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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 19 日開催の取締役会において、エム・エイチ・インベストメント株式会社（以

下、「公開買付者」といいます。）による当社株式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、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。 

公開買付者は、FBF2000, L.P.（以下、「FBF2000」といいます。）と MH Capital PartnersⅡ, L.P. （以

下、「MHCPⅡ」といいます。）の両投資ファンドに発行済株式の 100%を保有されている買収目的会社であり、

既に、FBF2000 及び MHCPⅡとあわせ、当社の総議決権数の 3分の 2以上にあたる 66.9％を保有しておりま

す。FBF2000 及び MHCPⅡについては、みずほキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、

代表取締役：井戸坂実）がその運営の一部について業務委託を受けております。 

公開買付者、FBF2000 及び MHCPⅡの三者共同で当社を完全子会社化することを目的として、公開買付者

は、本公開買付けを行うものです。本公開買付け終了後、公開買付者は、FBF2000 及び MHCPⅡと合わせて、

当社の自己株式を除く発行済株式の全てを取得すること（以下、「スクイーズアウト」といいます。）を   

計画しております。 

当社は、①当社グループの現況に鑑みて、厳しい経営環境の変化に柔軟に対応しつつ大胆な施策展開も

含めた将来の成長路線の礎を築くためには機動的な意思決定が不可欠であること、②当社普通株式には、

当社 A 種優先株式の普通株式への転換がなされた場合における潜在的な上場廃止リスクがあること、及び

③本公開買付けにおける買付価格は、当社普通株式 1株あたり 875 円、第 3回新株予約権 1個につき 23,800

円となる予定であり、買付価格は妥当であると判断されることを踏まえ、本公開買付けは当社の企業価値

の観点から最善の選択であって株主共同の利益に資するものであると判断し、本公開買付けに賛同するこ

とといたしました。 

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ため、本公

開買付けの結果、株式会社東京証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の普通株式は、所定

の手続を経て上場廃止となる可能性があります。 
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記 

 

１．公開買付者の概要 

商 号 エム・エイチ・インベストメント株式会社 

事 業 内 容 有価証券の保有及びこれに関連付帯する一切の事業 

設 立 年 月 日 平成 5年 10 月 27 日 

本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目 3番 2号郵船ビルディング 

代表者の役職・氏名 代表取締役 大畑 康壽 

資 本 金 410 百万円（平成 19 年 6月 18 日現在） 

MH Capital PartnersⅡ, L.P. 98.76% 
大株主及び持株比率 

FBF2000, L.P. 1.24% 

資 本 関 係

公開買付者は当社普通株式 722,900 株（A種優先株式を

含めた発行済株式総数の約 6.3％）を保有しておりま

す。また、公開買付者の特別関係者である FBF2000, L.P.

は、当社普通株式 3,447,554 株（A種優先株式を含めた

発行済株式総数の約 29.9％）を保有している他、同じ

く公開買付者の特別関係者である MH Capital Partners

Ⅱ, L.P.は、当社 A種優先株式 3,529,400 株（A種優先

株式を含めた発行済株式総数の約 30.6％）を保有して

おります。 

人 的 関 係

公開買付者の特別関係者である FBF2000, L.P.の

General Partner であるエム・エイチ・キャピタル・デ

ベロップメント・リミテッド（ケイマン法人）及び同じ

く特別関係者である MH Capital PartnersⅡ, L.P.の

General Partner であるエム・エイチ・キャピタル・デ

ベロップメントⅡ・リミテッド（ケイマン法人）の取締

役である井戸坂実氏は、当社の非常勤取締役に就任して

おります。 

取 引 関 係

平成 19 年 3 月期において、公開買付者は当社の子会社

である株式会社アルティア橋本より 755,565,924 円の

借入を行っておりましたが、当該貸借関係は、平成 19

年 3月 30 日をもって解消しております。 

公開買付者と対象者 

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。 
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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）本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

①本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、本日開催の取締役会において、公開買付者による当社普通株式等に対する本公開買付けに賛同

の意見を表明することを決議いたしました。したがって、当社は、当社の普通株主の皆様に、本公開買付

けに応募することをお勧めいたします。 

②賛同意見表明に至る背景 

当社は、平成 13 年 9月に公開買付者の特別関係者に該当する FBF2000 が株式を取得する MBO により日産

自動車株式会社より独立した株式会社アルティアと、平成 15 年 11 月に、同じく公開買付者の特別関係者

に該当する MHCPⅡが A種優先株式による出資を行った橋本フォーミング工業株式会社の共同株式移転によ

り、平成 16 年 4月に設立された純粋持株会社であります。かかる資本統合後、株式会社アルティアと橋本

フォーミング工業株式会社は、平成 17 年 2月に株式会社アルティアを存続会社として合併し株式会社アル

ティア橋本となり、当社の 100％子会社として現在にいたっており、大手自動車メーカー各社等に対し、

自動車用品、自動車外装部品を製造・販売している他、自動車検査・整備機器、パワーユニットの製造・

販売を主たる事業としております。 

公開買付者は、その特別関係者である MHCPⅡと FBF2000 により発行済株式の 100％を保有されている  

買収目的会社であり、平成 15 年 9月に、当時日産自動車株式会社が保有していた橋本フォーミング工業株

式会社の普通株式を取得致しました。本日現在における、公開買付者及びその特別関係者である FBF2000、

MHCPⅡの当社株式の保有状況は、公開買付者が当社普通株式 722,900 株（A 種優先株式を含めた発行済株

式総数の約 6.3％）、FBF2000 が当社普通株式 3,447,554 株（A 種優先株式を含めた発行済株式総数の約

29.9％）、MHCPⅡが当社 A種優先株式 3,529,400 株（A種優先株式を含めた発行済株式総数の約 30.6％）を

保有しております。なお、FBF2000 及び MHCPⅡは、みずほキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京

