました。 

・ 新規事業分野では100％子会社のスリーハート・コーポレーション株式会社（以下、「ＴＨ

Ｃ」といいます。）を通じて平成18年４月からＥコマースを中心とするネットビジネスの展開を

開始いたしました。 

・ 人材面では外部から積極的に人員の補強を行うほか、ＵＣＣグループの人材の投入や若

手の有望人材の積極的な幹部登用を図りました。またシステムやマーケティングなどの専

門分野では外部コンサルタント会社の活用等により相当の補強をいたしました。 

（注）ＡＹＬ：当社のカタログギフトの商品名称（商標登録済） 

 

これらの取組みの結果、平成19年３月期決算においては、経費面では一定のコスト削減を

実現することができました。 

 

また売上面では平成18年度下期には一定の回復を図ることができましたものの、通期では

減少に歯止めをかけることはできませんでした。 

 

その間も市場傾向は更に大きくかつ速い変化が継続しており、平成19年３月期は販売単価

の下落や、過去に例がないほど商品ミックスが大きく変化し、それらが平均粗利率の大幅な低

下をもたらしました。また、宅配注文の大幅増により物流費が増加し、結果的に限界利益が大

幅に低下することとなりました。加えてカタログ製作固定費やシステム投資などの費用が増加し

たことが、収益を大きく低下させる主要因となりました。 

 

ＴＨＣの新規事業分野は平成19年３月期に約30億円の売上高を達成するなど対前年比

135％を超える順調な進展を達成いたしましたが、コア事業の売上高減少を補うには不十分な

水準に留まりました。また、新規事業分野ではシステム投資や販売促進費の投入が嵩むなど、

収益貢献については今相応の時間を要するものと判断しております。 

 

上記のような現状に鑑みると、当社が平成19年３月期決算短信において示している現状の

枠組みを守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略では、継続的に収益力を改善強化

し、大幅に企業価値を向上させることは困難であり、投資家の皆様のご期待に応え、企業競争

を勝ち抜くには不十分であると判断しております。そして、かかる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、長期的な視野にたち、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し、本公開買付けに賛同することを決定いたしました。 



 

 4

(2) いわゆる二段階買収に関する事項 

 

公開買付者は、上記の通り当社を完全子会社とする方針であり、本公開買付けおよびその

後の一連の手続により当社を完全子会社化することを予定しています。 

 

本公開買付けで公開買付者が保有する当社株式および当社の自己株式を除く全株式を取

得できなかったときには、本公開買付け終了後に、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」といいます。）を実施し、その際完全子会社となる

当社の株主に対して金銭を交付する予定です。本株式交換により当社株式1株につき交付さ

れる金銭の額は、本公開買付けの買付価格を基準に算定する予定ですが、本公開買付けの

買付価格と異なる可能性があります。また、完全子会社となる当社の株主は、法令の手続に従

い、当社に対して株式買取請求を行うことができます。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および本株式交換に際して当社株式1株につき交付される金銭の額

と異なる可能性があります。本公開買付け、本株式交換による金銭の交付および本株式交換

にかかる株式買取請求による買取りの場合の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、本公開買付けにおける応募状況等によっては、本株式交換の実施の有無、時期等

について速やかに検討を行った上、決定し次第開示させていただきます。  

 

(3) 当社株式の上場廃止の見込み 

 

当社株式は、現在、東京証券取引所市場第一部および大阪証券取引所市場第一部に上

場されておりますが、当社が本株式交換により公開買付者の完全子会社となった場合には、

両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見込みです。な

お、本公開買付けの結果次第では、本公開買付けの完了をもって、当社株式は両証券取引

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。 

 

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

 

公開買付者は、本公開買付けにおける当社株式の買付価格の公正性を担保するため、買

付価格を決定するにあたり、公開買付者および当社とは独立した第三者算定機関としてのフィ

ナンシャル・アドバイザーである三菱ＵＦＪ証券株式会社（以下、「三菱ＵＦＪ証券」といいます。）

より株式価値算定書を取得し、その意見を参考としています。公開買付者は、当社の将来の

収益力を反映したディスカウンテッド･キャッシュフロー法を重視しつつ、市場株価平均法にお

ける算定結果も総合的に勘案し、当該算定結果の範囲内で検討を行いました。検討にあたっ

ては算定結果に加え、本公開買付けが公開買付者が保有する当社株式および当社の自己

株式を除く全ての発行済株式の取得を目的とするものであり、当社の株価水準に一定のプレ

ミアムを考慮することが望ましいと考えたこと、当社との間で生み出されるシナジー効果および

当社による本公開買付けへの賛同の可否等を考慮の上、買付価格を1,500円と決定いたしま

した。 

 

なお本公開買付けの買付価格は、東京証券取引所における当社株式の、平成19年６月６

日の終値1,093円に対して37.24％、平成19年６月６日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均

値1,150円（小数点以下四捨五入）に対して30.43％、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値

