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平成 19 年 ８月 ７日 

 

各      位 

 

会 社 名 株式会社 家族亭                    

代表者名 代表取締役社長 乾 光宏 

（ＪＡＳＤＡＱコード：９９３１） 

問合せ先 

役職・氏名  取締役経理部長 関口 弘一 

電話     ０６-６３７２-７４７５ 

 

当社株式に対する公開買付条件等の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年８月６日開催の取締役会において、投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・フ

ァンド三号（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。）について当社取締役会決議の上、賛同の意を表明しておりますが、公開買付者が平成

19年８月７日付で「株式会社家族亭株式に対する公開買付条件等の変更に関するお知らせ」について発表

いたしましたので、お知らせいたします。 
 なお、当社において、かかる公開買付条件等の変更に際し、当社取締役会が平成19年８月６日に決議し

た本公開買付けについての賛同表明を変更する予定はございません。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本公開買付けに係る買付条件等の変更の概要につきましては、添付資料の「株式会社家族亭株式に対

する公開買付条件等の変更に関するお知らせ」をご参照ください。
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【添付資料】 

 

平成19年８月７日 

各 位 

会 社 名  投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号 

無限責任組合員 CCP３株式会社 

代表取締役 川村 治夫 

問合せ先  キャス・キャピタル株式会社  

 取締役  澤村 暢一 

                  電話番号  03-3556-5990 

 

 

株式会社家族亭株式に対する公開買付条件等の変更に関するお知らせ 

 

 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号（本社：東京都千代田区一番町2番地、代

表取締役 川村 治夫、以下、「公開買付者」といいます。）は、平成19年８月６日付「公開買付けの開始

に関するお知らせ」において発表し、平成19年８月７日より開始いたしました株式会社家族亭（本店：大

阪市北区茶屋町８番25号、代表取締役社長 乾 光宏、銘柄コード：9931、以下、「対象者」といいます。）

の普通株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に係る買付条件等の変更を下記により行

いますのでお知らせいたします。 

 なお、これに伴い、平成 19 年８月７日付の公開買付開始公告（電子公告（電子公告アドレス

https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm）を行い、その旨を８月７日付の日本経済新聞に掲載して

おります。）の内容を下記の通り変更いたしますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ公開買付条件等の変更の公告の内容 
 平成19年８月７日付の公開買付開始公告を以下のとおり変更いたします。 

１．公開買付けの内容 
（1）対象者の名称     株式会社家族亭 

（2）買付け等を行う株券等の種類  普通株式 

（3）買付け等の期間       平成19年８月７日（火曜日）から 

      平成19年９月４日（火曜日）まで（21営業日） 

 

 

２.買付条件等の変更の内容 

  変更箇所は下線を付しております。 

 

１．公開買付けの目的 

（変更前） 

 ＜前略＞ 

公開買付者は、株式会社家族亭（以下、「対象者」といいます。）の発行済株式総数（ただし、対象
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者が保有する自己株式を除きます。以下、本項において同じ。）の約 50.1％を下限とし、同約52.5％

を上限として対象者の株式を取得する目的で、本公開買付けを実施いたします。 

本公開買付けについては、対象者の筆頭株主であるカッパ・クリエイト株式会社（以下、「カッパ・

クリエイト」といいます。）（対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合約28.5％）から、そ

の保有する対象者株式について、原則として本公開買付けに応募することについての同意を頂いてお

ります。 

＜中略＞ 

また、本公開買付けは、買付けの上限株式数を3,683,000株（対象者の発行済株式総数の約52.5％）

としており、対象者の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付けが成立した後

も引き続き対象者の株式上場を維持する方針です。また、公開買付者は、現時点においては、本公開

買付けの後対象者の株式を追加取得する予定はありません。 

＜後略＞ 

 

