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大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

平成 19 年 6 月 18 日 

各  位 

兵庫県姫路市福沢町 115 番地

代表取締役社長 湯本 二郎

（コード番号：２２２７）

問合せ先 取締役管理本部長 森田 哲雄

TEL 079－298－2525（代表）

 

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 6 月 18 日開催の取締役会において，キャドバリー・インベストメンツ・ジャパ

ン株式会社（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、賛同の意を表明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、公開買付者が当社を 100％子会社化す

る予定であること、及びその後、当社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。 

 また、本公開買付けにあたり当社の筆頭株主である太陽殖産株式会社及び主要株主である株式会社

林原から、現時点において両社が保有する株式合計 2,203 千株（発行済株式総数の 44.06%）を本公開

買付けに応募することについて、すでに同意している旨の連絡を受けております。 

 

記 

 

１ 公開買付者の概要 

 

（１） 商 号 キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社 

（２） 事 業 内 容 
①日本における投資事業 

②前号に付帯する一切の業務 

（３） 設 立 年 月 日 平成 19 年 5 月 17 日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都品川区上大崎 2 丁目 24 番 9 号アイケイビル 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 井上 ゆかり 

（６） 資 本 金 1 百万円 
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（７） 大株主及び持株比率 Cadbury Schweppes Overseas Limited 100.00％ 

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） 

公開買付者と当社 

と 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 

 

 （１）本公開買付に対する意見の内容並びに根拠及び理由 

 

  ［意見の内容］ 

当社は、公開買付者による本公開買付けにつき、平成 19 年 6 月 18 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。 

 

本公開買付けの買付け価格 2,750 円は、当社普通株式の大阪証券取引所ヘラクレス市場におけ

る平成 19 年 6 月 15 日の市場株価終値である 1,630 円に対して約 68.7％のプレミアム、平成 19

年 6 月 15 日までの過去 1 ヶ月間の市場株価終値の平均値である 1,628 円に対して約 68.9％のプ

レミアムを加えた価格であり、株主の皆様に対しましては、本公開買付けに応募されることをお

勧めいたします。 

 

  ［意見の根拠及び理由］ 

 

公開買付者は、キャドバリー・シュウエップス社（Cadbury Schweppes plc）（本社：英国、ロ

ンドン。以下その子会社及び関連会社をあわせて「キャドバリー・シュウエップス」といいます。）

がその間接的な子会社であるキャドバリー・シュウエップス・オーバーシーズ・リミテッド

（Cadbury Schweppes Overseas Limited）（本社：英国、ロンドン）を通じてその発行済株式のす

べてを間接的に保有する株式会社であり、本公開買付けにおいて当社の株式を取得することを目

的として日本法に基づき設立されました。 

キャドバリー・シュウエップスは世界 大の製菓会社(*)であり、北米とオーストラリアにおい

ては、飲料ビジネスも堅調に展開しております。(*)ユーロモニター2005 調べ なお、キャドバ

リー・シュウエップスは、平成 19 年 3 月 15 日に製菓事業と北米における飲料事業を分離するこ

とを公表しております。 
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キャドバリー・シュウエップスの創業は 200 年以上の昔に遡ることができます。現在では、

Cadbury（キャドバリー）、 Schweppes（シュウエップス）、Halls（ホールズ）、Trident（トライ

デント）、Dr Pepper（ドクター・ペッパー）、Snapple（スナップル）、Trebor（トレボー）、Dentyne

（デンティーン）、Bubblicious（バブリシャス）、 Bassett（バセット）といったブランドの製品

を世界の 200 を超える国と地域で展開しております。なお、キャドバリー・シュウエップスは、

総計で世界に 7 万人の従業員を有しております。 

日本においては、キャドバリー・ジャパン株式会社（以下「キャドバリー・ジャパン」といい

ます。）が、東京の本部に加えて全国 7カ所に事業所を持ち、キャドバリー・シュウエップスのマ

ーケティングやテクノロジーのネットワークを生かして、国内における消費者及び小売店のニー

ズを的確に捉え対応できる強力なマーケティング体制を構築しております。また、特にガム製品

の分野では「クロレッツ」、「リカルデント」、「ホワイティーン」「バブリシャス」の各ブランドを

展開し 18%（2006 年株式会社インテージ SRI 調べ）のシェアを持つ、国内第 2 位のガム･メーカ

ーとなっております。 

 

当社は、昭和 22 年 1 月に設立し、“お客さま第一”を基本理念に、シュガーレスキャンディ『テ

イカロ』を創り始めて 20 余年に亘り、無形資産の創造に努め、これを糧に独自技術を研き、“お

いしさ+α”を求め続けてまいりました。 

当社の主力製品である「キシリクリスタル・ミントのど飴」は当社の「多層化技術」、「糖アル

コール加工・応用技術」を結集して開発したもので、シュガーレスでありながら芳醇な味質と甘

味を実現し、平成 13 年 9月の発売以来、のど飴市場の代表的製品として定着するとともに、のど

飴群のトップシェア製品として多くのお客様にご愛顧頂いております。 

また、おいしく味わうだけではなく、“+α”の喜びが得られる商品をお客様にお届けするため

に、絶対的な使命である安全・安心を確実に果たすための相生工場の品質規格 ISO9001 の取得や、

キシリトールクリスタル製法等の独自の成型ノウハウを確立するとともに、 新鋭の製造ライン

の構築、よりスムーズに製品をお届けするための営業体制・物流体制等の整備等に注力してまい

りました。 

前述のとおり、当社の主力製品「キシリクリスタル・ミントのど飴」がのど飴市場のトップシ

ェアを得ているとはいえ、のど飴市場全体を鳥瞰すれば群雄割拠の状態であり、かつ、市場全体

の大幅な拡大も見込めない厳しい経営環境にあります。加えて、当社における「キシリクリスタ

ル」シリーズの売上割合は平成 18 年 10 月期では 85％程度となっており、特定製品に大きく依存

した事業構造となっております。当社としては、こうした課題に対応すべく、企業価値向上の基

本戦略に基づき、「テイカロ」ブランドの一層の育成・普及とともに、他の追随を許さない差別化

製品の開発、海外展開等に取り組んでおります。 

 