都千代田区、代表取締役：井戸坂実）がその運営の一部について業務委託を受けている、ケイマン法に   

基づくリミテッドパートナーシップ形態の投資ファンドであります。 

当社は平成 16 年の設立以来、当社グループの北米部品事業撤退をはじめとする部品事業の建て直しやグ

ループ企業の再編、更には資産売却による対外債務の大幅削減等、重要な経営課題の解決を図って参りま

した。この結果、経営効率は大幅に改善され、利益水準の推移を見ても着実な向上を図ることができまし

たが、売上高の減少傾向は依然として続いており、本年 2月 14 日に 2007 年度～2009 年度グループ中期経

営計画“ファルテック・チャレンジ８３０”を発表し、成長基盤の構築を目指すこととなりました。この

中期経営計画では重要方針として、1．業容拡大の基盤作り、2．収益力の増強、3．リスク管理の強化の    

3 項目を掲げており、なかんずく業容拡大の基盤作りにおいては、グローバルビジネスの拡大、取引顧客

の拡充、商品及び技術開発力の強化に注力して参る所存であります。 

今後の当社の事業展開に当って、日系自動車メーカーの世界展開を考慮すると、当社グローバルビジネ

スの拡大は、当社の永続的成長に不可欠の課題であり、特に自動車メーカーへのグローバル供給体制の構
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築は喫緊のテーマとなっております。当社は海外拠点として、英国に自動車部品子会社である HASHIMOTO 

LIMITED、米国に自動車用品子会社である ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS INC.を有している他、フィリピン、

インドネシア、中国にも子会社を有しておりますが、当社の現状の海外ネットワークでは、大手自動車  

メーカーのニーズに対応するグローバルサプライヤーとして十分な水準に達しているとはいえず、今後、

中国で展開中の合弁事業の立ち上げや、インド、アセアン地域における新たな生産拠点の確保等が必要と

なります。グローバルサプライヤーとしての体制構築を早期に実現するには、相応の新規投資が必要とな

る他、今後、他社との提携等も視野に入れて、将来的に大きく事業展開を行う可能性も追求していくこと

を予定しております。 

更に、取引顧客拡充のためには、品質面においては、最終エンドユーザーの多様かつ高度化したニーズ

を満たすだけのクオリティの高い新規商品開発力が求められる一方、価格競争力を向上させ、かかる商品

を取引先に満足頂ける価格で必要な量を必要な時に提供できるだけの高い生産性を実現することも併せて

必要となります。 

当社は、既に自動車部品事業において成型・鍍金・蒸着等で高い技術力を有する他、自動車用品事業に

おいては優れた企画・デザイン力、並びに関連機器事業では効率的な販売網と専門技術を有しております

が、今後厳しい競争の中で勝ち残っていく為には、その技術力・開発力をさらに高い水準まで早急に高め

なければなりません。自動車部品事業においては、各工場における生産性向上余地が相応に残されている

他、自動車メーカー各社の生産拠点見直しに伴って、当社でも国内生産拠点の再編や製造設備の高度化が

必要となることも十分に予想されます。また、自動車用品事業及び関連機器事業においては、競合他社と

の差別化の為に、品質面・価格競争力面のいずれにおいても相当の改善が必要となります。 

国内自動車販売の低迷や取引先自動車メーカー各社からの原価低減要請といった事業環境の厳しさは、

ここ暫くは継続するものと考えられ、当社としては、取扱商品の選択と集中、人的資源の確保、集中投下

等を機動的に実施することが必要となっております。 

また、平成 16 年に統合した旧橋本フォーミング工業株式会社、旧株式会社アルティアの統合効果の追求

も課題となっております。米国部品子会社の不振・撤退問題やその他の重要な経営問題の解決に時間と労

力を割かれたことから、残念ながら、統合当初予定していた効果を実現することができておりませんが、

前述した諸課題を克服するうえでも、間接部門を中心とした重複部門の見直しを早急に進め、更なるコス

ト削減を実現するとともに、リソースの戦略的再配分を実施することが必要不可欠であり、組織面におい

て、既に公表しているとおり、大幅なグループ内組織・事業再編成を行い、全社的体制の再構築を進める

他、既存事業の枠組みを超えた事業提携、資本提携等の合従連衡を模索することも課題となってきており

ます。 

こうした状況の中、当社は公開買付者と協議を重ねた結果、厳しい経営環境の変化に柔軟に対応しつつ、

中長期的視野に立った経営戦略を、可及的速やかに、機動的に実行するためには、中長期的視点で継続的

なサポートを行うことができる公開買付者、FBF2000 及び MHCPⅡからなる中核的株主にガバナンスを一本

化し、一時的、短期的な業績への影響にとらわれることなく、経営陣、従業員が一丸となって成長戦略の
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実現に取り組むことが最も適切な経営戦略であると判断致しました。そこで当社は、今般、本公開買付け