（変更後） 

＜前略＞ 

公開買付者は、株式会社家族亭（以下、「対象者」といいます。）の発行済株式総数（ただし、対象

者が保有する自己株式を除きます。以下、本項において同じ。）の約 50.1％を下限とし、同約57.5％

を上限として対象者の株式を取得する目的で、本公開買付けを実施いたします。 

本公開買付けについては、対象者の筆頭株主であるカッパ・クリエイト株式会社（以下、「カッパ・

クリエイト」といいます。）（対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合約28.5％）から、そ

の保有する対象者株式について、原則として本公開買付けに応募することについての同意を頂いてお

ります。また、本公開買付け開始後において、対象者の大株主及び現代表取締役会長である永幡泰彦

氏（対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合約11.5％）から、その保有する対象者株式に

ついて、原則として本公開買付けに応募することについて、追加で同意を頂いております。 

＜中略＞ 

また、本公開買付けは、買付けの上限株式数を4,034,000株（対象者の発行済株式総数の約57.5％）

としており、対象者の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付けが成立した後

も引き続き対象者の株式上場を維持する方針です。また、公開買付者は、現時点においては、本公開

買付けの後対象者の株式を追加取得する予定はありません。 

＜後略＞ 

 

２．公開買付けの内容 

 (5) 買付予定の株券等の数 

（変更前） 

 株式に換算した買付予定数            3,516,000株 
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  株式に換算した超過予定数             167,000株 

  株式に換算した買付予定数及び超過予定数の合計  3,683,000株 

 

(注１)  応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数(3,516,000株。以下、「買付予定数」と

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

数が買付予定数及び株式に換算した超過予定数(167,000株。以下、「超過予定数」といい

ます。)の合計(3,683,000株。以下、「買付予定総数」といいます。)を超える場合は、そ

の超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第５項及び発行

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32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他決済を行

います。 

(注２)  単元未満株式(ただし、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。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります。(株券が公開買付

代理人(後記「(9)「応募の方法及び場所」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。) 

(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。 

(注４) 公開買付期間中に対象者のストックオプションに係る新株予約権が行使される可能性があ

り、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としています。 

 

（変更後） 

 株式に換算した買付予定数            3,516,000株 

  株式に換算した超過予定数             518,000株 

  株式に換算した買付予定数及び超過予定数の合計  4,034,000株 

 

(注１)  応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数(3,516,000株。以下、「買付予定数」と

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

数が買付予定数及び株式に換算した超過予定数(518,000株。以下、「超過予定数」といい

ます。)の合計(4,034,000株。以下、「買付予定総数」といいます。)を超える場合は、そ

の超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第５項及び発行

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32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他決済を行

います。 

(注２)  単元未満株式(ただし、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。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります。(株券が公開買付

代理人(後記「(9)「応募の方法及び場所」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。) 

(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。 

(注４) 公開買付期間中に対象者のストックオプションに係る新株予約権が行使される可能性があ

り、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としています。 

 

(6) 買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総議決権の数に占める割合 

（変更前） 

  52.49％ 

(注１)  「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数(3,516,000

株)及び超過予定数(167,000株)の合計である買付予定総数(3,683,000株)に係る議決権(１

単元の株式数を1,000株として記載されたもの)の数(3,683個)です。 

(注２)  「対象者の総議決権の数」は、対象者が平成19年６月29日に提出した第56期有価証券報告

書に記載された総株主の議決権の数(6,977個)です。ただし、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、「買付予定の株券等に係る議決権の数が対

象者の総議決権の数に占める割合」の計算においては、「対象者の総議決権の数」は、6,977
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個に、単元未満株式に係る議決権の数39個(上記有価証券報告書記載の単元未満株式41,200

株から、本公開買付けを通じて取得する予定のない対象者が保有する単元未満自己株式800

株(平成19年３月31日現在)及び平成19年４月１日以降同年５月31日までに単元未満株式の

買取請求による普通株式の取得により対象者が取得した単元未満自己株式700株を控除し

た39,700株に係る議決権の数)を加えた7,016個を用いて計算しています。以下(7)及び(8)

において同様です。 

(注３) 上記の割合については、小数点以下第三位を四捨五入しています。以下(7)及び(8)におい

て同様です。 

  

（変更後） 

  57.50％ 

(注１)  「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数(3,516,000

株)及び超過予定数(518,000株)の合計である買付予定総数(4,034,000株)に係る議決権(１

単元の株式数を1,000株として記載されたもの)の数(4,034個)です。 

(注２)  「対象者の総議決権の数」は、対象者が平成19年６月29日に提出した第56期有価証券報告

書に記載された総株主の議決権の数(6,977個)です。ただし、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、「買付予定の株券等に係る議決権の数が対