1,321円（小数点以下四捨五入）に対して13.55％のプレミアムを、それぞれ加えた水準となりま

す。 
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当社においては、財務アドバイザーとしてリーマン・ブラザーズ証券株式会社（以下、「リー

マン・ブラザーズ証券」といいます。）を起用し、過去の公開買付け事例におけるプレミアムの

水準、平成19年３月期決算の内容を反映した後の当社の株価水準、当社が現状の枠組みを

守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略を進めることによって期待しうる企業価値の水

準等に関する助言を受けたほか、リーマン・ブラザーズ証券より当社の株式価値に関する報告

書（以下、「報告書」といいます。）を取得しております。当社取締役会は、これらの助言および

報告書記載の評価結果、ならびに公開買付者の財務状況や株主間の公平性等を考慮し、慎

重に検討しました。当社は、当社の過去の平均株価の分析（市場株価法）、過去に行われた

親会社による上場子会社の完全子会社化を目的とした公開買付け事例において支払われた

プレミアムの分析、当社の将来の収益力を反映したDCF分析、類似企業の予想財務指標に

対する株価等の倍率に基づく類似公開企業比較分析、類似企業の買収事例における買収直

前の財務指標に対する買収価格の倍率に基づく類似案件事例分析といった各分析手法によ

って計算される当社の株式価値を総合的に勘案し、買付価格を含めて本公開買付けに関す

る諸条件が公正かつ妥当であると判断し、平成19年６月７日開催の取締役会において、本公

開買付けに賛同する旨を出席取締役の全員一致で決議しております。また、本公開買付けに

係る手続の法務面については、外部の法律事務所の助言を得ております。 

 

なお、公開買付者と当社との利益相反を回避するため、当社の取締役のうち、公開買付者

の代表取締役を兼務する上島豪太取締役および公開買付者の取締役を兼務する河本篤取

締役は、上記取締役会の審議および決議に参加しておりません。また、上記取締役会の審議

および決議に参加した取締役３名のうち２名は会社法上の社外取締役であり、上記取締役会

の構成は、独立した社外取締役の意見が十分に反映される構成となっております。 

 

また、当社は、平成19年６月７日開催の取締役会において、平成19年９月末日を基準日と

する中間配当を行わない旨および平成20年３月末日を基準日とする期末配当については現

時点では未定とする旨ならびに平成19年３月31日現在の株主名簿および実質株主名簿に記

載または記録された株主の皆様に対する株主優待品の贈呈をもって株主優待制度を廃止す

る旨の決議を行っております。 

 

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 

 

 

※公開買付者による買付け等の概要につきましては、添付資料「シャディ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」をご参照ください。 
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（ご参考）                                        平成 19 年６月７日 

 

 

各   位 

 
会 社 名 ＭＲＣホールディングス株式会社 

代 表 名 代表取締役 上島 豪太 

 

 

シャディ株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

当社は、平成 19 年６月７日開催の取締役会において、下記のとおりシャディ株式
会社（コード番号 8048 東証・大証第一部。以下、「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、お知らせいたします。 

 
記 

 

１． 買付け等の目的 

（１）本公開買付けの概要 

当社は、ユーシーシー上島珈琲株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区多聞通五丁目１番６

号 代表取締役社長 上島達司。以下、「ＵＣＣ」といいます。）が本日現在においてその発行

済株式の全てを保有する会社です。また当社は対象者の発行済株式総数の54.1％（平成19

年3月31日現在）を保有する筆頭株主であります。 

当社は、対象者の発行済株式のうち当社が保有する対象者株式及び対象者が保有する自

己株式を除いた全株式を取得し、100％子会社化を図る目的で本公開買付けを実施いたしま

す。 

 

（２）対象者及び公開買付者について 

対象者は大正15年に「アサヒ扇子本舗林信本店」として扇子、うちわ、カレンダーを扱う個人

経営として創業され、昭和６年に贈答品、記念品のボランタリーチェーンシステムを採用し全国

に販売網の基礎を確立しました。昭和37年にはタオル、雑貨を取扱商品の主力とする「株式会

社ハヤシシンチェーンタオル」として法人組織化しました。現在では全国約3,000店の販売店を

中心にギフト用品及び生活関連用品を販売するギフト業界大手企業です。 

対象者は昭和46年に業界で初めて大判カラーカタログを発刊し、カタログビジネスを開始し、

昭和52年からは個人、家庭向けに戦略を転換し「有店舗カタログ販売」というビジネスモデルを

スタートさせ、大きく業績の拡大を図りました。 

平成２年に「サラダ館ＦＣ事業」を開始し、平成6年には大阪証券取引所市場第二部、平成

11年には東京証券取引所、大阪証券取引所各市場第一部に上場を果たすと共に、平成13年

にはギフト物流用の完全自動物流拠点である「東京物流センター」の稼動を開始するなど業界

のリーディングカンパニーとして事業構造の強化に努めてまいりましたほか、平成15年にはい

ち早く委員会等設置会社に移行するなどコーポレートガバナンスなどの強化にも注力をしてま

いりました。 
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一方、当社の親会社であるＵＣＣは、「ＵＣＣブランド」のレギュラーコーヒー、インスタントコー

