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平成 19年９月 28日 
 
各      位 
 

会 社 名  赤城水産株式会社 
代表者名  代表取締役社長 鶴留 洋一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2878） 
問合せ先  
役職・氏名  
常務取締役 管理本部長 千葉 盛弘 
電   話 ０２７９－２３－４１００ 

 
 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見のお知らせ 

 
 
当社は、平成 19年９月 28日開催の取締役会において、株式会社ジャパンフードシステム（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、下記のとおりお知らせいたします。 
 なお、本決議は下記に記載するとおり、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者が所有する

当社株式を除く、当社の発行済株式の全部（自己株式を除きます。）を取得する予定であること、及び

その後当社株式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。 
 

記 
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１．公開買付者の概要                       （平成 19年９月 28日現在） 

（１） 商 号 株式会社ジャパンフードシステム 

 
 

（２） 
 
 

主 な 事 業 内 容 食品卸売業 

 
（３） 

 
設 立 年 月 日 平成２年９月 11日 

 
（４） 

 
本 店 所 在 地 神奈川県鎌倉市大町六丁目６番３号 

 
（５） 

 
代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 池端 嘉洋 

 
（６） 

 
資 本 金 の 額 6,500万円（平成 19年９月 28日現在） 

 
（７） 
 

大株主及び持株比率 池端 嘉洋           61.31％ 
池端 けい子         38.69％ 

 
 

資 本 関 係 
 
 

公開買付者は当社の発行済株式総数の 48.08％（平成
19年９月 28日現在）を所有しております。 

 
 

人 的 関 係 
 
 

公開買付者の代表取締役会長兼社長が当社の取締役
に、また公開買付者の取締役３名が当社の取締役１名
及び監査役２名に就任しております。 

 
 

取 引 関 係 
 
 

当社は公開買付者より原料を仕入れており、かつ当社
製品を公開買付者へ販売しております。 

（８） 買付者と対象者の 
関 係 等 

 
関連当事者へ 
の 該 当 状 況 

 

当社は公開買付者の子会社であるため、関連当事者に
該当します。 
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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 
  当社は、平成 19 年９月 28 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に対
する本公開買付け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、当社は本公開買

付けへの応募を勧めます。 
 

(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 
 （意思決定に至った理由） 
公開買付者は、現在、当社の発行済株式総数の 48.08％（3,000,000株）を保有しており、当社
の親会社に該当します。公開買付者は平成２年の設立以来、マグロ、カニ、イカ等の魚介類を加

工して、これらをレストランチェーン、コンビニエンスストア、居酒屋、専門店、及び量販店へ

販売することを中核事業としております。魚介類を中心とするオリジナルメニュー商品の企画・

立案から材料調達・加工までを一括して行う水産加工食品の提案型企業です。 
 

一方、当社は昭和 58年に生鮮水産品の仲卸業を目的として設立され、マグロ類を主体とした
水産加工製品の製造販売を行っております。昭和 62年に主力製品となる「ねぎとろ」の製造販
売を開始、いち早く最新工場を設立して量産体制を整え、日本で初めて「ねぎとろ」の工業化を

行いました。以降、「水産加工製品の開発技術」、「品質管理技術」、「鮮度管理技術」をベースに

「品質」「ヘルシーさ」「美味しさ」を追求しており、「ねぎとろ」を中心に事業を営んでおりま

す。 
 

公開買付者は平成16年10月丸紅株式会社より当社株式を譲り受ける事で当社の筆頭株主にな
り、販売力の強化、徹底した経費削減を事業再生の２本の柱として掲げ、当社の経営に参画して

まいりました。経営参画以降、「ムダ、ムラ」の排除に努めた事により、当社の業績は平成 18
年３月期に３期ぶりに経常段階で黒字を達成し、一定の成果を上げる事が出来ました。 

 
しかしながら、健康食品としての世界的な魚食ブーム、ＢＳＥや鳥インフルエンザによる影響

で海外の水産物需要が強まり、欧米諸国、中国、ロシア等の魚の輸入量が急増し、さらに、平成

18 年には、当社の主原料たるマグロにおきましても、資源保護問題から世界的な漁獲規制が実
施されました。その結果、国際規模で需給が逼迫し、マグロの投機的な買付け等もあり、過去に

例のないマグロの原料高となりました。それに加え、原油価格の高止まりによる原材料や輸送費

等のコスト増が重なり、一層厳しい状況に直面することとなったにも拘らず、「消費者の低価格

志向」は変わらない為、原料価格、コストの上昇を販売価格に転嫁する事が出来ず、当社は平成

19年３月期に再び経常赤字に転落するに至りました。 
 

一方で、「食品の安心・安全」を求める消費者の要求は益々厳しくなっており、コストアップ

の要因ともなるこの消費者ニーズをどう捉え、どのように市場を創造して行くのかが大きな課題

であり、「産地表示を含む表示問題」、「抗生物質」、「添加物」、「遺伝子組換え」、「ポジテブリス

ト制度の導入」への対応等、考慮すべき課題は増える一方であり、当社を取り巻く環境は、問題

山積の状況となっております。これらの要因が重なり、当社は平成 20年３月期の第一四半期で
も業績を回復できず、経常段階で黒字化を図れず、企業存続のためには、もはや一刻の猶予も残