象者の総議決権の数に占める割合」の計算においては、「対象者の総議決権の数」は、6,977

個に、単元未満株式に係る議決権の数39個(上記有価証券報告書記載の単元未満株式41,200

株から、本公開買付けを通じて取得する予定のない対象者が保有する単元未満自己株式800

株(平成19年３月31日現在)及び平成19年４月１日以降同年５月31日までに単元未満株式の

買取請求による普通株式の取得により対象者が取得した単元未満自己株式700株を控除し

た39,700株に係る議決権の数)を加えた7,016個を用いて計算しています。以下(7)及び(8)

において同様です。 

(注３) 上記の割合については、小数点以下第三位を四捨五入しています。以下(7)及び(8)におい

て同様です。 

 

(8) 買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合

及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計 

(変更前) 

公開買付者 52.49％   合計   52.49

％ 

 

(変更後) 

公開買付者 57.50％   合計   57.50

％ 

 

(14)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 

(変更前) 

応募株券等の総数が買付予定数(3,516,000 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行

いません。 

応募株券等の総数が買付予定総数(3,683,000 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部

の買付けは行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式に

より、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に１単元(1,000株)

未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上



 

 - 6 - 

限とします。)。 

＜後略＞ 

 

(変更後) 

応募株券等の総数が買付予定数(3,516,000 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行

いません。 

応募株券等の総数が買付予定総数(4,034,000 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部

の買付けは行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式に

より、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に１単元(1,000株)

未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上

限とします。)。 

＜後略＞ 

 

３．対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

(変更前) 

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。 

また、公開買付者は、本公開買付けが完了した場合には、対象者の現代表取締役である乾光宏氏に引

き続き対象者の経営に携わって頂くことを考えております。公開買付者は、対象者の経営方針や業務執

行の方法等に関して、乾光宏氏との間で合意し、平成19年８月４日付にて、経営に関する覚書を締結し

ております。なお、公開買付者は、乾光宏氏との間で、対象者の株式若しくは新株予約権又は公開買付

者の出資持分を同氏に取得させるといった合意は一切しておりません。 

 

(変更後) 

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。 

また、公開買付者は、本公開買付けが完了した場合には、対象者の現代表取締役である乾光宏氏に引

き続き対象者の経営に携わって頂くことを考えております。公開買付者は、対象者の経営方針や業務執

行の方法等に関して、乾光宏氏との間で合意し、平成19年８月４日付にて、経営に関する覚書を締結し

ております。なお、公開買付者は、乾光宏氏との間で、対象者の株式若しくは新株予約権又は公開買付

者の出資持分を同氏に取得させるといった合意は一切しておりません。 

公開買付者は、対象者の主要株主及び現代表取締役会長である永幡泰彦氏との間で、本公開買付け開

始後、平成19年８月７日付けで本公開買付けに係る公開買付応募契約を締結しております。かかる契約

のもと、永幡泰彦氏はその保有する応募可能な全ての対象者普通株式につき、原則として、本公開買付

けに応募する義務を負っております。 

 

 

３．変更理由 

 本公開買付け開始後、公開買付者は、対象者の主要株主及び現代表取締役会長である永幡泰彦氏との間

で、平成19年８月７日付けで本公開買付けに係る公開買付応募契約を締結いたしました。これに伴い、公

開買付者において、所要の変更を行うとともに、買付条件を変更することにいたしました。これにより、



 

 - 7 - 

本公開買付けに関して当組合が平成 19 年８月７日に提出しました公開買付届出書の記載事項の訂正のた

めの訂正届出書の提出が必要になりました。 

 

 

４．本公告を行なう日以前に応募された株券の取り扱い 

 本公告を行なう日以前に応募された株券についても、本公告後の買付条件等により買付けを行います。 

 

 

 

Ⅱ買付条件等の変更の内容 

 平成19年８月６日付の「公開買付けの開始に関するお知らせ」を以下のとおり変更いたします。なお、

訂正箇所には下線を付してあります。 

 