ヒー、缶コーヒー、コーヒー飲料の製造、加工、販売を中核事業とする昭和８年創業のレギュラ

ーコーヒー業界の大手企業です。 

また、ＵＣＣグループはＵＣＣ及び59社の関連会社群により形成され、コーヒーや食品の卸

事業をはじめ外食事業や関連機器の販売に至るまで国内外で幅広い事業を展開しています。

ＵＣＣグループは約3,300名の従業員を擁し、日本国内では主力７工場、Ｒ＆Ｄセンターそして

200箇所を超える販売・物流拠点と約280店舗の直営店を通じて製商品の販売を行っています。

また海外ではジャマイカ、インドネシア、ハワイでの直営コーヒー農園事業をはじめ、約11カ国

でコーヒー事業を幅広く展開しています。 

なお、平成19年３月期のＵＣＣグループの売上高は2,738億円、経常利益は42億円となりま

した。 

 

当社は、従前、対象者創業家である林家の保有する会社でしたが、平成17年10月、ＵＣＣ

が林家から当社の発行済株式全部を取得し、完全子会社化したことにより、対象者はＵＣＣグ

ループに入ることとなりました（当時の当社の商号は「株式会社ツインツリー・ホールディングス」

であり、その後平成17年10月11日に「ＭＲＣホールディングス株式会社」に商号変更をしており

ます。）。また、これに伴い、対象者の代表執行役社長にＵＣＣグループＣＯＯ及びＵＣＣ代表

取締役の上島豪太が就任し、経営体制を一新いたしました。 

 

（３）本公開買付けの目的 

平成12年以降、ギフト市場全体は成熟期を迎え、その市場規模は約11兆円規模で横ばいと

いう状況が継続しています。また消費者の消費行動も大きく変化すると共に、量販店、ＣＶＳ、

インターネットなどギフトを扱う新たな競合先が出現しました。 

このように競争が激化する中、対象者の販売店の多くが地方に所在することや、商品カテゴ

リーの多様化等により、対象者の競争優位性は徐々に低下し、対象者の連結売上高は平成13

年３月期の994億円をピークに、それ以降は平成14年３月期は950億円、平成15年３月期は926

億円、平成16年３月期は879億円、平成17年３月期は803億円、平成18年３月期は787億円、そ

して平成19年３月期は732億円と大幅な減少傾向が継続しております。対象者は、「サラダ館Ｆ

Ｃ事業」を中心とする有店舗型のチェーンビジネスモデルの改革・改造が対象者の課題である

と認識し、様々な戦略・戦術を試験的に実行し改革を進めておりましたが、業績結果として反

映できるまでには至っておりませんでした。 

 

また、平成17年に対象者がＵＣＣグループに入った後、対象者は、下記のような戦略骨子の

もと、さらなる経営改革に取り組んでまいりました。 

・ 中国における花卉栽培・陶器製造・ギフト小売事業や国内の新ブランド（Ｄ＆Ｊ）などの不

採算事業からの撤退をはじめ厳しい経費抑制を実施し、販売管理費の圧縮を図りました。 

・ コア事業の売上・粗利回復のためカタログギフトのＡＹＬ（注）の強化や商品・マーチャン

ダイジング力の強化や媒体の刷新など多岐にわたる改善策を実施いたしました。 

また本部機能を強化するため、本部を、従業員共々、大阪府松原市から東京都港区に

移転しました。 

・ 新規事業分野では 100％子会社のスリーハート・コーポレーション株式会社（以下、「ＴＨ

Ｃ」  といいます。）を通じて平成 18 年４月からＥコマースを中心とするネットビジネスの

展開を開始いたしました。 

・ 人材面では外部から積極的に人員の補強を行うほか、ＵＣＣグループの人材の投入や

若手の有望人材の積極的な幹部登用を図りました。またシステムやマーケティングなど

の専門分野では外部コンサルタント会社の活用等により相当の補強をいたしました。 

（注）ＡＹＬ：対象者のカタログギフトの商品名称（商標登録済） 
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これらの取組みの結果、平成19年３月期決算においては、経費面では一定のコスト削減を

実現することができました。 

また売上面では平成18年度下期には一定の回復を図ることができましたものの、通期では

減少に歯止めをかけることはできませんでした。 

その間も市場傾向は更に大きくかつ速い変化が継続しており、平成19年３月期は販売単価

の下落や、過去に例がないほど商品ミックスが大きく変化し、それらが平均粗利率の大幅な低

下をもたらしました。また、宅配注文の大幅増により物流費が増加し、結果的に限界利益が大

幅に低下することとなりました。加えてカタログ製作固定費やシステム投資などの費用が増加し

たことが、収益を大きく低下させる主要因となりました。 

 