以上のような、当社を取り巻く経営環境や内部環境を踏まえ、当社が今後一層企業価値を向上
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させ、成長・発展することを通じて、お客さまを始めとするステークホルダーの皆様にお応えし

ていくためには、当社単独による事業拡大を目指すよりも、世界 大の製菓会社であるキャドバ

リー・シュウエップスの一員となり、当社の強みである「キシリクリスタル・ブランド」及び「キ

シリトールクリスタル製法」等の経営資源と同グループの世界的な経営資源を融合させることに

より、飛躍的な価値創造を目指すことが 善の選択であると判断いたしました。 

 

当社がキャドバリー・シュウエップスの一員となることにより期待される主なメリットは下記

の通りです。 

 

① キャドバリー・シュウエップスの優れたマーケティング・ノウハウ及びグローバルなネッ

トワークと当社の「キシリトールクリスタル製法」のノウハウを生かした新たな製品開発、

及び、国内、将来的には海外における新製品の販売 

② キャドバリー・シュウエップス及びキャドバリー・ジャパンの独創的かつ強力な広告宣伝

ノウハウによる当社製品の認知及び普及率の更なる向上 

③ キャドバリー・ジャパンの国内の販売・流通ネットワークを生かした販売の拡大とお客さ

ま・小売店の的確・迅速なニーズの把握及びこれによる販売戦略や新製品開発等の更なる

充実 

 

当社は、上記のメリットを享受することを通じて、当社の著しい企業価値の向上が見込めるも

のと考えております。 

 

当社の取締役会は、当社とは独立した第三者算定機関である エスエヌコーポレートアドバイザ

リー株式会社より、当社の株式につき本公開買付けが実施された場合の買付価格の妥当性を検討

する際の参考資料として、当社の株式価値に関する「株式価値算定書」を取得しております。当

社取締役会は、平成 19 年 6 月 18 日開催の取締役会において、当該算定結果を参考として、本公

開買付けの妥当性や、本公開買付けに関する諸条件、事業上のシナジー及び株主間の公平性等の

観点から慎重に検討した結果、本公開買付けが当社の企業価値向上に寄与するものであるととも

に、当社の株主に対して合理的な価格による当社株式の売却の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ことを決議いたしました。 

また、当社の社外監査役を含む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おります。  

 

 

（２）本公開買付け後の組織再編 
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 公開買付者は、当社の取締役会の支持を得て、当社の発行する株式全てを取得し、当社を公開

買付者の完全子会社とすることを目的に、本公開買付けを実施することを決定しました。しかし、

本公開買付けの結果、当社の全ての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、当社の株主に対して株式の換価の機会を提供しつつ、その株式を全て取得することを

計画しております。 

 

 具体的には、本公開買付けが成立し、公開買付者が相当数の株式を取得できた場合には、公開

買付者は、現時点においては、(1)①当社が発行している全ての普通株式に全部取得条項を付すこ

とを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び②当該全部取得条項付種類株式を全て取得する

ことと引換えに別個の株式を交付することを付議議案に含む株主総会、並びに(2)上記(1)①の定

款変更を付議議案に含む当社普通株主による種類株主総会の開催を当社に求める予定です。公開

買付者は、上記の株主総会及び種類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、当該各手続の実行までに当社の発行した全ての普通株式は全部取得条

項付種類株式に変更された上で、全てこれを当社が取得することとなります。当社の株主には当

該取得の対価として当社の別個の株式が交付されることとなりますが、当該株式の上場申請は行

わない予定です。 

 

 上記のとおり当社の別個の株式が交付される場合において、当社の株主で当社の別個の株式の

１株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、我が国の法令の手続に従い、当該端数に

相当する株式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

数の合計数の株式の売却の結果株主に交付される金銭の額については、本公開買付けの買付価格

と同一の基準に基づき算定される予定です。また、全部取得条項付種類株式の取得の対価として

交付する当社の株式の数は本日現在未定でありますが、公開買付者が当社の株式を全部取得でき

るよう、本公開買付けに応募しなかった当社の株主に対し交付しなければならない当社の株式の

数が１株に満たない端数となるよう決定される予定です。 

 

 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、少数株主の権利保護を目的と

して会社法第 116 条及び第 117 条その他の関係法令の定めに従って、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、同様の趣旨に基づき、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、これらの方法による 1株あたりの買取価格及び取得価格は、本公開買付けの買付

価格と異なることがありえます。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。 
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 また、①当社の発行する全ての普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、②当社の全部取

得条項付種類株式を全て取得するのと引換えに別個の株式を交付するという上記方法については、

関係法令についての当局の解釈、本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合及び公開買付者

以外の当社株主による当社株式の保有状況、並びに当社と公開買付者とを統合するに際しての税

務・会計上の影響等の事情により、それと概ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能性が

あります。但し、その場合でも、当社の株主に対しては、 終的に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。 

 

 本公開買付けに関連して、当社は、公開買付者との間で、平成 19 年 6 月 18 日付で公開買付け

賛同に関する契約書を締結しております。同公開買付け賛同に関する契約書においては、(1)本公

開買付けが成立した場合、上記臨時株主総会及び種類株主総会を開催すること、(2)本公開買付け

が成立した場合、当社は、公開買付者の指示に従い、公開買付者が当社株式を全て取得できるよ

う 大限協力すること、並びに、(3)当社は、その保有する自己株式を処分しないことが合意され

ております。また、当社の各取締役も、公開買付者との間で、それぞれの保有する全ての当社株

式（合計で 81,500 株。当社の発行済株式総数の 1.63％に相当）について、本公開買付けに応募

することを合意しております。 

 
 公開買付者は、本公開買付けにおいて、当社の発行する株式全てを取得することを目的として

おります。したがって、本公開買付けで買い付ける株式数に上限は設定しておらず、本公開買付

けの結果によっては、当社の株式は、大阪証券取引所ヘラクレス市場の株券上場廃止基準に従い

所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、当社の株式は、当社がその上場株式

を全部取得する場合にも上場廃止となります。上場廃止となった場合、当社の株式は大阪証券取

引所ヘラクレス市場において取引ができなくなり、これを将来売却することが困難になることが

予想されます。 

 

