
 

 

 

     平成 19年９月 27日 

各  位 

会 社 名 技研興業株式会社 

コ ー ド 番 号 ９７６４ （東証第二部） 

代 表 者 名 代表取締役社長  中濵昭人 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 土屋健二 

TEL (03) 3398－8500 

 

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９月 27日開催の取締役会において、フリージアトレーディング株式会社による当社株

式に対する公開買付けについて下記のとおり意見を表明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．公開買付者の概要 

（1） 商 号 フリージアトレーディング株式会社 

（2） 事 業 内 容 パーソナルコンピュータ並びに周辺機器・パーツ等の販売、投資事業 

（3） 設 立 年 月 日 昭和 56年 7月 

（4） 本 店 所 在 地 東京都千代田区外神田三丁目 16番 16号 

（5） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥山一寸法師 

（6） 資 本 金 10,000千円 

（7） 大株主及び持株比率 佐々木 ベジ  100％ 

（8） 買付者と対象者の関 資本関係 直接 0％ 間接 26.78％ 

 係等 人的関係 なし 

  取引関係 なし 

  関連当事者への該

当状況 

なし 

  

２．当該公開買付けに関する意見の内容・根拠および理由 

（１）意見の内容 

 当社は、平成 19年９月 27日開催の取締役会において、フリージアトレーディング株式会社（以下

「公開買付者」といいます。）による当社発行の普通株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）について、中立の立場をとることを決議いたしました。 

 

（２）根拠および理由 

 現在、当社及び当社の関係会社は、法面保護工事等の土木関連事業、放射線防護工事等の建築関連

事業、消波ブロック製造用鋼製型枠の賃貸業等の型枠貸与関連事業の３事業を柱としており、ここ数

年の公共事業の削減傾向や企業間競争の激化等による厳しい営業環境が続く建設関連業界のなかで、

低迷している業績を着実に回復させるため、前会計年度から「経営（収益）基盤の強化」「健全経営の

維持向上」を目指した中期３ヵ年計画「フォアワードプラン０６」をスタートさせました。 

 本計画は、上記３事業部門がそれぞれ収益に貢献できる体制を確固たるものとし、さらに、新たに 

 



 

 

開始したハウジング事業（戸建住宅の販売及び住宅等のリフォーム）を中長期的に育成して、収益構 

造の強化を図ることを主眼としており、現時点では一部を除き概ね計画どおりに進捗しております。 

 一方、フリージア・マクロス株式会社グループ（公開買付者はフリージア・マクロス株式会社の連

結子会社であります）は、別荘用ログハウス事業において、既に高収益事業として成功しており、当

社のハウジング事業においても参考になることもあると思われ、今回の公開買付けは当社のハウジン

グ事業の発展に有益な面もあります。 

 しかしながら、当社及び当社の関係会社の主力事業はあくまでも上記３事業であり、本公開買付け

は既存３事業部門との関係でシナジー効果を生じさせるものではなく、本公開買付けが当社の企業価

値、ひいては株主共同の利益を向上させると言い切れるかは今だ未知数と言わざるを得ません。 

 また、フリージア･マクロス株式会社グループは、当社の経営権を目的としておらず取締役派遣の予

定はなく、現経営陣を引続き支持する予定である旨を表明しておりますが、将来的に当社株式の買い

増しの意向は不明であり、同グループが当社に役員を派遣する可能性は皆無ではないことなどを指摘

することができます。 

 そこで、当社としましては、本公開買付けに一定の価値を見出しつつも、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益の向上という観点からは、なお積極的に賛同する理由は見出し難いと判断し、本公開

買付けに中立の立場をとることを決議いたしました。 

 

 

３．公開買付者又は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 



平成 19年 9月 27日 

各 位 

会社名 フリージア・マクロス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 奥山 一寸法師 

コード番号 ６３４３ 東証２部 

問合せ先 代表取締役社長 奥山 一寸法師 

 (℡ ５８１８－１５２２) 

 