ＴＨＣの新規事業分野は平成19年３月期に約30億円の売上高を達成するなど対前年比

135％を超える順調な進展を達成いたしましたが、コア事業の売上高減少を補うには不十分な

水準に留まりました。また、新規事業分野ではシステム投資や販売促進費の投入が嵩むなど、

収益貢献については今相応の時間を要するものと判断しております。 

 

上記のような現状に鑑みると、対象者が平成19年３月期決算短信において示している現状

の枠組みを守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略では、継続的に収益力を改善強

化し、大幅に企業価値を向上させることは困難であり、投資家の皆様のご期待に応え、企業競

争を勝ち抜くには不十分であると判断しております。そして、かかる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、長期的な視野にたち、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し、対象者の完全子会社化のため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。 

 

（４）本公開買付け後の組織再編及び経営の方針 

当社は、上記の通り対象者を当社の完全子会社とする方針であり、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ことを予定しています。 

本公開買付けで当社が保有する対象者株式及び対象者の自己株式を除く全株式を取得で

きなかったときには、本公開買付け終了後に、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とす

る株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施し、その際完全子会社となる対象者の

株主に対して金銭を交付する予定です。本株式交換により対象者株式1株につき交付される

金銭の額は、本公開買付けの買付価格を基準に算定する予定ですが、本公開買付けの買付

価格と異なる可能性があります。また、完全子会社となる対象者の株主は、法令の手続に従い、

対象者に対して株式買取請求を行うことができます。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際して対象者株式1株につき交付される金銭の額

と異なる可能性があります。本公開買付け、本株式交換による金銭の交付及び本株式交換に

かかる株式買取請求による買取りの場合の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、本公開買付けにおける応募状況等によっては、本株式交換の実施の有無、時期等に

ついて速やかに検討を行った上、決定し次第開示させていただきます。  

 

 本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社による対象者の完全子会社化が実現

した場合には、ＵＣＣは、対象者を直接リテール市場にアクセスできる極めて重要な戦略的チ

ャネルとして位置づけ、ＵＣＣグループの総力挙げての支援の下、思い切った経営改革を断行

し、対象者の企業価値の向上ひいてはＵＣＣグループ全体の企業価値の向上につなげるべく

努めてまいります。また、ＵＣＣは、当社による対象者の完全子会社化の実現後、グループの

効率的経営と総合力の強化を目的にグループの再編を図り、国内外における厳しい競争環境
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に対応すべく、純粋持株会社を組成することを検討中であります。かかる持株会社を組成した

場合には、ＵＣＣは、対象者をかかる持株会社下の主要事業を営む会社の一つとして位置づ

けると共に、将来的には、かかる持株会社の株式の公開も見据えて、企業価値の増大を図り、

社会的責任を果たすべく努力してまいります。 

 

（５）買付け等の後の上場廃止見込み 

対象者株式は、現在、東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上

場されておりますが、対象者が本株式交換により当社の完全子会社となった場合には、両証

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見込みです。なお、

本公開買付けの結果次第では、本公開買付けの完了をもって、対象者株式は両証券取引所

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。 

 

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

 

当社は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格の公正性を担保するため、買付価

格を決定するにあたり、当社及び対象者とは独立した第三者算定機関としてのフィナンシャ

ル・アドバイザーである三菱ＵＦＪ証券株式会社（以下、「三菱ＵＦＪ証券」といいます。）より株式

価値算定書を取得し、その意見を参考としています。当社は、対象者の将来の収益力を反映

した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。）を重視しつつ、市場

株価平均法における算定結果も総合的に勘案し、当該算定結果の範囲内で検討を行いまし

た。検討にあたっては算定結果に加え、本公開買付けが当社が保有する対象者株式及び対

象者の自己株式を除く全ての発行済株式の取得を目的とするものであり、対象者の株価水準

に一定のプレミアムを考慮することが望ましいと考えたこと、対象者との間で生み出されるシナ

ジー効果及び対象者による本公開買付けへの賛同の可否等を考慮の上、買付価格を1,500

円と決定いたしました。 

なお本公開買付けの買付価格は、東京証券取引所における対象者株式の、平成19年６月

６日の終値1,093円に対して37.24％、平成19年6月６日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均

値1,150円（小数点以下四捨五入）に対して30.43％、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値

1,321円（小数点以下四捨五入）に対して13.55％のプレミアムを、それぞれ加えた水準となりま

す。 

 