による当社の非公開化を行い、上場企業としての制約にとらわれずに、機動的な意思決定により可能な限

り早期により強力な事業基盤を構築し、当社または公開買付者において、将来再び上場することを目指す

ことといたしました。 

また、当社は、ますます厳しくなるビジネス環境の下で、2007 年度～2009 年度グループ中期経営計画 

“ファルテック・チャレンジ８３０”を達成し、その後の更なる成長を実現する技術・開発型企業として

の基盤確立に本腰を据えて取組む事が出来るのは、長いリストラ・業績低迷の時期を脱し、企業としての

体力が回復してきた現在において他に時期はないと判断しております。 

③当社普通株式の潜在的な上場廃止リスクについて 

本日現在において、MHCPⅡが、本日現在の行使価額 334 円に基づき、A 種優先株式に係る取得請求権を

全て行使し、当社普通株式の交付を受けた場合（以下、「本件転換」といいます。）には、MHCPⅡは当社普

通株式 8,982,005 株を取得することとなり、その結果、少数特定者持株数（大株主上位 10 名及び役員が所

有する株式の総数に当社が所有する自己株式数を加えた株式数のことをいいます。）が当社普通株式数の

75%超となるため、当社普通株式は、株式会社東京証券取引所の株券上場廃止基準に従って、上場廃止にな

る可能性があります。本公開買付けは、かかる潜在的な上場廃止リスクを抱えている当社の全ての普通株

主及び新株予約権者に対し、その保有する普通株式及び新株予約権を現金化する機会を与えるものであり

ます。ただし、MHCPⅡは、公開買付者との間で、本公開買付け終了までは、本件転換の権利を行使しない

ことに合意しているとのことです。 

④本公開買付けの対象となる新株予約権について 

本公開買付けにおいては、当社普通株式に加えて、当社の第 3回新株予約権を対象としております。 

本新株予約権（総数 2,500 個、株式に換算した数 250,000 株）は、当社及び当社子会社の取締役、執行役

及び使用人（業務執行責任者を含む。）に対してインセンティブプランとして発行されたものですが、当社

は、平成 19 年 6 月 19 日開催の取締役会において、本新株予約権のうち、平成 19 年 6 月 19 日開催の報酬

委員会の決議により平成 18 年度における当社グループ及び個人の業績達成状況によって行使できるもの

とされた新株予約権（1,496 個、株式に換算した数 149,600 株）につき、公開買付者が譲渡により取得す

ることについて承認する旨の決議をしています。なお、上記報酬委員会の決議により行使できないとされ

た新株予約権（1,004 個、株式に換算した数 100,400 株）については、権利者は、当社との間で、当該新

株予約権について行使を行わず、また公開買付者を含めいかなる第三者にも譲渡しないことを合意してお

ります。 

⑤本公開買付けにおける買付価格について 

本公開買付けは、当社普通株式1株あたり875円の買付価格で、また、第3回新株予約権1個につき23,800

円の買付価格で行われる予定です。 

本公開買付けに関する意見を検討するにあたり、当社は、独立したフィナンシャル・アドバイザーで  

あるデロイトトーマツ FAS 株式会社（以下、「FAS」といいます。）を第三者算定機関として選定し、当社の
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株主にとっての財務的観点からみた当社普通株式価値及び当社新株予約権価値の算定及びそれに関する助

言を依頼しました。当社は、平成 19 年 6 月 15 日、FAS より、当社普通株式価値及び当社新株予約権価値

の算定についての報告書を受領しました。同報告書では、市場株価法、DCF（ディスカウンティッド・キャ

ッシュ・フロー）法、倍率法の各手法を用いて株式価値評価を行っており、当社普通株式一株当たり株式

価値のレンジは、市場株価法で 630 円～715 円、グループ中期経営計画“ファルテック・チャレンジ    

８３０”を基礎とした DCF 法で 684 円～879 円、倍率法で 706 円～723 円と示されております。更に新株予

約権価値についてはブラックショールズモデルによる算定方法により新株予約権１個当たりの価値を

22,883 円～23,831 円と示されております。本公開買付けの普通株式の買付価格は、当社普通株式の 2007

年 3 月 15 日から 2007 年 6 月 14 日までの売買価格終値の平均価格に対して約 22％のプレミアム、2007 年

6 月 18 日の売買価格終値に対して約 35％のプレミアムを加えた価格であり、当社の普通株式の市場株価に

鑑み十分なプレミアムが確保できているものと考えられ、上記 FAS による算定結果に照らしても、妥当な

ものであると考えております。また、本公開買付けの新株予約権の買付価格についても、上記 FAS による

算定結果に照らして、妥当なものであると考えております。 

 なお、現時点においては、平成 19 年 5 月 15 日に公表いたしました平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1

日～平成 20 年 3月 31 日）の当社連結業績予想に影響を及ぼす重要な事項は発生しておりません。 

⑥本公開買付けに賛同する理由について 

当社取締役会は、森・濱田松本法律事務所及び FAS の助言を受けて公開買付者との間で本公開買付けの

内容について十分な協議及び交渉を行った上で、①当社グループの現況に鑑みて、厳しい経営環境の変化

に柔軟に対応しつつ、大胆な施策展開も含めた将来の成長路線の礎を築くためには、機動的な意思決定が

不可欠であること、②当社普通株式には、MHCPⅡの保有する当社 A 種優先株式の普通株式への転換がなさ

れた場合における潜在的な上場廃止リスクがあること、及び、③FAS の算定結果等を踏まえれば本公開買

付けにおける買付価格は妥当であると判断されることを踏まえ、本公開買付けは当社の企業価値の観点か

ら、最善の選択であって株主共同の利益に資するものであると判断し、本日開催の取締役会において、  

出席した当社取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同することを決議いたしました。 

当社取締役には、公開買付者の特別関係者である FBF2000、MHCPⅡの General Partner の取締役である

井戸坂実氏が就任しておりますが、同氏は、本公開買付けに関する特別利害関係人に該当すると考えられ

ることから、上記取締役会の他、当社における本公開買付けに関する一切の議論及び決議に参加しており

ません。 

（２）本公開買付けが上場廃止を目的とするものであることについて 

①当社普通株式が上場廃止となる見込みがあること 

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、株式会社東京証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の普通株式は、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、本公開買付け終了後

に、MHCPⅡにより本件転換がなされた場合には、当社の普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可
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能性があります。さらに、後記(3)に記載のとおり、当社がその普通株式の全部について全部取得条項を付