 なお、本公開買付けは、上記当社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、上記各手続における税務上の取扱いについては、株主各位により税務専門家

にご確認ください。 

 

また、当社は、公開買付者が前述の一連の手続きにより、当社の全株式を取得し完全子会社化

することを企図していることに鑑み、本公開買付けに応募する株主と応募しない株主との間に経

済的効果の差異が生ずる可能性を避けるため、本日開催の取締役会において、平成 19 年 10 月期

末の配当を行わないこと及び株主優待制度の廃止を決議しております。 
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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 

 

※ 添付資料： 
  公開買付者による「三星食品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」



 

1 

Cadbury Japan Limited 
IK Bldg., 24-9, Kamiosaki 2-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo, 141 JAPAN 
Tel : 03-5487-6807 / Fax : 03-5487-6226 

平成 19 年 6 月 18 日 

 
各      位 

 

 
会社名 キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社

代表者名 代表取締役社長 井上 ゆかり

問い合わせ先 キャドバリー･ジャパン株式会社 広報部 荻上 敬子

 電話番号 03－5487－6807
 

三星食品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 18 日に、三星食品株式会社（銘柄コード 2227 大阪証券取引所ヘラクレス、

以下「対象者」といいます。）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

ることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
１． 買付け等の目的 

(１) 本公開買付けの概要 

当社は、キャドバリー・シュウエップス社（Cadbury Schweppes plc）（本社：英国、ロンドン。以

下、その子会社および関連会社をあわせて「キャドバリー・シュウエップス」といいます。）がその間

接的な子会社であるキャドバリー・シュウエップス・オーバーシーズ・リミテッド（Cadbury 

Schweppes Overseas Limited）（本社：英国、ロンドン）を通じてその発行済株式の全てを間接的に

保有する株式会社であり、本公開買付けにおいて対象者の株式を取得することを目的として日本法に

基づき設立されました。当社は、対象者を完全子会社化する方針であり、対象者の発行済全株式を取

得する目的で、本公開買付けを実施いたします。 

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が、後記「2．買付け等の概要」の「(5)買付予定の株券

等の数」に記載の「株式に換算した買付予定数」（3,333,400 株。対象者の発行済株式総数（自己株式

を除きます。）の 66.67%に相当）を下回った場合には、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「株式に換算した買付予定数」以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを行い

ます。また、公開買付けに付随して、当社は対象者との間で、対象者が平成 19 年 10 月期末時点の株

主に対する配当を中止することおよび株主優待制度を廃止することで合意しています。なお、対象者

は、その保有する自己株式を処分しないことに同意しており、自己株式については本公開買付けへ応

募されない見込みです。
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対象者は、独立した第三者算定機関による株式価値算定書の算定結果を参考として、本公開買付け

の妥当性や、本公開買付けに関する諸条件、事業上のシナジーおよび株主間の公平性等の観点から慎

重に検討した結果、本公開買付けが対象者の企業価値向上に寄与するものであるとともに、対象者株

主に対して合理的な価格による対象者株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成 19 年 6

月 18 日に開催された取締役会において本公開買付けに賛同する決議を行っています。 

公開買付価格である 2,750 円の市場株価に対するプレミアムは以下のとおりです。 
 平成19年6月15日における対象者の市場株価終値である1,630円に対して68.7%のプレミアム 
 平成19年6月15日までの過去1ヶ月間の対象者の市場株価終値の平均値である1,628円に対し

て68.9%のプレミアム 
さらに、当社は、対象者の発行済株式のうち 1,400,000 株（対象者の発行済株式総数に対する所有

株式の割合（以下、「株券所有割合」といいます。）28.00%）を保有する太陽殖産株式会社（以下、「太

陽殖産」といいます。）および対象者の発行済株式のうち 803,000 株（株券所有割合 16.06%）を保有

する株式会社林原（以下、「林原」といいます。）との間で平成 19 年 6 月 18 日付で「公開買付けに関

する契約書」を締結しており、それぞれの保有する全ての対象者株式（株券所有割合の合計 44.06%）

について本公開買付けに応募することにご同意いただいております。また、対象者の各取締役からも、

後記「3．その他」の「（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」に記載さ

れているとおり、それぞれの保有する全ての株券（合計で対象者の発行済株式総数の 1.63％に相当）

について、本公開買付けに応募することにご同意いただいています。したがって、当社は、これらの

契約に基づき、対象者の発行済株式総数の 45.69%について本公開買付けにご応募いただけると見込ん

でおります。 

当社は、対象者を完全子会社化することを企図しているため、本公開買付けの結果、対象者の全て

の株式を取得できなかった場合には、後記「(4)本公開買付け後の組織再編」に記載の方法により、対

象者の株主に対して株式の換価の機会を提供しつつ、その株式を全て取得することを計画しています。 
 
(２) 本公開買付けの背景 

 キャドバリー･シュウエップスは、世界 大の製菓会社(*)であり、北米とオーストラリアにおいて

は、飲料ビジネスも堅調に展開しています。(*)ユーロモニター2005 調べ なお、キャドバリー・シュウエ

ップスは、平成 19年 3月 15日に製菓事業と北米における飲料事業を分離することを公表しています。 

 キャドバリー･シュウエップスの創業は 200 年以上の昔に遡ることができます。現在では、Cadbury

（キャドバリー）、 Schweppes（シュウエップス）、Halls（ホールズ）、Trident（トライデント）、Dr Pepper

（ドクター・ペッパー）、Snapple（スナップル）、Trebor（トレボー）、Dentyne（デンティーン）、

Bubblicious（バブリシャス）、 Bassett（バセット）といったブランドの製品を世界の 200 を超える

国と地域で展開しています。なお、キャドバリー･シュウエップスは、総計で世界に 7万人の従業員を

有しています。 

キャドバリー・シュウエップスは、日本の製菓市場において、約 5％のシェアを有するトップクラス
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の外資系製菓会社です。1961 年よりガム事業を、1971 年よりキャンディ事業を展開しています。キャ