されておりません。 
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上記のような現状を踏まえると、公開買付者は、当社株主の皆様にも当社事業リスクを負担頂

いている現在の状態のままで企業として存続する為の事業構造改革を行う等の施策を行った場

合、当社株主の皆様に多大なリスクを負わせてしまう事になり、同事業構造改革を行う前にこれ

らリスクをあらかじめ株主の皆様から公開買付者に移転させておく事が株主の皆様の利益にな

ると判断いたしました。 
 

こうした中、公開買付者は、平成 18年 10月に、ベトナム国カンフォア省カムランにおいて、
100%出資の「ＹＡＭＡＴＯ ＦＯＯＤＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．」を設立し、ベトナム国営企業の
水産加工工場を取得しました。公開買付者は、同社を、生マグロを主体とした水産物の「原料調

達基地」、「製品の生産基地」、「製品・原料の供給基地」として位置づけ、当社の生産拠点の統廃

合等を含めた抜本的なグループ再編を行うことにより、この難局を乗り切っていきたいと考えて

おります。そして、これらグループ再編等の事業構造改革を大胆に実施するためには当社の株主

構成簡素化による経営判断の迅速化を図り、短期的な業績の変動に左右されることなく、長期的

な視野にたち、機動的な経営判断が遂行できる組織体制を構築する必要があると判断し、当社の

完全子会社化のための一環として本公開買付けを行うことを決定いたしました。 
 

公開買付者は、現時点において、本公開買付け成立後、グループ一体となって経営を強化する

ため当社の役員構成の変更を予定しております。具体的には、公開買付者の代表取締役会長兼社

長で当社の取締役を兼任する池端嘉洋が当社の代表取締役会長に、公開買付者の取締役で当社の

監査役を兼任する苗村眞司が当社の取締役に就任することを予定しております。上記以外の役員

の変更等は今後当社と協議のうえ変更する可能性がありますが、現在、その詳細については決定

しておりません。 
なお、現時点において、代表取締役等の選定、役員の構成の変更以外の重大な変更、又は重大

な影響を及ぼす行為についての変更は未定です。 
 
    当社はこのような公開買付者の考えは、いずれも合理的・相当であると考えます。 
 

（買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する措置） 
本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「買付価格」といいます。）は、公開買付者が利

害関係のない第三者算定機関である株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティングより

提出された当社の株価算定書を参考にし、180円と決定いたしました。なお、買付価格は、平成
19年９月 27日までのジャスダック証券取引所における当社株式の終値の過去１ヶ月単純平均値
141円に対して約 27.7％のプレミアム、過去３ヶ月単純平均値 152円に対して約 18.4％のプレミ
アム、過去６ヶ月単純平均値 151円に対して約 19.2％のプレミアム、過去 12ヶ月単純平均値 159
円に対して約 13.2％のプレミアムを加えた水準であります。 
   
また、当社取締役会は、第三者算定機関である日比谷監査法人より、「株式評価に関する報告

書」を参考として取得した上で、平成 19年９月 28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、本公開買付けの諸条件は妥当であり、当社株主の皆

様に対して合理的な価格により当社株式の売却機会を提供するものであると判断し、リーガルア

ドバイザーである東京青山・青木・狛法律事務所べーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務

所（外国法共同事業）から法律意見書を取得しその内容を参考にして、本公開買付けについて賛

同の意を表明することを決議いたしました。この取締役会の決議は、決議に参加した取締役全員

が賛成して行われ、また、当該決議には当該取締役会に参加した公開買付者と利害関係のない当
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社の社外監査役である守田昌千代が賛成する旨の意見を述べております。なお、当社取締役であ

る池端嘉洋は公開買付者の代表取締役であることから、また、当社取締役である佐治直人は公開

買付者の取締役であることから、特別利害関係者として、係る取締役会には参加しておりません。

さらに、当社監査役である苗村眞司及び池端嘉久は公開買付者の取締役であることから、係る取

締役会には参加しておりません。 
 

（いわゆる二段階買収に関する事項） 
本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、当社の発行済株式総数（自己株式を除きます。）

の３分の２以上の株式を取得することになりますが、本公開買付けにより、当社が保有する自己

株式を除いた全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、公開買付

者を除く当社の株主に対して当社株式の売却の機会を提供しつつ、公開買付者が当社の発行済株

式を 100％所有する手続を実施することを企図しております。 
 
具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、本公開買付けの決済日以降の日を

基準日として、①定款の一部変更をして当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、

②定款の一部変更をして当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108条第１項
第７号に規定する事項についての定めをいいます。）を付し、かつ、これとは異なる他の種類の

