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平成19年９月５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 

電話番号  ０６―６３７２―７４７５ 

 

 

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

  

今般平成19年9月11日付けで、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生することとな

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 異動が生じた経緯 

投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号が平成19年８月７日より実施いたしてお

りました当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という）が、平成19年９月４日をもっ

て終了し、本日、投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号より本公開買付けを通じ

て当社普通株式を4,034,000株（発行済株式総数の57.33％（小数点以下第３位を四捨五入））取得し

た旨の報告がありました。これにより、平成19年９月11日（決済の開始予定日）付けで投資事業有

限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号を管理・運営するCCP３株式会社は当社の親会社となる

予定であり、また、当社の主要株主等に次のとおり異動が発生することとなりました。 

 

2. 当該親会社及び主要株主である筆頭株主の名称等 

 

(１) 親会社に該当することとなるものの概要 

① 名称         CCP３株式会社（投資事業有限責任組合キャス・キャピタ 

   ル・ファンド三号を管理・運営する無限責任組合員） 

② 本店所在地  東京都千代田区一番町２番地 

③ 代表者  代表取締役 川村 治夫 

④ 資本金の額    7,775千円   

⑤ 主な事業内容 

１. 有価証券の取得、保有及び売買 

２. 投資事業有限責任組合財産、その他投資事業組合財産の運用及び管理並びに投資事業有

限責任組合、その他投資事業組合への出資 

３. 投資事業有限責任組合契約、投資事業組合契約及び匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ

及び代理 

４. 前各号に付帯又は関連する一切の業務 
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⑥  当社との関係 資本的関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への関連状況について

は該当ありません。 

⑦ 事業年度の末日   11月30日 

⑧ 上場取引所       非上場 

 

(２) 主要株主である筆頭株主に該当することとなるものの概要 

① 名称   投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号  

② 本店所在地  東京都千代田区一番町２番地 

③ 業務執行者  無限責任組合員 CCP３株式会社 

代表取締役 川村 治夫 

④ 主な事業内容  当社の株式等の取得及び保有、投資事業有限責任組合契約に従った組合資

産の運用、その他投資事業有限責任組合契約に関する法律第３条第１項に

掲げる一定の事業 

 

(３) 主要株主である筆頭株主で該当なくなるものの概要 

① 名称   カッパ・クリエイト株式会社 

② 本店所在地  埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16 

③ 代表者  代表取締役社長 山下 昌三 

④ 資本金の額   9,429百万円（平成19年５月31日現在） 

⑤ 主な事業内容  飲食店の経営並びに食料品の加工及び販売 

⑥ 当社との関係  業務提携等及び役員の兼任 

⑦ 事業年度の末日 ２月末日 

⑧ 上場取引所   株式会社東京証券取引所 

 

(４) 主要株主に該当なくなるものの概要 

① 氏名   永幡 泰彦 

② 住所   兵庫県西宮市 

 

3. 異動前後における当該株主の所有議決権の数（所有株式数）及び議決権の総数に対する割合並びに発

行済株式の総数に対する割合 

(１) 投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号 

 所有議決権の数 

（所有株式数） 

議決権の総数に 

対する割合 

発行済株式の総

数に対する割合 
大株主順位

異動前 
－ 

(－) 
－ － － 

異動後 4,034個 

(4,034,000株) 
57.82％ 57.33％ 第１位 

              

(２) カッパ・クリエイト株式会社 

 所有議決権の数 

（所有株式数） 

議決権の総数に 

対する割合 

発行済株式の総

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 
2,000個 

(2,000,000株) 
28.67％ 28.42％ 第１位 

異動後 123個 

(123,000株) 
1.76％ 1.75％ － 
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(３) 永幡 泰彦 

 所有議決権の数 

（所有株式数） 

議決権の総数に 

対する割合 

発行済株式の総

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 
809個 

(809,000株) 
11.60％ 11.50％ 第２位 

異動後 50個 

(50,000株) 
0.72％ 0.71％ － 

＊ 議決権の総数に対する割合は、平成19年３月31日現在の議決権の総数（6,977個）を基準に算

出しております。 

＊議決権の総数に対する割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。 

＊発行済株式の総数に対する割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。 

 

4. 異動予定年月日 

   平成19年９月11日（決済予定の日） 

 

5. 今後の見通し 

   本公開買付けによって、当社の議決権総数の57.82％は投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・