当社子会社による技研興業株式会社株式の公開買付けの実施に関するお知らせ 
 

 当社の子会社である、フリージアトレーディング株式会社（東京都千代田区外神田６丁

目８番３号、代表取締役社長 奥山一寸法師）は、本日、技研興業株式会社（コード番号 

9764）株式を公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、別紙のとおりお知

らせいたします。フリージアトレーディング株式会社は平成 18年 11月 28日に開示してい

る通り、当社グループの投資業務（出資・事業提携・事業再生・Ｍ＆Ａ等）を担うこと、

並びにその投資業務の原資として、フリージアホーム株式会社が所有する当社株式の内

9000万株を平成 18年 12月 5日貸借取引により保有し、Ｍ＆Ａや現物出資等を行っていま

す。今回の公開買付においても、このフリージアホーム株式会社からの借受済の当社普通

株式 9000万株の一部（5,328,000株）を買付の対価として活用します。 

フリージアトレーディング株式会社が当社株式により投資事業を行う理由は、第三者への

出資・株式等の投資はハイリスク・ハイリターンであるとともに、長期的に資金が固定化

されることも多く、借入金等で行うより、有利であるとの判断からです。 

 

なお、フリージアトレーディング株式会社は、本日現在、当社の発行済株式の 307,507,000

株（発行済株式総数に対する割合 68.18％）を所有する、フリージアホーム株式会社（本社：

東京都千代田区外神田六丁目８番３号 代表取締役社長 奥山治郎）の発行済株式の

50,610 株（発行済株式総数に対する割合 98.80％）を所有しており、当社の資本上位会社

でありますが、代表取締役の兼務および支配株主を通じた支配関係があるため、支配力基

準により、当社の連結子会社として取り扱われております。したがって、フリージアトレー

ディング株式会社が実施する今回の公開買付は、当社にリスクはないものと判断しており

ます。 

 

今後の見通し

現在、技研興業株式会社は当社の持分法適用会社になっており、今回の公開買付後におい

ても、持分法適用会社であり、変更はありません。また、今回の公開買付により、中長期

的には技研興業株式会社と当社との関係が深まり、技研興業株式会社の業績向上に当社が
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協力できる関係になれば、技研興業株式会社の収益向上による、当社連結業績向上への影

響を期待しておりますが、今のところ具体的な協力関係による影響は未確定です。 
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[別紙] 

会社名 フリージアトレーディング株式会社 

住所 東京都千代田区外神田三丁目 16番 16号 

代表者名 代表取締役社長 奥山 一寸法師 

 

 当社は、本日、技研興業株式会社株式（以下「技研興業」又は「対象者」といいます。）の公

開買付けにより取得することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１． 買付け等の目的 

当社及び当社の特別関係者は、公告日現在、対象者の発行済株式総数の 27.87％を保有しており

ますが、この度、対象者の発行済株式を買い増し、当社グループで対象者の発行済株式の３分の

１超を保有することを目的として、本公開買付けを実施いたします。 

 

当社は、公告日現在、フリージア・マクロス株式会社（本社：東京都千代田区外神田六丁目８番

３号 代表取締役社長 奥山一寸法師。以下「フリージア・マクロス」といいます。）の発行済

株式の 307,507,000株（発行済株式総数に対する割合 68.18％）を所有する、フリージアホーム

株式会社（本社：東京都千代田区外神田六丁目８番３号 代表取締役社長 奥山治郎。以下「フ

リージアホーム」といいます。）の発行済株式の 50,610株（発行済株式総数に対する割合 98.80％）

を所有しており、フリージア・マクロスの資本上位会社でありますが、代表取締役の兼務および

支配株主を通じた支配関係があるため、支配力基準により、フリージア・マクロスの連結子会社

として取り扱われております。 

当社は、パソコン、周辺機器、部品及びソフトその他の仕入、輸入および販売を事業として、パ

ソコン店の直営を行っております。またフリージア・マクロスは、プラスチック押出機の製造、

販売及び土木試験機の製造、仕入、販売を、フリージアホームは、ログハウス、高級スウエーデ

ンハウスの設計、施工、販売と家具の製作、販売を行っております。 

 

対象者は、法面保護工事等が主体の土木関連事業、放射線防護、電磁波シールド工事等が主体の

建築関連事業及び波消ブロック製造用型枠の賃貸及び環境保護ブロック等の製造販売が主体の

型枠貸与関連事業を主たる事業としており、対象者と当社及び当社グループ会社との営業上の取

引関係はありません。 

フリージア・マクロスは、公告日現在、対象者の発行済株式総数の 25.84％を保有しております。

当社グループとしては、対象者株式を 15年以上保有し続け、対象者の経営に対しては、筆頭株

主として度々提言を行うとともに、安定株主として貢献をして参りました。なお、現在、当社グ

ループからは対象者へ役員は派遣しておりません。 

 