した上これを取得する場合にも上場廃止となります。上場廃止後は、当社の普通株式に係る株券を株式会

社東京証券取引所において取引することはできません。 

②上場廃止を目的とする公開買付けに賛同する理由 

上記の「２．（１）⑥ 本公開買付けに賛同する理由について」をご参照下さい。 

③公開買付者と当社株主の間における応募に係る重要な合意に関する事項 

FBF2000 は、公開買付者との間で本公開買付けに応募しないことを合意しております。また、当社の発

行済 A 種優先株式については、A 種優先株式の唯一の株主である MHCPⅡの書面による同意に基づき、本公

開買付けの対象とはなっておりません。MHCPⅡは、公開買付者との間で、本公開買付け終了までは、本件

転換の権利を行使しないことに合意しており、したがって、A 種優先株式を当社普通株式へと転換した上

で、本公開買付けに応募することも行わない予定です。 

（３）本公開買付終了後の二段階買収に関する事項 

本公開買付け終了後、当社及び公開買付者は、以下の方法により、FBF2000 及び MHCPⅡと合わせて、当

社の自己株式を除く発行済株式の全てを取得すること（以下、「スクイーズアウト」といいます。）を計画

しております。 

具体的には、まず、MHCPⅡは、本公開買付け終了後に本件転換を行うことを予定しています。そして、

当社は、本件転換後、①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②当社の当該株

式の全部取得と引換えに別個の普通株式を交付することを付議議案に含む、株主総会の開催を検討してお

ります。公開買付者は、上記議案に賛成する予定であり、公開買付者は、FBF2000 及び MHCPⅡとの間でも

上記議案に賛成することで合意しております。なお、公開買付者・FBF2000・MHCPⅡの保有する議決権数は、

本日現在、当社の総議決権数の 3分の 2以上にあたる 66.9％であり、MHCPⅡが本公開買付終了後本件転換

を行った場合には 10.7％増加することとなります。 

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当社の別個の普通株式が交付され

ることになりますが、当社の株主で当社の普通株式の一株にも満たない端数しか受け取れない株主に対し

ては、法令の手続に従い、当該端数合計数の売却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、

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普通株式

の対価として交付する当社の普通株式の数は、本日現在未定でありますが、公開買付者が、FBF2000 及び

MHCPⅡと合わせて、当社の自己株式を除く発行済株式の全てを取得できるように、決定する予定です。 

なお、現段階において、上記各手続が実行された後の公開買付者と当社の株式交換、合併、またはその

他の組織再編等については未定です。 
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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得ます。これらの方法による

請求また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当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、②当社の当該株式の全部取得と引換え

に別個の普通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、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、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、公開買付者、FBF2000 及び MHCPⅡ以外の当社

の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用する予定です。 

また、本公開買付けの成立後新株予約権が残存していた場合、当社及び公開買付者は、適用法令及び新

株予約権の発行要項に従い、残存する新株予約権（もしあれば）の全てを消滅させる予定です。 

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。 

 

ご参考資料として、公開買付者の「株式会社ファルテックに対する公開買付けに関するおしらせ」を  

添付いたします。 

 

 
経営企画部 ＩＲ担当 

担当者：小島 

ＴＥＬ：044-520-0019 

 

本件に関する問合せ先 以 上 
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平成 19 年 6月 19 日 

 

各位 

 

会 社 名 エム・エイチ・インベストメント株式会社

代 表 者 名 代 表 取 締 役  大 畑  康 壽

問 合 せ 先       藤 本  雄 師

電 話 番 号     0 3 （ 3 2 8 4 ） 1 6 3 2

 

株式会社ファルテックに対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

エム・エイチ・インベストメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大畑康壽、以下「公

開買付者」といいます。）は、本日、株式会社ファルテック（東証第二部上場、銘柄コード 7215、本社：

神奈川県川崎市、代表取締役社長：北洞幸雄、以下「対象者」といいます。）の普通株式並びに平成 18 年

6 月 29 日開催の第 2 回定時株主総会及び平成 18 年 7 月 6 日開催の取締役会の決議に基づき発行された新

株予約権（以下「新株予約権」といいます。）を公開買付けにより取得すること（以下「本公開買付け」と

いいます。）を決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 

1． 公開買付けの目的等 

公開買付者は、ケイマン法に基づくリミテッドパートナーシップ形態の投資ファンドであるエフ・ビー・

エフ 2000 エル・ピー（FBF2000, L.P.、以下「FBF2000」といいます。）及びエム・エイチ・キャピタル・

パートナーズⅡ エル・ピー（MH Capital Partners Ⅱ, L.P.、以下「MHCPⅡ」といいます。）があわせて

100％出資する株式会社であり、買収目的会社であります。FBF2000 及び MHCPⅡは、その運営の一部につい

て、みずほキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：井戸坂実、以下「MHCP」

といいます。）が、受託を受けています。 

MHCPⅡは、公開買付者の議決権総数の 98.7％を保有していることから、証券取引法（以下「法」といい

ます。）第 27 条の 2 第 7 項第 1 号に規定する特別関係者に該当します。また、FBF2000 は、公開買付者の

議決権総数の 1.3％を保有している一方、公開買付者との間で共同して対象者の株主としての議決権その

他の権利を行使することを合意している株主であり、法第 27 条の 2第 7項第 2号に規定する特別関係者に

該当します。 

公開買付者は、FBF2000 が保有する対象者の株式、公開買付者自身が保有している対象者の株式、及び

対象者の自己株式を除く発行済普通株式並びに対象者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。なお、FBF2000 は、公開買付者との間で本公開買付けに応募しな

いことを合意しております。また、対象者の発行済 A 種優先株式については、A 種優先株式の唯一の株主

1 



である MHCPⅡの書面による同意に基づき、本公開買付けの対象とは致しません。 

 

対象者は、平成 13 年 9月に FBF2000 が株式を取得し MBO により日産自動車株式会社より独立した株式会

社アルティアと、平成 15 年 9月に公開買付者が日産自動車株式会社より普通株式を取得し、MHCPⅡが A種

優先株式による出資を行った橋本フォーミング工業株式会社の共同株式移転により、平成 16 年 4月に設立

された純粋持株会社であります。かかる資本統合後、株式会社アルティアと橋本フォーミング工業株式会

社は、平成 17 年 2月に株式会社アルティアを存続会社として合併して株式会社アルティア橋本となり、対

象者の 100％子会社として現在に至り、自動車用品、自動車外装部品の製造・販売他、自動車検査・整備

機器、パワーユニットの製造・販売を主たる事業としております。 

自動車業界は、昨今、北米・アジア地域を中心とする海外市場での生産台数が急速に成長している状況

にあり、対象者においても、かかる動きに対応できるグローバルサプライヤーとしての早期の体制構築が

必要不可欠となっております。対象者は、海外拠点として、英国に自動車部品子会社である HASHIMOTO 

LIMITED、米国に自動車用品子会社である ALTIA AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.を有しているほか、フィリピ