１．公開買付けの目的 

（訂正前） 

 ＜前略＞ 

公開買付者は、対象者の発行済株式総数（ただし、対象者が保有する自己株式を除きます。以下、

本項において同じ。）の約 50.1％を下限とし、同約 52.5％を上限として対象者の株式を取得する目的

で、本公開買付けを実施いたします。 

本公開買付けについては、対象者の筆頭株主であるカッパ・クリエイト株式会社（以下、「カッパ・

クリエイト」といいます。）（対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合約28.5％）から、そ

の保有する対象者株式について、原則として本公開買付けに応募することについての同意を頂いてお

ります。 

＜中略＞ 

また、本公開買付けは、買付けの上限株式数を3,683,000株（対象者の発行済株式総数の約52.5％）

としており、対象者の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付けが成立した後

も引き続き対象者の株式上場を維持する方針です。また、公開買付者は、現時点においては、本公開

買付けの後対象者の株式を追加取得する予定はありません。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

公開買付者は、対象者の発行済株式総数（ただし、対象者が保有する自己株式を除きます。以下、

本項において同じ。）の約 50.1％を下限とし、同約 57.5％を上限として対象者の株式を取得する目的

で、本公開買付けを実施いたします。 
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本公開買付けについては、対象者の筆頭株主であるカッパ・クリエイト株式会社（以下、「カッパ・

クリエイト」といいます。）（対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合約28.5％）から、そ

の保有する対象者株式について、原則として本公開買付けに応募することについての同意を頂いてお

ります。また、本公開買付後において、対象者の大株主及び現代表取締役会長である永幡泰彦氏（対

象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合約11.5％）から、その保有する対象者株式について、

原則として本公開買付けに応募することについて、追加で同意を頂いております。 

＜中略＞ 

また、本公開買付けは、買付けの上限株式数を4,034,000株（対象者の発行済株式総数の約57.5％）

としており、対象者の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付けが成立した後

も引き続き対象者の株式上場を維持する方針です。また、公開買付者は、現時点においては、本公開

買付けの後対象者の株式を追加取得する予定はありません。 

＜後略＞ 

 

２．公開買付けの概要  

 （６）買付予定の株券等の数 

  （訂正前） 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した超過予定数 株式に換算した買付予定数及び
超過予定数の合計 

3,516,000(株) 167,000(株) 3,683,000(株) 

（注１）応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数（3,516,000株。以下、「買付予定数」と

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

数が買付予定数及び株式に換算した超過予定数（167,000株。以下、「超過予定数」といい

ます。）の合計（3,683,000株。以下、「買付予定総数」といいます。）を超える場合は、そ

の超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第５項及び発

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32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他決

済を行います。 

（注２）単元未満株式（ただし、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。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります。（株券が公開買付

代理人（後記（11）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。） 

（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。 

（注４）公開買付期間中に対象者のストックオプションに係る新株予約権が行使される可能性があ

り、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としています。 

 

（訂正後） 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した超過予定数 株式に換算した買付予定数及び
超過予定数の合計 

3,516,000(株) 518,000(株) 4,034,000(株) 

（注１）応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数（3,516,000株。以下、「買付予定数」と

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

数が買付予定数及び株式に換算した超過予定数（518,000株。以下、「超過予定数」といい

ます。）の合計（4,034,000株。以下、「買付予定総数」といいます。）を超える場合は、そ

の超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第５項及び発
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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32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他決

済を行います。 

（注２）単元未満株式（ただし、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。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります。（株券が公開買付

代理人（後記（11）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。） 

（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。 

（注４）公開買付期間中に対象者のストックオプションに係る新株予約権が行使される可能性があ

り、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としています。 

 

 （７）買付け等による株券等所有割合の異動 

（訂正前） 

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

０個 （買付け等前における株券等所有割合
0.00％）

買付予定の株券等に係る
議 決 権 の 数

3,683個 （買付け等後における株券等所有割合
52.49％）

対象者の総株主の議決権の数 6,977個  

（注１）「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数(3,516,000

株)及び超過予定数(167,000 株)の合計である買付予定総数(3,683,000 株)に係る議決権

(１単元の株式数を1,000株として記載されたもの)の数を記載しています。 

（注２）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成19年６月29日に提出した第56期有価

証券報告書に記載された総株主の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単

元未満株式についても対象としていますので、「買付け等前における株券等所有割合」及び

「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、「対象者の総株主の議決権の数」

は、6,977個に、単元未満株式に係る議決権の数39個（上記有価証券報告書記載の単元未

満株式41,200株から、本公開買付けを通じて取得する予定のない対象者が保有する単元未

満自己株式800株（平成19年３月31日現在）及び平成19年４月１日以降同年５月31日

までに単元未満株式の買取請求による普通株式の取得により対象者が取得した単元未満自

己株式700株を控除した39,700株に係る議決権の数）を加えた7,016個を用いて計算して

います。 

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、

小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（訂正後） 

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％）
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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