ドバリー･シュウエップスの日本法人であるキャドバリー･ジャパン株式会社（以下、「キャドバリー･

ジャパン」といいます。）は、約 300 名の従業員を有し（平成 19年 5 月 1日現在）、販売、マーケティ

ングおよび流通事業を展開しています。ガムの製造については、名糖産業株式会社との合弁で 1961 年

に設立した工場施設（愛知県名古屋市、従業員数 138 名（平成 19 年 5 月 1日現在））で行っています。 

世界第 2 位の経済規模を有する市場であり、また世界第 4 位の製菓市場でもある日本は、キャドバ

リー･シュウエップスのアジアにおける 重要市場の１つに位置づけられており、キャドバリー･シュ

ウエップスのアジア・パシフィック地域の売り上げにも貢献しています。 

ガム事業では、世界第 2 位の地位を占めるキャドバリー・シュウエップスの一員であるキャドバリ

ー･ジャパンは、日本市場において、｢クロレッツ｣、｢リカルデント｣、｢ホワイティーン｣、｢バブリシ

ャス｣の各ブランドを展開し 18% (*)のシェアを持つ、国内第 2位のガム･メーカーとなっています。日

本においては、ガム事業以外にも、世界的なキャンディ・ブランド｢ホールズ｣およびオランダの

Perfetti Van Melle 社との契約により日本市場での流通に携わっている｢メントス｣ブランドを有する

キャンディ事業を展開しており、日本のキャンディ市場において、約 3%(*)のシェアを有しています。

また、その他にも｢キャドバリー・デイリーミルク」や｢プーラン｣ブランドを軸とする輸入チョコレー

ト販売事業を展開しています。(*)2006 年株式会社インテージ SRI 調べ（以下、「SRI 調べ」といいます。） 

 日本での長期的視点でのビジネス展開を軸に据えた上で、キャンディ事業を初めとする特定の分野

を強化すべく、適切と判断される場合には買収も視野にいれながら、より良い選択肢を模索し続けて

きました。近年、キャドバリー･シュウエップスは、日本のガム市場において、特筆に値する成長を遂

げています。2000 年には 10%であった市場シェア（2000 年当時は別の企業であったキャドバリー･シュ

ウエップスとアダムスの合計）を 2006 年には 18%(*)にまで伸ばしました。これは、「クロレッツ」、｢リ

カルデント｣、｢ホワイティーン｣ブランド製品の成長に起因するものです。キャドバリー･ジャパンの

成功の主要因は、ターゲットを明確にした複数のブランド・ポートフォリオを軸に画期的な新製品を

継続的に投入し、機能性菓子のポートフォリオを充実するというグローバル戦略の一端を担ってきた

ことにあります。(*)SRI 調べ 

現在、キャドバリー･ジャパンは、特にシュガーレスの機能性ガム分野において、確固たる地位を確

立しています。この分野は、近年、顕著な成長を遂げています。これは、消費者の健康志向が高まっ

てきたことの表れで、たとえば｢リカルデント｣ブランドにみられるような歯学領域に踏み込んだ特性

を持つ、健康に寄与しうる機能性を持った製品の需要が高まっていることによるものです。 

 一方、対象者は、兵庫県姫路市を本拠地として 1947 年に設立された製菓会社で、創業当初は、キャ

ンディの請負生産を主要業務としていました。1981 年には、独自の低カロリーシュガーレス・キャン

ディ｢テイカロ｣ブランドの展開をスタートし、1991 年には、日本のキャンディ業界において初となる

“歯に良い”キャンディを市場に投入しました。現在、対象者の売上のほとんどを製菓事業が占めて

おり、そのうちの約 85％(*)がシュガーレスのど飴の自社ブランド｢キシリクリスタル｣によるものとな

っています。袋入り、およびスティックという 2 つの形状で展開されている｢キシリクリスタル｣は、
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日本のハード･キャンディ市場におけるトップブランドの 1つです。対象者の、日本の「のど飴」市場

における 2006 年のシェアは 14%(*)で、これを全キャンディ市場におけるシェアでみると、約 4%(*)に

なります。生産については、全て兵庫県相生市にある自社工場で行っています。(*)SRI 調べ 

 対象者は、1995 年、いずれも岡山を本拠地とする同族会社であるバイオテクノロジーで著名な林原

とその関連会社である太陽殖産の傘下に入り、2004 年 9 月には大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場

しています。現在、林原と太陽殖産とは、前述の通り、両社株券所有割合の合計で、対象者株式の 44.06%

を保有しています。 

 