ン、インドネシア、中国に非連結子会社を有しております。しかしながら、対象者の現状の海外ネットワ

ークでは、大手自動車メーカーのニーズに対応するグローバルサプライヤーとして十分な水準に達してい

るとはいえず、今後、中国、インド、アセアン地域における新たな生産拠点の立ち上げが必要であり、相

当の新規投資が必要とされる事も予想されます。従って、今後、他社との提携等も視野に入れて将来的に

大きく事業展開を行う可能性も追求していく予定としております。 

また、現在、対象者を取り巻く競争環境は厳しさを増しております。即ち、品質面においては、最終エ

ンドユーザーの多様かつ高度化したニーズを満たす、クオリティの高い新規商品開発力が求められる一方、

価格競争力を向上させ、取引先のニーズを満たす価格で必要な量を必要な時に提供できる高い生産力を備

えることが要求されています。 

対象者は、既に自動車部品事業において成型技術、鍍金及び蒸着の優れた技術力を有するほか、自動車

用品事業においては優れた企画・デザイン力を有しておりますが、今後自動車業界を取り巻く競争の中で

勝ち残っていく為には、その技術力・開発力の水準を更に高める必要性があると強く認識しております。 

これに加えて、自動車部品事業においては、各工場における生産性向上を追求するほか、製造設備の高

度化を行う予定があり、また、自動車用品事業においては、競合他社との差別化を図るため取扱商品の選

択と集中を進めるとともに、経営資源を重点部門に集中投下する必要があると考えております。 

一方で、更なる競争力強化の為、対象者においては、平成 16 年に統合した旧橋本フォーミング工業株式

会社と旧株式会社アルティアの統合効果の実現が課題となっております。統合後、米国部品子会社の不振・

撤退をはじめとする経営課題の解決に多大な時間と労力を割いた結果、残念ながら、統合当初予定してい

た課題の実現が未だ達成の途上にあります。従って、間接部門を中心とした重複部門の見直しを早急に進

め、コスト削減を実現するとともに、経営資源の戦略的再配分を実施し、既に中期計画にて公表のとおり、

組織面においても大幅なグループ内組織・事業再編成を行う予定としております。 

公開買付者は、対象者経営陣と協議を重ねた結果、事業構造の見直しを含めた包括的な成長戦略を進め

ることが、時には上場企業として短期的な利益目標の追求を阻害し、市場における信認低下を招く事態に
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もなりうるとの認識を共有するに至りました。そこで、公開買付者は、今般、FBF2000 及び MHCPⅡと合わ

せて、対象者の自己株式を除く発行済株式全ての取得（以下「スクイーズアウト」といいます。）を行い、

上場企業としての制約にとらわれずに、中長期的観点から支援することができる公開買付者、FBF2000 及

び MHCPⅡからなる中核的株主の下で、機動的な意思決定を行うとともに、経営陣、従業員が一丸となって

成長戦略の実現に取り組むことで、可能な限り早期により強固な事業基盤を構築し、対象者又は公開買付

者において上場を目指すことが最も適切な経営戦略であると判断致しました。 

 

公開買付者、FBF2000 及び MHCPⅡは、本日現在、対象者の総議決権数の 3分の 2以上にあたる 66.9％の

議決権を保有しているため、本公開買付けによることなくスクイーズアウトの実現を図ることも可能では

あるものの、公開買付者は、対象者の全ての株主及び新株予約権者に対し、近時の株式会社東京証券取引

所（以下「東京証券取引所」といいます。）における売買価格にプレミアムを付した上で、その保有する株

式及び新株予約権を現金化する機会をご提供することが望ましいと判断し、本公開買付けの実行を決断致

しました。 

公開買付者は、対象者のスクイーズアウト後に、対象者経営陣と協力をして、対象者又は公開買付者を

上場させるよう努力するものでありますが、上場が確実であることを保証するものではありません。 

なお、本日現在において、MHCPⅡが、本日現在の転換価額 334 円に基づき、対象者が A 種優先株式を取

得するのと引換えに対象者普通株式を交付すること（以下「転換」といいます。）を請求（以下「転換請求」

といいます。）した場合には、MHCPⅡが対象者普通株式を 8,982,005 株取得することとなり、その結果、少

数特定者持株数（大株主上位 10 名及び役員が所有する株式の総数に対象者が所有する自己株式を加えた株

式数のことをいいます。）が対象者普通株式数の 75％超となるため、対象者普通株式は、東京証券取引所

の株券上場廃止基準に従って上場廃止になる可能性があります。本公開買付けは、かかる潜在的な上場廃

止リスクを抱えている対象者の全ての株主及び新株予約権者に対し、その保有する株式及び新株予約権を

現金化する機会を与えるものでもあります。ただし、MHCPⅡは、公開買付者との間で、本公開買付け終了

までは、転換請求しないことを合意しております。 

 

本公開買付け終了後、公開買付者は、以下の方法により、スクイーズアウトを計画しております。 

具体的には、まず、MHCPⅡは、本公開買付け終了後に転換請求することを予定しています。そして、公

開買付者は、MHCPⅡにより転換請求がなされた後、①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②対象者の当該株式の全部取得と引換えに別個の普通株式を交付することを付議議案に含

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、上記議案に賛成する予定であり、FBF2000 及び MHCPⅡと

の間でも両者が上記議案に賛成することを合意しております。なお、公開買付者、FBF2000 及び MHCPⅡの

保有する議決権数は、本日現在、対象者の総議決権数の 3分の 2以上にあたる 66.9％であり、MHCPⅡによ

り本公開買付け終了後転換請求がなされた場合には少なくとも 77.6％となります。 

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対象者の別個の普通株式が
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交付されることになりますが、対象者の株主で対象者の普通株式の一株に満たない端数しか受け取れない

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、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

された普通株式の対価として交付する対象者の普通株式の数は本日現在未定でありますが、公開買付者が、

FBF2000 及び MHCPⅡと合わせて、対象者の自己株式を除く発行済株式の全てを取得できるように決定する

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 株当た

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。 

また、①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、②対象者の当該株式の全部取得と引

換えに別個の普通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、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、並びに

対象者と公開買付者とを統合することを想定した場合の税務・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。ただし、その場合でも、公開買付者、FBF2000

及び MHCPⅡ以外の対象者の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用する予定です。 

 