ファンド三号によって保有されることとなりますが、当社は引き続き株式会社ジャスダック証券取引

所に上場維持いたします。なお、現時点における業績への影響はありません。 

   なお、当社は、ＣＣＰ３株式会社の連結子会社となる予定です。 

今後は投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号の傘下で、平成 19 年８月６日付

け「株式会社キンレイとの業務提携基本合意に関するお知らせ」にてお知らせしていますとおり、株

式会社キンレイとの間で、和食レストラン分野でのリーディンググループの形成と食品販売の分野を

含めたフードビジネスの一流事業グループとなることを目指し、事業の拡大と効率的な推進を目的と

した業務提携を、図ってまいります。これによる業績に対する影響額の見込が判明した場合に、必要

に応じて、お知らせする予定です。 

 

 【ご参考】異動日（平成19年９月11日）現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本金の額 

     議決権総数        6.977個 

発行済株式総数    7,036,200株 

資本金の額    1,460,824,000円 

      

 

 

以    上 

 
 
 
※本公開買付けの結果等の詳細につきましては、添付資料の「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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平成19年９月５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 

代表者名   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 

 

 

公開買付けの結果に関するお知らせ 

 

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、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。）の普通株式を取得するための公開

買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を平成19年８月７日から実施しておりましたが、本公開付けが

平成19年９月４日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．買付け等の概要 

（１）公開買付者の名称及び所在地並びに対象者の名称  

公開買付者  投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号 

   東京都千代田区一番町２番地 

対象者の名称 株式会社家族亭 

 

（２）買付け等に関る株券等の種類 

普通株式 

 

（３）買付予定の株券等の数 

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株

式に換算した超過予定数の合計 

3,516,000株 518,000株 4,034,000株 

 

（４）買付け等の期間（公開買付期間） 

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） 
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（５）買付け等の価格 

１株につき金720円 

 

２．買付け等の結果 

（１）応募の状況 

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

付予定数及び株式

に換算した超過予

定数の合計 

株式に換算した 

応募数 

株式に換算した 

買付数 

3,516,000株 518,000株 4,034,000株 4,297,300株 4,034,000株 

 

（２）公開買付けの成否 

応募株券等の総数（4,297,300株）が株式に換算した買付予定数(3,516,000株)及び株式に換算した超過予定

数（518,000株）の合計（4,034,000株。以下、「買付予定総数」といいます。）を超えましたので、公開買付開

始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、証券取引法（以下、「法」といいます。）第27条の13第４項第２号

に基づき、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の決済を行います。 

 

応募株式総数 買付株式総数 返還する株式総数 

4,297,300株 4,034,000株 263,300株 

 

（３）買付け等を行った後における株券等所有割合 
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％）

買付け等後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

（買付け等後における株券等所有割合

０％）

買付け等後における公開買付者

の所有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) 「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、対象者の単元未満株式についても対象としていたことから、「買

付け等後における株券等所有割合」の計算においては、上記有価証券報告書に記載された平成19年３月31日現在の総

株主の議決権の数（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、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おります。 

    (注２) 「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。 
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（４）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

応募株券等の総数が買付予定総数(4,034,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載

のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないこととし、

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。）。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元（1,000 株）未満の株数を四捨五入して計算した

各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定総数を超えたため、買付予定総数を下回らない数ま

で、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数

を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合は当

該１単元未満の株数）減少させるものとしました。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募

株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定総数を下回ることとなったため、

買付予定総数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株

主等を決定しました。 

 

（５）買付け等に要する資金  約2,904百万円 

 

（６）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９月11日（火曜日） 

 

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。 

 

３．今後の見通し 

公開買付者は、対象者の企業価値を向上させる方策を今後幅広く追求することにより、中長期的

な観点から対象者の企業価値の増大に努める予定であり、対象者とキャス・キャピタル株式会社の

投資先である株式会社キンレイ（以下、「キンレイ」といいます。）が平成19年８月６日付けにて

お知らせしていますように、対象者とキンレイとの間で、和食レストラン分野でのリーディンググ

ループの形成と食品販売の分野を含めたフードビジネスの一流事業グループとなることを目指し、

事業の拡大と効率的な推進を目的とした業務提携を、図ってまいります。 

 

４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファンド三号 

（東京都千代田区一番町２番地） 

株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 

以 上 