(３) 本公開買付けの目的 

本公開買付けの主たる目的は以下のとおりです。 

● 日本のキャンディ市場、特に、機能性キャンディにおけるキャドバリー･ジャパンの地位

の向上・シェアの拡大を実現する。 

● キャドバリー･ジャパンが有する販売・流通ネットワークをいかし、対象者製品配荷率の

全国レベルでの拡充を果たす。 

● キャドバリー･シュウエップスおよびキャドバリー･ジャパンのマーケティング力、広告投

資、ノウハウを活用することにより、対象者製品の認知および普及率のさらなる向上を図

る。 

● キャドバリー･シュウエップスのグローバルなネットワークをいかし、対象者製品の世界

規模での展開を図る。 

キャドバリー・ジャパンは、キャンディ事業としては、国際的なブランドである「ホールズ」およ

び「メントス」を展開し、日本のキャンディ市場において、約 3%のシェアを有しています。キャドバ

リー･シュウエップスは、対象者とキャドバリー･ジャパンの事業を統合することにより、日本市場に

おいて、強固な業績をあげる絶好の機会が得られるものと確信しています。現在、日本のキャンディ

市場規模はガム市場の 1.5 倍(*)となっています。キャンディ市場において強固な地位にある対象者を

同じ傘の下に迎え入れることは、キャドバリー･シュウエップスのガム事業にとっても多大なる補完性

が望めるものであり、キャンディという重要な市場におけるキャドバリー･ジャパンの地位を確固たら

しめるものです。(*)SRI 調べ 

 実際、キャドバリー･シュウエップスは、キャンディ事業に力を入れており、総売上高に占めるキャ

ンディ事業の割合は約 20%と主要な国際的製菓会社の中でも群を抜く数字となっています。 

 対象者保有の｢テイカロ｣や｢キシリクリスタル｣といったブランドは、消費者から高い評価を得てい

ますが、こうしたシュガーレス・キャンディ分野における対象者の優位性は非常に魅力的なものです。

さらに、対象者の研究開発への多額の投資と優れたイノベーションの実績は、対象者の各ブランドに

独自性の高い付加価値をあたえ、市場における競合優位性をより明確に際立たせていると言えます。
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キャドバリー･シュウエップスおよびキャドバリー･ジャパンの企業規模やテクノロジーを活用するこ

とで、対象者ブランドは、その製品基盤をより強固にし、日本以外での拡張の可能性を含めて、ブラ

ンド・ポートフォリオをより充実させ、かつ広く展開することができるはずであるとキャドバリー･シ

ュウエップスは確信しています。 

 販売チャネルでみた場合、対象者はコンビニエンスストア・ルートでは成功を収めています。一方、

キャドバリー・ジャパンは、対象者よりもはるかに大規模な営業部門組織を備え、販売・物流に強み

を持っています。こうしたキャドバリー・ジャパンの資源を活用することによって、対象者は大手量

販店ルートにおける配荷の拡充を見込むことができ、さらには製品ブランドの価値向上を望むことが

可能となります。対象者製品の販路拡充を下支えするために、キャドバリー･シュウエップスは、対象

者ブランドへのマーケティング投資を増大させることも計画しています。キャドバリー･シュウエップ

スおよびキャドバリー･ジャパンの成熟したマーケティング力を存分に活用することで、対象者が有す

る主要ブランドのさらなる発展を促す考えです。 

 対象者は、数年来、「テイカロ」および「キシリクリスタル」ブランドの美味しさに対する高い消費

者評価に支えられて、日本のキャンディ市場において確固たる地位を築いてきました。しかしながら、

ここ 1年は、主要ブランドの数字が落ち込んできています。こうした状況を作り出した要因は、「テイ

カロ」および｢キシリクリスタル｣商品のライフサイクルが成熟化したことにある、とキャドバリー･シ

ュウエップスは考えています。また、対象者の現状の販売システムおよび流通ネットワークの能力が

限界に近づいてきていることも原因の一つにあげることができます。 

 対象者がキャドバリー・シュウエップスの一員となり、適切な投資を受け、強力な販売流通網を活

用していくことによって、従前のような業績を回復することは、まだまだ充分に可能であるとキャド

バリー・シュウエップスは考えています。対象者とキャドバリー･ジャパンを統合することにより、そ

れぞれのマネジメントの経験値、ノウハウを共有し相乗することで、より高い利益を享受することが

できると、キャドバリー・シュウエップスは、みているのです。 

しかしながら、当社は、本公開買付け後に対象者をして、上述の全てを実行させることを約束する

ものではありません。 

 

(４) 本公開買付け後の組織再編 

当社は、対象者の取締役会の支持を得て、対象者の発行する株式全てを取得し、同社を当社の完全

子会社とすることを目的に、本公開買付けを実施することを決定しました。しかし、本公開買付けの

結果、対象者の全ての株式を取得できなかった場合には、当社は、以下の方法により、対象者の株主

に対して株式の換価の機会を提供しつつ、その株式を全て取得する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、当社が相当数の株式を取得できた場合には、当社は、現時点

においては、(1)①対象者が発行している全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款

の一部変更を行うこと、および②当該全部取得条項付種類株式を全て取得することと引換えに別個の

株式を交付することを付議議案に含む株主総会、並びに(2)上記(1)①の定款変更を付議議案に含む対象
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者普通株主による種類株主総会の開催を対象者に求める予定です。当社は、上記の株主総会および種

類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、当該各手続

の実行までに対象者の発行した全ての普通株式は全部取得条項付種類株式に変更された上で、全てこ

れを対象者が取得することとなります。対象者の株主には当該取得の対価として対象者の別個の株式

が交付されることとなりますが、当該株式の上場申請は行われない予定です。 

上記のとおり対象者の別個の株式が交付される場合において、対象者の株主で対象者の別個の株式

の 1 株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、我が国の法令の手続に従い、当該端数に相

当する株式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

計数の株式の売却の結果株主に交付される金銭の額については、本公開買付けの買付価格と同一の基

準に基づき算定される予定です。また、全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付される対象

者の株式の数は本日現在未定でありますが、当社が対象者の株式を全部取得できるよう、本公開買付

けに応募しなかった対象者の株主に対し交付しなければならない対象者の株式の数が 1 株に満たない

端数となるよう決定される予定です。 

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、少数株主の権利保護を目的として

会社法第 116 条および第 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、同様の趣旨に基づき、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います。なお、これら