また、本公開買付けの成立後、平成 19 年 6 月 19 日開催の対象者の報酬委員会の決議により行使できな

いとされた新株予約権 1,004 個（普通株式に換算した数 100,400 株）については、公開買付者は、対象者

をして、適用法令及び新株予約権の発行要項に従い、当該新株予約権の全てを取得し消却させる予定です。

また、上記報酬委員会の決議により行使できるものとされた新株予約権 1,496 個（普通株式に換算した数

149,600 株）についても、上記のとおり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際にかか

る新株予約権が残存していた場合には、公開買付者は、対象者をして、適用法令及び新株予約権の発行要

項に従い、当該新株予約権の全てを取得し消却させる予定です。 

 

本公開買付け、全部取得条項を付す旨の定款変更を行う際の株式買取請求による買取り、及び全部取得

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の当該株式の取得における税務上の取

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けますようお願いいたします。 

 

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、東京証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、対象者の株式は、所定の手続を経て上
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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、本公開買付け終了後に、MHCPⅡ

により転換請求がなされた場合には、対象者の株式は、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があり

ます。さらに、対象者の株式は、対象者がその上場株式の全部を取得する場合にも上場廃止となります。

上場廃止後は、対象者株券を東京証券取引所において取引することはできません。 

 

2． 公開買付けの概要 

(1) 公開買付者の概要 

① 商 号 エム・エイチ・インベストメント株式会社 

② 事 業 内 容 有価証券の保有及びこれに関連付帯する一切の事業 

③ 設 立 年 月 日 平成 5年 10 月 27 日 

④ 本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目 3番 2号郵船ビルディング 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役 大畑 康壽 

⑥ 資 本 金 410 百万円（平成 19 年 6月 19 日現在） 

氏名又は名称 株式数（株） 持株比率（%） 

MH Capital PartnersⅡ, L.P. 16,000 98.76%

FBF2000, L.P. 200 1.24%

⑦ 大株主及び持株比率 

（平成 19 年 6 月 18 日現在） 

計 16,200 100,00%

 

(2) 対象者の概要 

① 商 号 株式会社ファルテック 

② 事 業 内 容 
自動車用品、自動車外装部品、自動車検査・整備機器、パワーユニットの

製造・販売 

③ 設 立 年 月 日 平成 16 年 4月 1日 

④ 本 店 所 在 地 東京都川崎市幸区堀川町 580 番地 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 北洞 幸雄 

⑥ 資 本 金 4,000 百万円（平成 19 年 3月 31 日現在） 

【普通株式】 

氏名又は名称 株式数（株） 持株比率（%）

エフビーエフ 2000,エル.ピー（常任代理人

みずほキャピタルパートナーズ株式会社）
3,447,554 43.10

エム・エイチ・インベストメント株式会社 722,900 9.04

ファルテック従業員持株会 500,755 6.26

猪狩 政臣 200,000 2.50

橋本 洸一 130,951 1.64

⑦ 大株主及び持株比率 

（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

大木 千佳子 111,021 1.39
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加藤 啓進 64,800 0.81

富士重工業株式会社 51,909 0.65

大木 敏弘 51,066 0.64

小室 栄 50,400 0.63

計 5,331,376 66.65

【A 種優先株式】 

氏名又は名称 株式数（株） 持株比率（%）

エム・エイチ・キャピタル・パートナーズ

Ⅱ エル・ピー 
3,529,400 100.00

 

計 3,529,400 100.00

資本関係 

買付者は対象者普通株式 722,900 株（A 種優先株式を含め

た発行済株式総数の約 6.3％）を保有しております。また、

買付者の特別関係者である FBF2000, L.P.は、対象者普通

株式 3,447,554 株（A 種優先株式を含めた発行済株式総数

の約 29.9％）を保有している他、同じく買付者の特別関係

者である MH Capital PartnersⅡ, L.P.は、対象者 A 種優

先株式 3,529,400 株（A 種優先株式を含めた発行済株式総

数の約 30.6％）を保有しております。 

人的関係 

買付者の特別関係者である FBF2000, L.P.の General 

Partner であるエム・エイチ・キャピタル・デベロップメ

ント・リミテッド（ケイマン法人）及び同じく特別関係者

である MH Capital PartnersⅡ, L.P.の General Partner

であるエム・エイチ・キャピタル・デベロップメントⅡ・

リミテッド（ケイマン法人）の取締役である井戸坂実氏は、

対象者の非常勤取締役に就任しております。 

取引関係 

平成 19 年 3 月期において、買付者は対象者の子会社であ

る株式会社アルティア橋本より755,565,924円の借入を行

っておりましたが、当該貸借関係は、平成 19 年 3月 30 日

をもって解消しております。 

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。 

 

(3) 買付けを行う株券等の種類 

① 普通株式 

② 新株予約権 
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(4) 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 20日（水曜日）から平成 19年 7月 23日（月曜日）まで（23営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

法第 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な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 8月 1日（水曜日）までとなります。 

 

(5) 買付け等の価格 

① 普 通 株 式： 1株につき金 875円 

② 新株予約権：  1個につき金 23,800円 

 

(6) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

（ア） 普通株式 

公開買付者は、買付価格の決定にあたり、公開買付者の株主である MHCPⅡのジェネラルパー

トナーの依頼に基づき価格算定を行ったみずほキャピタルパートナーズ株式会社（以下「MHCP」

といいます。）による算定結果を参考にしました。MHCP は、採用すべき評価方法についての検

討を行い、最終的に類似会社の PER及び PBR比較による評価を実施し、各手法における算定結

果を総合的に勘案のうえ、対象者の普通株式１株あたりの価値の算定を行いました。なお、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株あたりの価値の範囲は以下の通りです。 

 類似会社の PER 比較：570 円から 780 円 

 類似会社の PBR 比較：694 円から 934 円 

また、公開買付者は、対象者の過去の東京証券取引所における売買価格終値を検討すること

とし、平成 19 年 6月 12 日までの過去 1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の平均売買価格終値を参考