対象者においては、財務アドバイザーとしてリーマン・ブラザーズ証券株式会社（以下、「リ

ーマン・ブラザーズ証券」といいます。）を起用し、過去の公開買付け事例におけるプレミアム

の水準、平成19年３月期決算の内容を反映した後の対象者の株価水準、対象者が現状の枠

組みを守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略を進めることによって期待し得る企業価

値の水準等に関する助言を受けたほか、リーマン・ブラザーズ証券より対象者の株式価値に関

する報告書（以下、「報告書」といいます。）を取得しております。対象者の取締役会は、これら

の助言及び報告書記載の評価結果、並びに公開買付者の財務状況や株主間の公平性等を

考慮し、慎重に検討しました。対象者は、対象者の過去の平均株価の分析（市場株価法）、過

去に行われた親会社による上場子会社の完全子会社化を目的とした公開買付け事例におい

て支払われたプレミアムの分析、対象者の将来の収益力を反映したDCF分析、類似企業の予

想財務指標に対する株価等の倍率に基づく類似公開企業比較分析、類似企業の買収事例に

おける買収直前の財務指標に対する買収価格の倍率に基づく類似案件事例分析といった各

分析手法によって計算される対象者の株式価値を総合的に勘案し、買付価格を含めて本公

開買付けに関する諸条件が公正かつ妥当であると判断し、平成19年6月7日開催の取締役会

において、本公開買付けに賛同する旨を出席取締役の全員一致で決議しております。また、

本公開買付けに係る手続の法務面については、外部の法律事務所の助言を得ております。 
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なお、当社と対象者との利益相反を回避するため、対象者の取締役のうち、当社の代表取

締役を兼務する上島豪太取締役及び当社の取締役を兼務する河本篤取締役は、上記取締

役会の審議及び決議に参加しておりません。また、上記取締役会の審議及び決議に参加した

取締役３名のうち２名は会社法上の社外取締役であり、上記取締役会の構成は、独立した社

外取締役の意見が十分に反映される構成となっております。 

 

２．買付け等の概要 

（1） 対象者の概要 

① 商号             

② 事業内容       

③ 設立年月        

④ 本店所在地        

⑤ 代表者の役職・氏名     

⑥ 資本金            

⑦ 大株主構成及び持株比率

シャディ株式会社 

ギフト用品及び生活関連用品の企画・調達・販売 

昭和 37 年２月 

東京都港区新橋六丁目１番 11 号ダヴィンチ御成門ビル 

取締役兼代表執行役社長  上島 豪太 

3,435 百万円 （平成 18 年９月 30 日現在） 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

ＭＲＣホールディングス㈱ 54.19％

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 4.53％

資産管理サービス信託銀行㈱ 3.61％

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 2.64％

シャディ社員持株会 2.17％

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウンツ  

イー アイエスジー (常任代理人 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 カストディ業務部) 
1.76％

シービーエヌワイ ディエフエイ インターナショナル キャップ バリュー  

ポートフォリオ (常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ東京支店) 
0.94％

野村信託銀行㈱(信託口) 0.77％

バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行㈱ 0.76％

メロン バンク トリーティ クライアンツ オムニバス 

（常任代理人 香港上海銀行 東京支店）  
0.75％

  

（注1） 対象者の概要に関する情報は、対象者が平成18年12月22日に提出した第47期中半期報

告書に基づき記載しております。 

（注2） 持株比率は、平成18年９月30日現在における対象者の発行済株式総数（20,287,575株）を

基準に算出しております。 

⑧   当社と対象者の関係等 

資本関係： 当社は対象者の発行済株式数の 54.1%（平成 19 年３月 31 日現

在）を保有しております。 

人的関係： 当社代表取締役の上島豪太は、対象者の取締役兼代表執行役社長

に就任しています。また、当社取締役の河本篤は、対象者の取締役に

就任しています。 

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： 対象者は当社の子会社に該当します。 

 

（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６月８日（金曜日）から平成 19 年７月 24 日（火曜日）まで （32 営業日） 

   ② 対象者の請求に基づく延長の可能性 
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      該当事項はありません。 

     

（3） 買付け等の価格 

普通株式        1 株につき 金 1,500 円 

 

（4） 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、当社のフィナンシャル・アドバイザーである三菱ＵＦＪ証券が作成した株式価値算

定書を参考に、本公開買付けにおける買付価格の検討を進めました。 

三菱ＵＦＪ証券が対象者の株式価値算定に用いた手法は、ＤＣＦ法及び市場株価平均法

であり、それぞれの手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲は

以下のとおりです。 

 

市場株価平均法： 1,150 円から 1,386 円 

ＤＣＦ法： 1,479 円から 1,711 円 

 

当社は対象者の将来の収益力を反映したＤＣＦ法を重視しつつ、市場株価平均法におけ

る算定結果も総合的に勘案し、当該算定結果の範囲内で検討を行いました。検討にあたっ

ては算定結果に加え、本公開買付けが、当社が保有する対象者株式及び対象者の自己株

式を除く対象者の全ての発行済株式の取得を目的とするものであり、対象者の株価水準に

一定のプレミアムを考慮した方が望ましいと考えたこと、対象者との間で生み出されるシナジ

ー効果及び対象者による本公開買付けへの賛同の可否等を考慮の上、買付価格を1,500円

と決定いたしました。 

なお本公開買付けの買付価格は、株式会社東京証券取引所における対象者株式の、平

成19年６月６日の終値1,093円に対して37.24％、平成19年６月６日までの過去１ヶ月間の終

値の単純平均値1,150円（小数点以下四捨五入）に対して30.43％、同過去３ヶ月間の終値

の単純平均値1,321円（小数点以下四捨五入）に対して13.55％のプレミアムを、それぞれ加

えた水準となります。 

 