の方法による 1 株あたりの買取価格および取得価格は、本公開買付けの買付価格と異なることがあり

えます。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。 

また、①対象者の発行する全ての普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、②対象者の全部取

得条項付種類株式を全て取得するのと引換えに別個の株式を交付するという上記方法については、関

係法令についての当局の解釈、本公開買付け後の当社の株券等所有割合および当社以外の対象者株主

による対象者株式の保有状況、並びに対象者と当社とを統合するに際しての税務・会計上の影響等の

事情により、それと概ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能性があります。但し、その場合

でも、対象者の株主に対しては、 終的に金銭を交付する方法を採用することを予定しています。 

当社は、本公開買付けにおいて、対象者の発行する株式全てを取得することを目的としています。

したがって、本公開買付けで買い付ける株式数に上限は設定しておらず、本公開買付けの結果によっ

ては、対象者の株式は、大阪証券取引所ヘラクレス市場の株券上場廃止基準に従い所定の手続を経て

上場廃止となる可能性があります。また、対象者の株式は、対象者がその上場株式を全部取得する場

合にも上場廃止となります。上場廃止となった場合、対象者の株式は大阪証券取引所ヘラクレス市場

において取引ができなくなり、これを将来売却することが困難になることが予想されます。 

なお、本公開買付けは、上記対象者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、上記各手続における税務上の取扱いについては、株主各位により税務専門家にご
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確認ください。 

 
２． 買付け等の概要 

(１)対象者の概要 

①商    号 三星食品株式会社 

②主な事業内容 糖アルコールを主原料としたキャンディの製造・販売 

③設 立年月 日       昭和 22 年 1 月 

④本 店所在 地       兵庫県姫路市福沢町 115 番地 

⑤代 表 者       代表取締役社長 湯本 二郎 

⑥資 本 金  880 百万円（平成 18 年 10 月 31 日現在） 

⑦大株主構成及び持株比率 

   太陽殖産株式会社    28.00% 

   株式会社林原    16.06% 

   日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口）  2.62% 

   ジェーピー モルガン チェースバンク  1.50% 

   （常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 

   ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ  1.36% 

   （常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会社）  

（平成 18 年 10 月 31 日現在） 

⑧当社との関係 

    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。 

(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 19 日（火曜日）から平成 19 年 7 月 19 日（木曜日）までの 22 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、対象者から買付

け等の期間（以下、「公開買付期間」といいます。）の延長を請求する旨の記載がされた意見

表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は 30 営業日、平成 19 年 7 月 31 日（火曜日）

までとなります。 

 
(３)買付け等の価格  1 株につき、2,750 円 

(４)買付け等の価格の算定根拠等 



 

8 

①算定の基礎 

当社は、キャドバリー・シュウエップスがその間接的な子会社であるキャドバリー・シュウ

エップス・オーバーシーズ・リミテッドを通じてその発行済株式の全てを間接的に保有する

株式会社であり、本公開買付けにおいて対象者の株式を取得することを目的として日本法に

基づき設立されました。当社およびキャドバリー・シュウエップスは、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あたり、主として(1)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。）を用いて算定を行い、これと同時に(2)市場株価

平均法、(3)類似会社比較法、(4)類似取引事例比較法および(5)公開買付けにおけるプレミア

ム分析法を用いて算定を行いました。上記の各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。 

A. DCF 法 

当社およびキャドバリー・シュウエップスは、対象者より提供された当期業績予測とキャド

バリー・シュウエップスが想定した経営・業績改善シナリオを反映させた事業計画に基づき、

DCF 法によりスタンドアローンベースでの対象者の株式価値を分析し、対象者の 1 株当たり

株式価値を 1,500 円から 2,770 円と算定しました。 

当該算定結果は、対象者の直近の業績悪化の原因および当期業績予測が達成されないリスク

を伴うことを考慮し、対象者の事業の不確実性を反映した結果、幅広いレンジとなっており

ます。当社およびキャドバリー・シュウエップスは、対象者が、キャドバリー・ジャパンと

の資本提携により業績回復を実現するとともに、対象者事業のダウンサイドリスクは、キャ

ドバリー・ジャパンとの事業統合により生み出される潜在的な付加価値により十分に相殺さ

れると考えています。 

B. 市場株価平均法 

当社およびキャドバリー・シュウエップスは、対象者株式の大阪証券取引所ヘラクレス市場

における平成 16 年 9 月の上場以来の終値を分析しました。本公開買付けの公表日の直前取

引日の平成 19 年 6 月 15 日の対象者の市場株価終値は 1,630 円、平成 19 年 6 月 15 日から遡

る直近 1 ヶ月間および 3 ヵ月間の市場株価終値の平均はそれぞれ 1,628 円および 1,698 円、

上場以来の市場株価終値の単純平均は 2,140 円となります。なお、対象者の市場株価は、対

象者から公表されている当期業績予測に基づいて形成されており、平成 19 年 6 月 18 日に公

表された業績下方修正の影響は考慮されていない可能性があると考えられます。 

C. 類似会社比較法 

対象者の単一製品に特化した事業モデルおよび対象者株式の流動性の観点からは、対象者に

完全に合致する類似会社は存在しないと考えられます。しかしながら、対象者と広義での類

似事業を営む上場会社の市場株価と収益性を比較することにより対象者の株式価値を算定し

ました。対象者による当期予測利益に基づき、対象者の 1 株当たりの株式価値の範囲を 1,470

円から 1,860 円までと算定しました。 
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さらに、過去 3 年間の日本における公開買付け事例において支払われたプレミアム（後述参