とすることとしました。その結果、上記各期間における対象者の東京証券取引所の売買価格終

値の単純平均は以下の通りとなりました。 

 過去 1ヶ月間平均売買価格終値：683 円 

 過去 3ヶ月間平均売買価格終値：715 円 

 過去 6ヶ月間平均売買価格終値：626 円 

公開買付者は、上記の MHCP による各株式価値の算定結果、届出書提出直前の東京証券取引所

における対象者株式の売買価格終値、最近の他の公開買付事例におけるプレミアムの付与率、

及び本公開買付けが公開買付者、FBF2000 及び MHCPⅡにより対象者の議決権総数の 3 分の 2 以

上を保有されている下での買付けとなること等を総合的に勘案した結果、買付価格を 875 円と

することを決定しました。なお、本買付価格は、上記した平均売買価格終値対してそれぞれ以
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下のプレミアムを加えた価格であります。 

 過去 1ヶ月間平均売買価格終値：約 28％ 

 過去 3ヶ月間平均売買価格終値：約 22％ 

 過去 6ヶ月間平均売買価格終値：約 39％ 

 

 （イ） 新株予約権 

公開買付者は、新株予約権の買付価格を決定するにあたり、新株予約権が平成 20 年 7月 1日

まで行使できないものであることも考慮の上、「ストック・オプション等に関する会計基準（企

業会計基準第 8号）」及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針（企業会計基

準適用指針第 11 号）」に基づく評価技法としてブラック・ショールズ式を採用しました。上記

普通株式に係わる諸条件を織り込んだ上でブラック・ショールズ式を用い、新株予約権の価値

（オプションプレミアム）として 23,800 円を得ました。ブラック・ショールズ式は、上記企業

会計基準等において株式オプションの価格算定モデルの一つとして市場関係者の間で広く受け

入れられているものであり、新株予約権の行使価格、行使可能期間、行使条件、予想配当額、

リスクフリーレート（割引率）や株価変動性を考慮し、さらにストックオプションの特性や条

件を反映するよう調整を加えるものです。なお、新株予約権の買付価格が、行使価格と上記普

通株式の本公開買付けにおける買付価格（875 円）との単純差額を下回るのは、新株予約権の

行使期間可能期間が平成 20 年 7月 1日から平成 25 年 6 月 30 日であり、公開買付期間中に行使

できないこと等を考慮したためです。 

 

② 算定の経緯 

公開買付者は、本公開買付けにおける買付価格を決定するに当たり、公開買付者の株主であ

る MHCPⅡのジェネラルパートナーの依頼に基づき価格算定を行った MHCP による算定結果を参

考にしました。MHCP は、採用すべき評価方法についての検討を行い、最終的に類似会社の PER

及び PBR 比較による評価を実施し、各手法における算定結果を総合的に勘案のうえ、対象者の

普通株式１株あたりの価値の算定を行いました。なお、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株あたりの価値の範囲は以下の通りです。 

 類似会社の PER 比較：570 円から 780 円 

 類似会社の PBR 比較：694 円から 934 円 

その上で、公開買付者は、上記の算定の基礎記載の分析を行い検討を進めました。また、本

公開買付けが対象者のすべての発行済み普通株式（ただし、FBF2000 は、公開買付者との間で

本公開買付けに応募しない旨の合意をしております。）の取得を目的とするものであり、対象

者の株価水準に対しては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から、過去の

発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において、公開買付価格決定の際に付与され

たプレミアムの実例を踏まえ、更に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

の見通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、平成 19 年 6 月 19 日付

で、公開買付者取締役が本公開買付けにおける買付価格を１株当たり 875 円と決定いたしまし
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た。なお、新株予約権の買付価格についても、同日付で、公開買付者取締役が、上記「算定の

基礎」の「(イ)新株予約権」において記載の理由に基づき、新株予約権１個当たり 23,800 円と

決定いたしました。 

 

対象者においては、買付価格の公正性を担保し、同時に公開買付者と対象者の潜在的な利益

相反を回避する観点から、第三者機関に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、報告書を取

得するとともに、法律事務所の意見を徴した上で、その内容を参考にして平成 19 年 6 月 19 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、決議に

参加した取締役 6 名全員一致で、本公開買付けの諸条件は妥当であり、対象者株主及び新株予

約権者の皆様に対して妥当な価格により対象者株式及び新株予約権の売却機会を提供できるも

のと判断するに至り、本公開買付けに賛同する旨の決議をしています。なお、対象者の取締役

の内、井戸坂実氏は、MHCP の代表取締役社長であり特別利害関係人に該当することから、上記

取締役会のほか、対象者における本公開買付けに関する一切の議論及び決議に参加しておりま

せん。 

 

(7) 買付予定の株券等の数 

 

株券等の種類 株式に換算した買付予定数 

株券 -株

新株予約権 -株

合計 -株

 

  (注 1)  公開買付者は、応募株券等の全部の買付けを行い、法第 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、対象者が平成 18 年 12 月 26 日に提出した第 3期半期報告書に

記載された数値を基準にすると、本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の普通株

式に換算した最大の数は、平成 18 年 9月 30 日現在の発行済普通株式総数（7,998,643 株）

に新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者普通株式の最大数

（250,000 株）を加え、公開買付者の所有する株式数（722,900 株）及び対象者の所有する自

己株式数（3,800 株）を控除した株式数（7,521,943 株）です。ただし、新株予約権の行使期

間は平成 20 年 7月 1日から平成 25 年 6月 30 日であり、公開買付期間中に転換される可能性

はありません。また、FBF2000 は、公開買付者との間で本公開買付けに応募しない旨の合意

をしており、FBF2000 の保有株式数（3,447,554 株）を控除した場合は、本公開買付けにより

公開買付者が取得する株券等の普通株式に換算した数は、最大 4,074,389 株となります。な

お、MHCPⅡは、公開買付者との間で、A種優先株式を本公開買付けの対象としないこと、及

び本公開買付け終了まで、転換請求しないことを合意しており、かかる転換請求の結果増加

する普通株式数は含まれておりません。 
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  (注 2) 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。ただし、応募に際しては、株

券を提出する必要があります（株券がみずほインベスターズ証券株式会社を通じて株式会社

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、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 3) 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。 

 