本公開買付けにより買付予定株式数の買い増しが行われた場合、当社グループ全体で対象者の発
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行済株式の３分の１超を保有することとなります。当社は、対象者の株主総会の特別決議におけ

る拒否権を持つ株主として、定款変更や会社資産の重要な変更に際して一定の発言権を有するこ

ととなり、対象者との今まで以上の親密な関係を形成しつつ、一層の経営改善努力を求めて参る

所存です。 

対象者は、公共工事部門の縮減傾向が続き、特に土木関連分野において厳しい環境が推移する中、

前事業年度から「経営（収益）基盤の強化」と「健全経営の維持向上」を目指した中期３ヵ年計

画『フォアワードプラン 06』をスタートさせ、本計画の下に新製品の投入や提案営業の強化な

どによる受注獲得の努力をしました。しかしながら、前事業年度の営業赤字を免れることができ

ませんでした。 

このような厳しい環境の中、対象者は前連結会計年度から実質的に、ハウジング事業（戸建住宅

の建設・販売及び住宅等のリフォーム）を開始し、上記の計画において、これを中長期的に育成

して、収益構造の強化を図ることを目指しております。 

当社グループとしては、対象者が上記の経営改善を進めるにあたり、フリージアホームにおいて

培った、住宅建築の資材調達方法や人材管理の手法のノウハウを対象者に提供し、本ハウジング

事業の育成と対象者の収益拡大に寄与することができるものと考えております。また、対象者に

建売住宅用地を提供することも可能であります。なお、具体的な協力の内容及び方法については、

本公開買付終了後に対象者と協議を行って参りたいと考えており、現段階では未定であります。 

さらに当社グループは、対象者の発行済株式数の３分の１超を保有する筆頭株主として、また安

定株主として、対象者の経営改善にかかる様々な施策を株主の立場から支援し、その企業価値の

向上に寄与したいと考えます。これは、対象者株式を保有する当社グループ自体の企業価値向上

につながるのみならず、本公開買付けによりフリージア・マクロス株式を取得される株主の利益

にも資するものと考えます。 

 

なお、当社グループは対象者の経営権の獲得は目的としていないため、対象者へ役員を派遣する

予定はなく、対象者の現経営陣を引き続き支持する予定であります。 

なお、本公開買付けについては、対象者の取締役会において、中立の立場をとることを決議する

予定です。 

 

対象者株式は東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、当社は本公開買付け後も引き続

き対象者株式の上場が維持されるよう取り組む方針です。また、当社は、買付けを行う株券等の

数に下限を設定せず、応募株券等の数が買付予定数に満たない場合でも、応募株券等は全て買い

付けることとしております。 

 

本公開買付けによる買付け等の対価は、フリージア・マクロスの株式であります。したがって、

応募株主は、対象者の株式に換えてフリージア・マクロスの株式を取得することになります。 

前記のとおり、フリージア・ホームはフリージア・マクロス株式を発行済株式数の 3分の 2を超
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えて保有しており、また、本公開買付けにより交付されることとなるフリージア・マクロス株式

の発行済株式総数に対する割合は 1.18％で、フリージア・マクロス株式の所有状況に与える影

響は軽微であることから、これを活用することが適切と判断し、当社は、本公開買付けの対価と

しては、フリージア・ホームが保有するフリージア・マクロス株式の一部を借り受け、本公開買

付け等の対価に充当いたします。 

 

２．買付け等の概要 

（1）対象者の概要 

①商号 技研興業株式会社  

②事業内容 1.土木関連事業 
2.建築関連事業 
3.型枠貸与関連事業 
4.ハウジング事業等 

 

③設立年月日 昭和 33年７月  

④本店所在地 東京都杉並区阿佐ヶ谷南三丁目７番２号 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中濱 昭人  

⑥資本金 1,120,000千円（平成 19年８月 15日現在） 

   

⑦大株主及び持株比率 フリージア・マクロス株式会社 25.83％ 

  有限会社ケイエムシー 5.10％ 

  株式会社葵投資パートナーズ 4.89％ 

 株式会社みずほコーポレート銀行 
（常任代理人） 

資産管理サービス
信託銀行株式
会社 

4.76％ 

 株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
3.35％ 

⑧買付者と対象者の関係等    

 資本関係 フリージア・マクロス株式会社にて対象会社の発行済株式総

数の 25.83％の株式を所有 

 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。 

（注）上記は、技研興業が平成 19年６月 28日に提出した有価証券報告書から引用しており
ます。 

 