② 算定の経緯 

対象者は平成17年にＵＣＣグループに入った後、ＵＣＣグループとの間で、対象者の企
業価値向上のための経営戦略について検討を行ってまいりました。 

その結果、平成19年4月中旬ごろ、対象者の中長期的な企業価値向上に資するためにも、
当社が対象者を完全子会社化することが 善であると判断し、本公開買付けに関する具体
的な検討を開始し、以下の経緯により本公開買付けにおける株券の買付価格を決定いたし
ました。 

 
i） 算定の際に第三者の意見を聴取した場合の当該第三者の名称 

平成19年6月6日付けで三菱ＵＦＪ証券より「株式価値算定書」を取得 
 

ⅱ） 当該意見の概要 
三菱ＵＦＪ証券が算定した対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲は以下のとおりで

す。 
市場株価平均法： 1,150 円から 1,386 円 
ＤＣＦ法： 1,479 円から 1,711 円 

 
 

ⅲ） 当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯 
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当社は、買付価格の決定の参考とするため、三菱ＵＦＪ証券に対して対象者の株式価値
の算定を依頼しました。三菱ＵＦＪ証券は、この依頼を受けて採用すべき評価手法について
の検討を行い、対象者が提供した対象者の財務情報、財務予測、並びに対象者株式の市
場価格及び取引動向その他一般に入手しうる情報等を踏まえて、上記のとおり対象者の株
式価値を算定し、平成19年6月6日に当社に対して算定書を提出いたしました。 

当社は対象者の将来の収益力を反映したＤＣＦ法を重視しつつ、市場株価平均法にお

ける算定結果も総合的に勘案し、当該算定結果の範囲内で検討を行いました。また、検討
にあたっては算定結果に加え、本公開買付けが当社が保有する対象者株式及び対象者の
自己株式を除く対象者の全ての発行済株式の取得を目的とするものであり、対象者の株価
水準に一定のプレミアムを考慮した方が望ましいと考えたこと、対象者との間で生み出され
るシナジー効果及び対象者による本公開買付けへの賛同の可否等を考慮の上、三菱ＵＦＪ
証券の助言を得ながら、平成19年6月7日開催の取締役会において本公開買付けにおける
買付価格を1,500円と決定いたしました。 

 
ⅳ） 買付価格の公正性を担保するための措置 

対象者においては、財務アドバイザーであるリーマン・ブラザーズ証券より、過去の公開
買付け事例におけるプレミアムの水準、平成19年３月期決算の内容を反映した後の対象者
の株価水準、対象者が現状の枠組みを守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略を
進めることによって期待しうる企業価値の水準等に関する助言を受けたほか、リーマン・ブラ
ザーズ証券より対象者の株式価値に関する報告書を取得しております。対象者の取締役会
は、これらの助言及び報告書記載の評価結果、並びに公開買付者の財務状況や株主間の
公平性等を考慮し、慎重に検討しました。対象者は、対象者の過去の平均株価の分析（市
場株価法）、過去に行われた親会社による上場子会社の完全子会社化を目的とした公開買
付け事例において支払われたプレミアムの分析、対象者の将来の収益力を反映したDCF
分析、類似企業の予想財務指標に対する株価等の倍率に基づく類似公開企業比較分析、
類似企業の買収事例における買収直前の財務指標に対する買収価格の倍率に基づく類
似案件事例分析といった各分析手法によって計算される対象者の株式価値を総合的に勘
案し、買付価格を含めて本公開買付けに関する諸条件が公正かつ妥当であると判断し、平
成19年6月7日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨を出席取締役の全
員一致で決議しております。また、本公開買付けに係る手続の法務面については、外部の

法律事務所の助言を得ております。 
なお、上記取締役会の審議及び決議に参加した取締役３名のうち２名は会社法上の社

外取締役であり、上記取締役会の構成は、独立した社外取締役の意見が十分に反映され
る構成となっております。 

 
ⅴ) 利益相反を回避するための措置 

当社と対象者との利益相反を回避するため、上記の通り当社及び対象者は、それぞれ別
個に当社及び対象者とは独立した第三者算定機関から対象者の株式価値に関する算定書
を取得し、又は財務アドバイザーから対象者の株式価値に関する報告書を取得し、買付価
格の決定又は本公開買付けに対する賛同の判断にあたりこれを参考にしております。 

なお、利益相反回避の観点から、当社の代表取締役を兼務する上島豪太取締役及び当

社の取締役を兼務する河本篤取締役は、本公開買付けに対する賛同に関する対象者の取

締役会の審議及び決議に参加しておりません。また、上記取締役会の審議及び決議に参

加した取締役３名のうち２名は会社法上の社外取締役であり、上記取締役会の構成は、独

立した社外取締役の意見が十分に反映される構成となっております。 

 