(8) 公開買付け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数 

7,229 個 （買付け等前における株券等所有割合）

66.98％ 

買付予定の株券等に係る議決権

の数 

75,219 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 114,949 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に係る議決権

の数を記載しております。 

(注 2)  「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 18 年 12 月 26 日に提出した第 3 期半期

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（1単元の株式数を 100

株として記載されたもの）を記載しております。 

(注 3)   FBF2000 及び MHCPⅡは公開買付者の特別関係者であることから、「買付け等前における株

券等所有割合」の計算においては、公開買付者、FBF2000 及び MHCPⅡの所有株券等に係る

議決権数の合計である 76,998 個を元に計算しています。 

(注 4)   本公開買付けにおいては、単元未満株式及び新株予約権も本公開買付けの対象としている

ことから、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者の第 3 期半

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 114,949 個に平成 18

年 9 月 30 日現在の単元未満株式 33,143 株に係る議決権の数（331 個）を加えた上、平成

18 年 9 月 30 日現在の対象者の自己株式 3,800 株に係る議決権の数（38 個）を控除した

115,242 個を元に計算しています。なお、対象者が平成 19 年 5 月 15 日に東京証券取引所

において発表した決算短信に記載された平成 19 年 3 月 31 日現在の対象者の自己株式数は

4,231 株となっております。 

(注 5)  「買付け等前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。 

 

(9) 買付けに要する資金 

6,447,450,125 万円（予定） 

(注)  買付けに要する資金は、買付け予定の普通株式数（7,271,943 株）に 1株あたりの買付価格を
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乗じた金額、買付け予定の新株予約権（2,500 個）に 1個あたりの買付価格を乗じた金額、

及び買付手数料等の諸費用見積額の合計額の総額（最大値）を記載しております。 

 

(10) 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 

     みずほインベスターズ証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 13番 16号 

② 決済の開始日 

     平成 19年 7月 31日（火曜日） 

（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

なされた意見表明報告書が提出された場合は、決済の開始日は平成 19年 8月 9日（木曜

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、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、みずほインベス

ターズ証券株式会社（以下「公開買付代理人」といいます。）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。 

④ 株券等の返還方法 

後記「（11）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、公開買付代理人の本店又は全国各支店に株券を持ち込むことにより、応募された

以外のケースについては、公開買付けの撤回等を行った日から起算して５営業日以後、速やか

に、応募株主等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

送により返還します。又は、当該株券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。なお、応募の時点で、機構への預託を了解いただいた株券について、名義人は異なりま

すので、ご了承ください。 

公開買付代理人の本店又は全国各支店に株券を持ち込むことにより応募がなされた場合に

ついては、公開買付けの撤回等を行った日から起算して５営業日以後で、偽造情報等照合が完

了次第、ご希望により、速やかに、応募株主等への交付もしくは応募株主（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いたします。また、持ち込まれた株券は、応募者の

了解の下で機構に預託いたしますので、返還される株券の名義人は提出された株券とは異りま

す。提出された株券の内、単元未満株式の株券は、本券ではお返しすることができませんので、

留意ください。 

新株予約権の応募がなされた場合については、結果公表日から起算して５営業日以後、ご希

望により、速やかに、応募新株予約権者への交付若しくは応募株主新株予約権者の住所への郵
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送により「譲渡承認通知書」、「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び「新株予約権割

当契約書」を返還いたします。 

 

(11) 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。公開買付者は,応募株券等の全て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、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いたします。ただし、公開買付期

間の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

を行い、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、その変更内容等につ

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を行い、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

前に応募を受けた株券等についても、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。契約の解除をされる場合は、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（以下「解除書面」といいます。）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分までに到着することを条件とい

たします。なお、公開買付者は応募株主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、保管した応募株券その

他の書面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。ただし、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。 

12 



⑥  訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

公開買付者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。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 

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。）。 

 

(12) 公開買付開始公告日 

平成 19年 6月 20日（水曜日） 

（注）日本経済新聞にて電子公告を行う旨を掲載致します。 
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(13) 公開買付代理人 

みずほインベスターズ証券株式会社 

 

3． その他 

(1) 対象者又はその役員との本項買付けに関する合意の有無 

本公開買付けは、対象者の取締役会から、これに賛同する旨の決議を得ております。なお、対

象者の取締役である井戸坂実氏は、特別利害関係人としてかかる決議には参加しておりません。 

なお、公開買付者と対象者の役員との間で、役員保有の株式や新株予約権について本公開買付

けに応募する旨の合意はありません。また公開買付者は、本公開買付け終了後の対象者の経営陣

に対して新株予約権に基づくインセンティブプランの導入等の意向を持っておりますが、対象者

又は対象者役員との間でかかる事項に関する合意はありません。 

 

(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 

対象者は、平成 19年５月 15日に、東京証券取引所において、決算短信を公表し、その中で平

成 19年３月期財務諸表の概要等を公表しております。当該公表に基づく、当該期の対象者の連結

損益等の状況等は以下の通りです。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いません。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、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しておりま

せん。 

 

(3) 平成 19 年 3月期連結決算の概要（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

   ①経営成績の進捗状況 

 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

平成 19 年 3月期 80,520 1,476 1,583 891

平成 18 年 3月期 87,801 152 259 317

 

   ②財政状態の変動状況 

 総資産（百万円） 純資産（百万円） 自己資本比率(%) 1 株当たり純資産(円)

平成 19 年 3月期 53,094 11,964 22.5 1,120.33

平成 18 年 3月期 54,877 10,768 19.6 971.70

 

(4) 平成 19 年 3月期個別財務諸表の概要（平成 18 年 4月 1 日～平成 19 年 3月 31 日） 

   ①経営成績の進捗状況 

 営業収益（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

平成 19 年 3月期 253 16 7 2

平成 18 年 3月期 249 51 37 23
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   ①財政状態の変動状況 

 総資産（百万円） 純資産（百万円） 自己資本比率(%) 1 株当たり純資産(円)

平成 19 年 3月期 14,510 11,379 78.4 1,047.16

平成 18 年 3月期 16,782 11,369 67.7 1,046.85

 

 

以上        
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