（2）買付け等をする株券等の種類 

普通株式 

 - 5 -

【ご参考】公開買付け者リリース



 

（3）買付け等の期間 

届出当初の買付け等の期間 

    平成 19年９月 28日（金曜日）から平成 19年 11月９日（金曜日）までの 30営業日 

 

（4）買付け等の価格   1株につき、フリージア・マクロス株式会社の普通株式４株 

 

（5）買付け等の価格の算定根拠等 

  ①算定の基礎 

本公開買付けは、対象者株式をフリージア・マクロス株式会社（以下「発行者」という。）

株式を対価として取得しようとするものであります。 

当社は、対象者株式と発行者株式の交換比率は、両株式の本公開買付けの開始日の直近

の市場株価（具体的には、公開買付けの開始日の前々日の株式会社東京証券取引所が公

表する普通取引の終値となります。）を参照して算定することといたしました。 

これは、公開買付けの開始日の直近の時価は、株主が本公開買付けに応募するかどうか

の判断をするための最新の情報であるとともに、最終的に本公開買付けにおける対象者

株式の売却代金（以下「売却代金」という。）の算定は、本公開買付けの終了日の発行

者株式の終値を基準に算定することによります。 

本公開買付開始日の前々日である平成 19年９月 26日の株式会社東京証券取引所が公表

する対象者普通株式の終値が[130]円であり、同日の発行者株式の株式会社東京証券取

引所が公表する普通取引の終値は[28]円でありました。また、低迷している対象者の業

績の一方で、比較的順調な発行者の業績や、対象者との間で生み出されるシナジー効果、

及び単元未満の発行者株式を取得することとなった場合の処分にかかる応募株主の負

担（応募や税務上の手続き等）を考慮したうえで、当社は、対象者の直近の終値を超え

ない最大の発行者株式の直近価格の整数倍である４倍を交換比率としました。これは対

象者の上記直近終値に対して約[13.85]%のディスカウントを行った価格となります。 

なお、公開買付期間中に対象者が、令第 13 条第１項に定める株式分割及び新株又は新

株予約権の無償割当てを行った場合を除いて、交換比率が引き下げられることはありま

せん。応募の状況ならびに対象者株式及び発行者株式の時価の状況を勘案して、交換比

率が引き上げられることがあります。 

②算定の経緯 

平成 19 年６月下旬頃：対象者の前期業績の発表を受けて、当社及び当社グループとし

ては、対象者との関係を親密にするとともに、対象者に対して一層の経営改善のための

支援をする必要性を感じ、対象者株式の買い増しの検討を開始しました。 

平成 19年７月下旬頃：対象者の役員に対し本公開買付けの実施の意向を伝えました。 

当社は、対象者株式と発行者株式の交換比率は、両株式の本公開買付けの開始日の直近
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の市場株価（具体的には、公開買付けの開始日の前々日の株式会社東京証券取引所が公

表する普通取引の終値となります。）を参照して算定することといたしました。 

平成 19 年９月 27 日：当社は、対象者株式について本公開買付けの実行と、９月 26 日

の株式会社東京証券取引所が公表する対象者普通株式の終値[130]円及び、同日の発行

者株式の株式会社東京証券取引所が公表する普通取引の終値は[28]円を基準として、対

象者との間で生み出されるシナジー効果、本公開買付け成立の見通し及び単元未満の発

行者株式を取得することとなった場合の処分にかかる応募株主の負担（応募や税務上の

手続き等）を考慮したうえで、対象者の直近の終値を超えない最大の発行者株式の直近

価格の整数倍である４倍を交換比率とすることを決定いたしました。 

なお、当該買付け等の価格の算定に当たっては、第三者の意見の聴取は行っておりませ

ん。その理由は、今回の公開買付価格はフリージアトレーディング株式会社の 100％株

主の事前了解のもと行っており、フリージアトレーディング株式会社が経営責任を問わ

れる可能性がなく、外部機関に株価算定のため多額の費用を負担する必要はないと判断

しました。 

 
(注)買付けられた対象者株券に係る売却代金は、本公開買付けの終了日の株式会社東京証券取引

所が公表する対象者普通株式の普通取引の終値（以下「終了時価」といいます。）に、その時
点の交換比率を乗じて得られる金額となります。買付け等の対価となる株式の取得価格は、
終了時価となります。 

 

（6）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 1,332,000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 1,332,000株 ―株 
(注１)応募株券等の総数が「株式に換算した買付け予定数」（1,332,000株。以下「買付予定数」と