③ 算定機関との関係 

三菱ＵＦＪ証券は当社又は対象者とは独立した算定機関であり、当社又は対象者の関連

当事者には該当しません。  
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（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 ― 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 ― 株 ― 株
（注１）    当社は、応募株券等の全部の買付けを行い、証券取引法（以下、「法」といいます。）第 27 条の 13 第

４項各号に掲げるいずれの条件も付しません。なお、本公開買付けの買付予定の株券等の数（以下、
「買付予定数」といいます。）は、対象者が平成 18 年 12 月 22 日に提出した第 47 期中半期報告書に
記載された平成 18 年９月 30 日現在の発行済株式総数（20,287,575 株）から同報告書に記載された
平成 18 年９月 30 日現在の自己株式数（921,300 株）及び本書提出日現在で当社が保有する対象者
株式数（10,994,754 株）を控除した株式数（8,371,521 株）となります。 

（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） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。但し、応募に際しては、株券を提出す

る必要があります（株式会社証券保管振替機構（以下、「保管振替機構」といいます。）に預託されてい
る単元未満株式については、保管振替機構の振替制度を通じて公開買付代理人（下記「(11)公開買
付代理人」において記載されるものをいいます。）に振り替えることにより、本公開買付けへの応募が可
能となるため、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公開買付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。 

 

（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 

109,947 個

（買付け等前における株券等所有割合

56.86%） 

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 

1,726 個

（買付け等前における株券等所有割合

0.89%）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
83,715 個

（買付け等後における株券等所有割合

100.00%）

対象者の総株主の議決権の

数 

193,354 個  

（注1） 「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、各特別関係者が所有す

る株券等に係る議決権の数の合計を記載しています。 

（注2） 特別関係者の所有株券等（但し、対象者が保有する自己株式を除きます。）も本公開買付けの

対象としていますので、二重に計算されないように、「買付け等後における株券等所有割合」の計

算においては、「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」は分子に加

算していません。 

（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 22 日に提出した第 47 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（上記半期報告書に記載された

平成 18 年９月 30 日現在の単元未満株式数に係る議決権の個数である 308 個）を加えて、「対

象者の総株主の議決権の数」を 193,662 個として計算しています（対象者の単元株式数は 100

株です。）。 

（注4） 株券等所有割合については、小数点以下第３位を四捨五入しています。 

 

 

（7） 買付代金 
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12,557 百万円（予定） 

（注）買付代金は、買付予定数（8,371,521 株）に１株当たりの買付価格を乗じた金額を記

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 

三菱ＵＦＪ証券株式会社    東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 

   ②決済の開始日 

平成 19 年７月 31 日（火曜日） 

 

   ③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等に関する通知書を応募

株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金

にて行います。買付けられた株券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、公開買付代理人から応募株主等の指定した場所へ送金します。 

 

   ④株券等の返還方法 

下記「(9) その他買付け等の条件及び方法」の「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、応募株主等の指示により、決

済の開始日（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、

応募株主等への交付若しくは応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）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(若しくは公開買付代理人を通じて保管振替機構)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 

該当事項はありません。当社は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

 

②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

証券取引法施行令（以下、「令」といいます。）第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至

ソ、第２号、第３号イ乃至チ並びに同条第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。 

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

但し、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、発行会社以

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、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項

に定める行為を行った場合には、府令第19条第１項の規定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。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いたします。但し、当該公告を公開

買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により
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公表し、その後直ちに公告を行います。当該公告が行われた日以前の応募株券等につ

いても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 

 

④応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解

除することができます。契約の解除をされる場合は、公開買付期間末日の16時00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及び公開買

付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下、「解除書面」といいます。)を交付又は送付

してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時00分までに到

達することを条件とします。 

なお、当社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当社の負担とします。 

 

⑤買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

当社は、公開買付期間中、法第27条の６第１項により禁止される場合を除き、買付条

件等の変更を行うことがあります。 

この場合は、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、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、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等を行います。 

 

⑥訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

当社が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、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び

府令第30条の２に規定する方法により公表します。 

 

⑧その他 

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

れるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(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、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内におい

て若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布さ
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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

買付代理人又は復代理人に対し、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、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国

内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書

の署名交付に関して、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。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。)。 
 

（10）公開買付開始公告日     平成 19 年６月８日（金曜日） 

（11）公開買付代理人        三菱ＵＦＪ証券株式会社 

 

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、対象者の取締役会の賛同を得ております。 
 

(2) 公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

平成12年以降、ギフト市場全体は成熟期を迎え、その市場規模は約11兆円規模で横ば

いという状況が継続しています。また消費者の消費行動も大きく変化すると共に、量販店、Ｃ

ＶＳ、インターネットなどギフトを扱う新たな競合先が出現しました。 

このように競争が激化する中、対象者の販売店の多くが地方に所在することや、商品カテ

ゴリーの多様化等により、対象者の競争優位性は徐々に低下し、対象者の連結売上高は平

成13年３月期の994億円をピークに、それ以降は平成14年３月期は950億円、平成15年３月

期は926億円、平成16年３月期は879億円、平成17年３月期は803億円、平成18年３月期は

787億円、そして平成19年３月期は732億円と大幅な減少傾向が継続しております。対象者

は、「サラダ館ＦＣ事業」を中心とする有店舗型のチェーンビジネスモデルの改革・改造が対

象者の課題であると認識し、様々な戦略・戦術を試験的に実行し改革を進めておりましたが、

業績結果として反映できるまでには至っておりませんでした。 

 