照）である 25%から 28%を上述の算定結果に加算し、対象者の 1 株当たり株式価値を 1,840

円から 2,380 円と算定しました。 

D. 類似取引事例比較法 

過去 3 年間における食品および飲料事業を営む会社にかかる類似買収取引における取引価額

および当該買収取引時点から遡る直近 12 カ月の収益との比較を通じて、対象者の株式価値

を算定し、1 株当たりの株式価値の範囲を 2,330 円から 2,730 円と算定しました。  

E. 公開買付けにおけるプレミアム分析法 

過去 3 年間における類似の公開買付け事例におけるプレミアムを参考に対象者の株式価値を

算定しました。日本における対象企業に支払われた当時の公表日前日における市場株価終値

に対するプレミアムの平均および当時の公表日前日から遡る直近 1 ヶ月間の市場株価終値平

均値に対するプレミアムは、各々25%および 28%でした。 

これらのプレミアムを採用した参考価値レンジは、1 株当たりの株式価値の範囲を 2,038 円

（平成 19年 6月 15日の市場株価終値 1,630円に対して 25%のプレミアムを加算）から 2,084

円（平成 19 年 6 月 15 日から遡る直近 1 ヶ月間の市場株価終値平均 1,628 円に対する 28%

プレミアム）と算定しました。 

当社は、上記を総合的に考慮した結果、市場株価平均法の下限である 1,628 円から DCF 法

の上限である 2,770 円のレンジの中で検討を進めました。更に、対象者の今期末の配当が行

われないことを前提とし、直近の業績下方修正の原因、対象者とキャドバリー・ジャパンと

の事業統合による潜在的なシナジー、対象者による本公開買付けへの賛同の有無および本公

開買付けの成否の見通し等を勘案した結果、 終的に当社は、買付価格である 2,750 円が適

正な価格であると判断しました。本公開買付価格は、平成 19 年 6 月 15 日の終値の 1,630 円

に対して 68.7%、平成 19 年 6 月 15 日から遡る直近 1 ヶ月間の市場株価終値平均 1,628 円に

対して 68.9%のプレミアムを付した価格になります。 

 
②算定の経緯 

キャドバリー・シュウエップスは、以前から対象者の業績に注目してきていたところですが、

平成 19 年 4 月から、林原（自らとその関係会社である太陽殖産とを代表して協議に臨んで

おり、両社合計して対象者株式の 44.06％を保有しています。）および対象者との間で、対象

者株式の公開買付けを含む資本提携の可能性について真剣な協議を開始しました。 

また、当社およびキャドバリー・シュウエップスは、林原および対象者との協議と並行して、

対象者の財務状態および将来における潜在的シナジーを考慮した上で、対象者の株式価値の

評価について検討してきました。 

 
当社およびキャドバリー・シュウエップスは、DCF 法および上記のその他の評価方法を用い
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て買付価格の参考となるべき価格の範囲を決定しました。当社は、上記の評価手法を用いて

買付価格を算定するにあたり、まず対象者の公開情報に基づいて検討を行い、続いてデュー

ディリジェンスの過程において対象者に提供された財務情報等を検討することによって算定

を行いました。買付価格は、対象者の今期末の配当が行われない予定であることを前提とし、

当期業績予測の下方修正の原因、対象者とキャドバリー・ジャパンとの事業統合による潜在

的なシナジー、対象者による本公開買付けへの賛同の有無および本公開買付けの成否の見通

し等の要素を勘案した上で、林原および対象者と買付価格について交渉した結果合意に至り、

これらの要素の検討および合意に基づき、当社は平成 19 年 6 月 18 日に全取締役により、本

公開買付けの買付価格を 1 株当たり 2,750 円と決定しました。 

対象者は、独立したフィナンシャルアドバイザーであるエスエヌコーポレートアドバイザリ

ー株式会社（以下、「SNCA」といいます。）を第三者算定機関に選定し、対象者の株式価値

に関するアドバイスを提供するよう求めました。対象者は、平成 19 年 6 月 15 日に SNCA

が作成した対象者の株式価値算定書を受領し、この算定結果を参考として、本公開買付けの

妥当性や、本公開買付けに関する諸条件、事業上のシナジーおよび株主間の公平性等の観点

から慎重に検討した結果、本公開買付けが対象者の企業価値向上に寄与するものであるとと

もに、対象者株主に対して合理的な価値による対象者株式の売却の機会を提供するものであ

ると判断し、平成 19 年 6 月 18 日に開催された取締役会において本公開買付けに賛同する決

議を行いました。 

 
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 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 3,333,400 株 -

新株予約権証券 - -
新株予約権付社債券 - -

株券等預託証券（  ） - -
合計 3,333,400 株 -

 
（注1） 応募株券等の総数が株式に換算した買付予定数（3,333,400 株。以下、「買付予定数」と

いいます。）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等

の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。 

（注2） 対象者は、その保有する自己株式を処分しないことに同意しており、自己株式については

本公開買付けへ応募されない見込みです。 

（注3） 単元未満株式も、本公開買付けの対象とします。但し、応募に際しては、株券を提出する
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必要があります（株券が公開買付代理人（後記（11）公開買付代理人において記載され

るものをいいます。）を通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合は、

株券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株式を買

い受けることがあります。 

（注4） 本公開買付けにより当社が取得する株券等の数の 大の数は、対象者が平成 19 年 1 月 26

日に提出した第 64 期有価証券報告書に記載された平成 18 年 10 月 31 日現在の発行済株

式総数 5,000,000 株より、対象者が保有する自己株式数 129 株を除いた 4,999,871 株で

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公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 0 個
（買付け等前における株券等

所有割合 0.00%） 
買付け予定の株券等に係る議決

権の数 
 

33,334 個
（買付け等後における株券等

所有割合 66.67%） 
対象者の総株主の議決権の数 49,995 個  

（注1） 「買付け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け予定数

3,333,400 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 1 月 26 日に提出した第 64 期有

価証券報告書に記載された平成 18 年 10 月 31 日現在の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。 

（注3） 本公開買付けにおいては、単元未満株式についても対象としているため、「買付け等後に

おける株券等所有割合」の計算においては、対象者の総株主の議決権の数（49,995 個）

に単元未満自己株式を除いた単元未満株式に係る議決権の数（上記有価証券報告書に記載

された平成 18 年 10 月 31 日時点における単元未満株式 400 株から、対象者の保有する

単元未満自己株式 29 株を控除した 371 株に係る議決権数である 3 個）を加えた 49,998

個を分母として計算しています。 

（注4） 応募株券等の総数が買付け予定数を超える場合でも、応募株券等の全部の買付けを行いま

すので、本公開買付けにより取得する株券等に係る議決権の数は 大で 49,998 個となり、

「買付け等後における株券等所有割合」は 大で 100.00%となる可能性があります。 

（注5） 「買付け等前における株券等所有割合」および「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。 