いいます。）に満たない場合でも、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数
が買付予定数を超える場合は、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
係る受渡しその他の決済を行います。 

(注２)対象者が保有する自己株式については、本公開買付けの対象としております。 
(注３)単元未満株式については、本公開買付けの対象としておりません。 

 

（7）買付け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及び公開買付開始公告

日における特別関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計数 

     公開買付者   8.37％ 特別関係者 29.12％  合計 37.49％ 
(注１)対象者の総株主の議決権の数は、対象者の平成 19 年６月 28 日提出の有価証券報告書に記載
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された総株主数の議決権の数（15,922個）です。証券保管振替機構名義の株式 4,000株にかか
る議決権の数４個が含まれています。 

(注２)対象者が保有する自己株式の応募が行われた場合には、当該応募に係る株式であって、公開
買付者により買付られたものに係る議決権数に応じて、対象者の総株主の議決権の数が増加し、
その結果上記の株券等所有割合が変更される可能性があります。 

(注３)上記の株券等所有割合は、少数点以下 3桁を四捨五入し小数点以下 2桁まで記載しました。 

 

（8）買付け等に要する資金 

①金銭以外の対価の種類   フリージア・マクロス株式会社 普通株式 

②金銭以外の対価の総額   ［149,184000］円 
(注)「金銭以外の対価の総額」は、買付予定の株券等の数（1,332,000株）に対して交付される発行
者株式5,328,000株に、発行者株式の平成19年９月26日の株式会社東京証券取引所の普通取引の
終値（28円）を乗じた金額です。 

 

（9）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 

    アルバース証券株式会社   東京都渋谷区渋谷三丁目 29番 24号 

  ②決済の開始日 

平成19年11月15日(木曜日) 

  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の通知書を応募株主等の住所

(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、株券を対価として行います。買付けられた株券等に係る株券は、決済の開始日

以後遅滞なく、公開買付代理人から公開買付代理人の応募株主等の口座（外国人株主の場合

はその常任代理人の口座）に入庫いたします。 

 

（10）公開買付開始公告日 

    平成 19年９月 28日（金曜日） 

 

（11）公開買付代理人 

    アルバース証券株式会社 

住所         東京都渋谷区渋谷三丁目 29番 24号 

      問合せ先電話番号   ０３－５４８５－５８００（代表） 

 

（12）税務上の取り扱いについて 

個人株主の場合、買付けられた対象者株券に係る売却代金と取得費との差額は、株式等の譲

渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注) 

 
(注)株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税について(個人株主の場合) 
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個人株主の方につきましては、株式等の譲渡には、申告分離課税が適用されます。本公開買付け
の決済では、株式の交換が行われ、現金の授受はありません。従いまして、仮に源泉徴収ありの
特定口座にて売却取引をされ、譲渡益が発生した場合には、別途源泉徴収にかかる税金額を売却
取引の時点で納める必要があります。本公開買付けでは、これを避けるため、本公開買付けの応
募は一般口座を通じて行うことといたします。一般口座での売却取引にかかる譲渡益に関しては、
確定申告により納税していただくこととなります。なお、税務上具体的なご質問等は税理士等の
専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申しあげます。 

 

 

３．公開買付者と対象会社又はその役員との間の合意の有無及び内容 

  該当事項はありません。 

  なお、本公開買付けについて対象者は、取締役会において、中立の立場をとることを決議す

る予定です。 

 

４．今後の見通し 

本公開買付けにより、当社及び当社グループによる技研興業の株式の保有割合は、３分の１

を超えることとなります。今後、当社及び当社グループは、技研興業のハウジング事業への積

極的なノウハウの提供を行い、建売住宅用地の提供等の取引関係が生じることが予想されます

が、その業績への影響は現時点では未定であります。 

 

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（2007年9月27日午前 東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスにおいて掲

載された時刻）から12時間を経過するまでは、技研興業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、十分にご注意ください。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、予めご了承ください。
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【参考】 

フリージアトレーディング株式会社概要 

商号 フリージアトレーディング株式会社 

事業内容 パソコン関連商品、パーツ等の仕入、輸入、販売および直営店の

経営等の流通サービス事業 

設立年月日 昭和 56年７月 

本店所在地 東京都千代田区外神田三丁目 16番 16号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥山 一寸法師 

資本金 10,000千円 

大株主及び持株比率 佐々木 ベジ   100％ 
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