また、平成17年に対象者がＵＣＣグループに入った後、対象者は、さらなる経営改革に取り組

んでおり、その結果、平成19年３月期決算においては、経費面では一定のコスト削減を実現する

ことができました。 

また売上面では平成18年度下期には一定の回復を図ることができましたものの、通期では減

少に歯止めをかけることはできませんでした。 

その間も市場傾向は更に大きくかつ速い変化が継続しており、平成19年３月期は販売単価の

下落や、過去に例がないほど商品ミックスが大きく変化し、それらが平均粗利率の大幅な低下を

もたらしました。また宅配注文の大幅増により物流費が増加し、結果的に限界利益が大幅に低下

することとなりました。加えてカタログ製作固定費やシステム投資などの費用が増加したことが、収

益を大きく低下させる主要因となりました。 

ＴＨＣの新規事業分野は平成19年３月期に約30億円の売上高を達成するなど対前年比135％

を超える順調な進展を達成いたしましたが、コア事業の売上高減少を補うには不十分な水準に留
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まりました。また、新規事業分野ではシステム投資や販売促進費の投入が嵩むなど、収益貢献に

ついては今相応の時間を要するものと判断しております。 

 

上記のような現状に鑑みると、対象者が平成19年３月期決算短信において示している現状の

枠組みを守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略では、継続的に収益力を改善強化し、

大幅に企業価値を向上させることは困難であり、投資家の皆様のご期待に応え、企業競争を勝ち

抜くには不十分であると判断しております。そして、かかる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、長期的な視野にたち、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し、対象者の完全子会社化のため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。 

 

(3)利益相反を回避する措置 

 当社と対象者との利益相反を回避するため、上記の通り当社及び対象者は、それぞれ別個に

当社及び対象者とは独立した第三者算定機関から対象者の株式価値に関する算定書を取得し、

又は財務アドバイザーから対象者の株式価値に関する報告書を取得し、買付価格の決定又は本

公開買付けに対する賛同の判断にあたりこれを参考にしております。 

なお、利益相反回避の観点から、当社の代表取締役を兼務する上島豪太取締役及び当社の

取締役を兼務する河本篤取締役は、本公開買付けに対する賛同に関する対象者の取締役会の

審議及び決議に参加しておりません。また、上記取締役会の審議及び決議に参加した取締役３

名のうち２名は会社法上の社外取締役であり、上記取締役会の構成は、独立した社外取締役の

意見が十分に反映される構成となっております。 

 

（４） 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 

① 対象者が平成 19 年５月 15 日に公表した「平成 19 年３月期 決算短信」によれば、同期の

対象者の損益の状況等は以下のとおりです。 

 

平成 19 年３月期の個別業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

i) 損益の状況   

売上高（百万円） 71,529 

売上原価（百万円） 58,809 

販売費及び一般管理費（百万円） 13,184 

営業外収益（百万円） 1,217 

営業外費用（百万円） 9 

当期純利益（当期純損失）（百万円） 756 

  
 

ii) １株当たりの状況   

１株当たり当期純損益（円） 39.00 

１株当たり配当額（円） 36.00 

１株当たり純資産額（円） 1,548.47 
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② 対象者は、平成 19 年６月７日開催の取締役会において、平成 19 年９月末日を基準日とす

る中間配当を行わない旨及び平成 20 年３月末日を基準日とする期末配当については現時

点では未定とする旨並びに平成 19 年３月 31 日現在の対象者の株主名簿及び実質株主

名簿に記載又は記録された株主に対する株主優待品の贈呈をもって株主優待制度を廃止

する旨の決議を行っております。 

                                                     以 上 

 

 
 

 
 

 

本書面に含まれる情報を閲覧された方は、証券取引法第 167 条第 3 項及び同施行令第 30 条の規
定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、本書面
の発表（平成 19 年６月７日午後３時 15 分）から 12 時間を経過するまでは、シャディ株式会社の株
券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意下さい。万一、当該買付け等を
行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いか
ねますので、予めご了承下さい。 
このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的
として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開買
付説明書をご覧頂いた上で、株主ご自身の判断で申込みを行って下さい。このプレスリリースは、有
価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、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けに係
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。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、本公開買付けに係るプレスリリース又はその他の関連書類はいずれも、米国内において若しく

は米国に向けて、又は米国内から、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。米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はそ

の他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、米国の居住者が、また、米国内から、当社に対してこ

れらを送ってきたとしてもお受けしません。国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行

又は配布に法律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、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買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をし

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。 