０個 （買付け等前における株券等所有割合
0.00％）

買付予定の株券等に係る
議 決 権 の 数

4,034個 （買付け等後における株券等所有割合
57.50％）

対象者の総株主の議決権の数 6,977個  

（注１）「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数(3,516,000

株)及び超過予定数(518,000 株)の合計である買付予定総数(4,034,000 株)に係る議決権

(１単元の株式数を1,000株として記載されたもの)の数を記載しています。 

（注２）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成19年６月29日に提出した第56期有価

証券報告書に記載された総株主の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単

元未満株式についても対象としていますので、「買付け等前における株券等所有割合」及び

「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、「対象者の総株主の議決権の数」

は、6,977個に、単元未満株式に係る議決権の数39個（上記有価証券報告書記載の単元未

満株式41,200株から、本公開買付けを通じて取得する予定のない対象者が保有する単元未

満自己株式800株（平成19年３月31日現在）及び平成19年４月１日以降同年５月31日

までに単元未満株式の買取請求による普通株式の取得により対象者が取得した単元未満自

己株式700株を控除した39,700株に係る議決権の数）を加えた7,016個を用いて計算して

います。 

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、

小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

 

  （９）その他買付け等の条件及び方法 

（訂正前） 

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（3,516,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け

を行いません。 

応募株券等の総数が買付予定総数（3,683,000 株）を超える場合は、その超える部分の全部又は

一部の買付けは行わないものとし、法第27条の 13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例

の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の数に１単

元（1,000株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応

募株券等の数を上限とします。）。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

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（3,516,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け

を行いません。 

応募株券等の総数が買付予定総数（4,034,000 株）を超える場合は、その超える部分の全部又は

一部の買付けは行わないものとし、法第27条の 13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例

の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の数に１単

元（1,000株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応
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募株券等の数を上限とします。）。 

＜後略＞ 

 

 （12）買付けに要する資金 

   （訂正前）  

2,652百万円 

（注）「買付を要する資金」には、買付予定総数（3,683,000 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。 

 

（訂正後）  

2,904百万円 

（注）「買付を要する資金」には、買付予定総数（4,034,000 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。 

                    

３．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 

   （訂正前） 

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。 

また、公開買付者は、本公開買付けが完了した場合には、対象者の現代表取締役である乾光宏氏に

引き続き対象者の経営に携わって頂くことを考えております。公開買付者は、対象者の経営方針や業

務執行の方法等に関して、乾光宏氏との間で合意し、平成 19 年８月４日付にて、経営に関する覚書

を締結しております。なお、公開買付者は、乾光宏氏との間で、対象者の株式若しくは新株予約権又

は公開買付者の出資持分を同氏に取得させるといった合意は一切しておりません。 

 

（訂正後） 

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。 

また、公開買付者は、本公開買付けが完了した場合には、対象者の現代表取締役である乾光宏氏に

引き続き対象者の経営に携わって頂くことを考えております。公開買付者は、対象者の経営方針や業

務執行の方法等に関して、乾光宏氏との間で合意し、平成 19 年８月４日付にて、経営に関する覚書

を締結しております。なお、公開買付者は、乾光宏氏との間で、対象者の株式若しくは新株予約権又

は公開買付者の出資持分を同氏に取得させるといった合意は一切しておりません。 

公開買付者は、対象者の主要株主及び現代表取締役会長である永幡泰彦氏との間で、本公開買付け

開始後、平成 19 年８月７日付けで本公開買付けに係る公開買付応募契約を締結しております。かか

る契約のもと、永幡泰彦氏はその保有する応募可能な全ての対象者普通株式につき、原則として、本

公開買付けに応募する義務を負っております。 

 

         以上 

 

 