 
(７)買付代金  9,166,850,000 円 

（注）「買付代金」は、買付予定数（3,333,400 株）に 1 株あたりの買付価格を乗じた金額を記載
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しています。さらに、応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは応募株券等の全部の買付け

等を行いますので、対象者の平成 18 年 10 月 31 日現在の発行済株式総数 5,000,000 株から対象

者の保有する自己株式 129 株を控除した 4,999,871 株を全て買付けた場合の買付代金は、

13,749,645,250 円となります。 

 
(８)決済の方法 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番 1 号 

② 決済の開始日 平成 19 年 7 月 26 日（木曜日） 

（注）法第 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、決済の開始日は平成 19 年 8 月 7 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

主等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。 

 
(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（3,333,400 株）に満たない場合には、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（3,333,400 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 号イないしリおよびヲない

しソ、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。撤回等を行おうとする場合には、

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

を行うことが困難である場合は、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
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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、応募受付を

した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み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（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 15 時 30 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 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨

を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である

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。但し、訂正の範囲が小

範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項およ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 および府令第 30

条の 2 に規定する方法により公表します。 

 
(10)公開買付開始公告日 

 平成 19 年 6 月 19 日（火曜日） 

  
(11)公開買付代理人 



 

14 

 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 

①  本公開買付けについては、対象者の平成19年6月18日開催の取締役会において賛同を得てい

ます。 
②  当社は、対象者の取締役であり株主である湯本二郎氏、神村隆之氏、小原直文氏、森田哲雄

氏、清水雅章氏、本近浩一氏および浜田敏裕氏から、保有する対象者株式（合計81,500株）

を全て本公開買付けに応募する旨の同意を得ています。 
③ 当社は、対象者との間で、本公開買付けに関連して以下の事項などを規定した公開買付け賛

同に関する契約書を平成19年6月18日付で締結しています。 
(A) 本公開買付けへの賛同： 

対象者は、本公開買付けに賛同し対象者株主に対して本公開買付けへの応募を勧める取締役

会決議を行い、これを公表するとともに意見表明報告書を提出し、同賛同決議を撤回、修正

又は変更しないこと。また、対象者は、本公開買付けの買付期間を延長する権利を行使しな

いこと。 
(B) 株主総会の開催： 

対象者は、本公開買付けが成立した場合、当社の別段の指示がなければ、本公開買付けの決

済開始後速やかに、(1)新しい種類の株式を発行可能とするとともに既存の対象者株式につい

て全部取得条項を定める対象者の定款変更、(2)全部取得条項付種類株式の取得とその対価と

しての別個の株式の交付、(3)当社が指名する新しい取締役および会計監査人の選任および(4)
当社が指示するその他の事項を承認するための臨時株主総会、並びに(1)の定款変更を承認す

るための普通株式を保有する株主による種類株主総会を開催すること。 

(C) 当社による対象者株式取得への協力： 
対象者は、本公開買付けへの応募を促進するべく一定の協力を行うほか、本公開買付けが成

立した場合には、対象者は、当社の指示に従い、当社が対象者株式を全て取得できるよう

大限協力すること。 

(D) 重要事実の公表： 
対象者は、本公開買付けの開始に先立ち、(1)平成18年11月1日に開始した事業年度の上半期

決算および同事業年度の業績見込み、(2)平成19年10月期末時点の株主に対する配当の中止お

よび株主優待制度の廃止および(3)その他法166条1項に定める重要事実であって、未公表であ

り、対象者が当社に対して開示し又は入手可能にした事実に関するプレスリリースを行うこ

と。 

(E) 表明および保証： 
対象者は、当社に対し、(1)当該公開買付け賛同に関する契約の締結および実行は取締役会に



 

15 

よって適式に授権されていること並びに(2)上記(D)で公表される事実を除き、法166条1項に

定める重要な事実であって、未公表の事実は存在しないことを表明し保証すること。 
(F) 対象者の業務遂行： 

対象者は、通常の業務遂行の範囲を超えた実務、行動又は取引を行ってはならず、配当の決

議若しくは支払、株式に関するその他の財産の分配、株式の消却、買入れその他の取得、株

式の発行若しくは自己株式の処分又はその他の所定の行為を行うには、当社の事前の書面に

よる承諾を得ること。 

(G) 情報提供等： 
対象者は、当社およびその代理人の合理的な要求に対して対象者に関する情報を提供し、当

社が希望する対象者に対する合理的な調査に協力すること。対象者は、本公開買付けの決済

の開始日以降、対象者の財務、事業等の管理および当社による対象者株式取得の実行の補助

等を目的として、当社が指名する者の出向を受け入れること。 

 
(２)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

① 対象者は、平成19年6月18日に、平成19年10月期中間決算短信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、当社はその正確性および真実性に

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。 

 
（A） 損益の状況 

中間会計期間 平成19年4月中間期（第65期中） 

売上高 3,075,352千円

売上原価 1,706,175千円

販売費および一般管理費 1,064,220千円

営業外収益 5,611千円

営業外費用 12,078千円

当期純利益 168,912千円
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（B） １株当たりの状況 

中間会計期間 平成19年4月中間期（第65期中） 

1株当たり中間純利益 33.78円

1株当たり配当額 －

1株当たり純資産額 827.75円

 
② 対象者は、平成19年6月18日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。

当該公表に基づく、対象者の平成19年10月期の業績予想数値は以下のとおりです。 

 
（単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益

前回発表予想（A） 6,700 1,180 670 

今回修正予想（B） 5,730 560 310 

増減額（B-A） △970 △620 △360

増減率（％） △14.5 △52.5 △53.7

前期（平成 18 年 10 月期）実績 6,255 1,165 634 

(注) 前回発表予想（A）は、対象者の平成18年12月14日の対象者の決算発表時に公表されまし

た。 

 

③ 対象者は、平成19年6月18日開催の取締役会において、平成19年10月期末の配当を行わない

ことおよび株主優待制度を廃止することを決議しています。 

 

 
以  上 
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