株式を発行すること、及び③当社の当該株式の全部取得と引換えに別個の当社株式を交付するこ

とを付議議案に含む臨時株主総会の開催を当社に要請する意向を有しています。当該臨時株主総

会の開催にあたり、公開買付者は、上記①ないし③を同一の臨時株主総会に付議すること、又は、

上記①及び②と上記③を別々の臨時株主総会（以下、いずれの臨時株主総会も含むものとして、

単に臨時株主総会といいます。）に付議することの、いずれかの方法で実施されるべきことを想

定しておりますが、いずれの方法を当社に要請するかは未定です。なお、当社は係る要請に応じ

て上記臨時株主総会を開催することを検討しております。なお、上記①ないし③の方法について

は、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに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株主による当社の株式の所有状況によって、それと同等の効果を有す

る他の方法を実施する可能性があります。なお、その具体的な方法については未定です。新たに

具体的な方法が決定次第、お知らせいたします。 
 
公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には、当社の総議決権の３分の２以上を所有する

ことになる予定であり、公開買付者は、上記臨時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別個の当社株

式が交付されることとなりますが、当社の株主で交付されるべき当該当社株式の数が１株に満た

ない端数となる株主に対しては、法令の手順に従い、当該端数の合計数（合計した数に端数があ

る場合には当該端数は切り捨てられます。）を売却すること等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価格については、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を基準として算定される価

格と異なることがあります。また、全部取得条項が付された当社の普通株式の取得の対価として

交付する当社株式の種類及び数は本書提出日現在未定でありますが、公開買付者が当社の発行済

株式（自己株式を除きます。）の 100％を所有することとなるよう、当社の株主に対し交付しな
ければならない当社株式の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定であります。 

 
公開買付者は、これらの手続を行った後、当社と公開買付者がグループ内組織再編を実施する
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ことを計画しております。 
 
上記①ないし③の手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、

(ⅰ)上記②の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、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とともに、
買収価格の決定手続を行うことができる旨が定められており、また、(ⅱ)上記③の全部取得条項
が付された株式の全部取得が上記臨時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(ⅰ)又は(ⅱ)の方法による１株当たりの買取価格及び取得
価格は、最終的には裁判所が判断することになるため、(ⅰ)又は(ⅱ)の方法がとられた場合に株
主が取得できる価格は、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の皆様各自において自ら

の責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。なお、上記①ないし③の方法以外の方法

を実施する可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者が当社の発行済株式の 100％（自
己株式を除きます。）を所有することとなるよう、当社の株主に対しては、最終的に現金を交付

する方法の採用を予定しております。この場合における当該当社株主に交付する金銭の額につい

ても、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。 
 
係る①ないし③の手続の実施の詳細・時期は現時点で未定です。手続の都合により、公開買付

者は、これらの臨時株主総会に関する当社における基準日設定公告等の手続への協力を当社に要

請しています。議案や手続の実施の詳細については、決定次第、証券取引所等を通じ速やかに公

表いたします。 
 
なお、本公開買付けは、上記臨時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、上記の各手続における税務上の取扱いについては、株主の皆様各自により税

務専門家にご確認下さい。 
 
（上場廃止となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする公開買付けに賛同する理由） 
公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券数に上限を設定していないため、本公

開買付けの結果、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の株券は、

所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。さらに、本公開買付けの決済時点で、当該

基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従い、当

社の発行済株式（自己株式を除きます。）の 100％を所有することを予定しておりますので、そ
の場合には当社の株券は上場廃止になります。上場廃止後は、当社株券をジャスダック証券取引

所において取引することはできません。 
 
当社は、当社が現状の枠組みを守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略では、継続的

に収益力を改善強化し、大幅に企業価値を向上させることは困難であり、そして、これらグルー

プ再編等の事業構造改革を大胆に実施するためには当社の株主構成簡素化による経営判断の迅

速化を図り、短期的な業績の変動に左右されることなく、長期的な視野にたち、機動的な経営判

断が遂行できる組織体制を構築する必要があるとの公開買付者の考えはいずれも合理的・相当と

判断したため、上場廃止を伴う当社の完全子会社化を目的とした本公開買付けに賛同しておりま

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。 

 

※ 公開買付者による当社株式の買付け等の概要につきましては、添付資料「赤城水産株式会社に対

する公開買付けの開始に関するお知らせ」（株式会社ジャパンフードシステム）をご確認下さい。 

 

以 上 
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（添付資料） 

平成 19 年９月 28 日 

各 位 

 

会社名 株式会社ジャパンフードシステム    

代表者 代表取締役会長兼社長 池端 嘉洋    

問合せ先 取締役     苗村 眞司   

(TEL 0467-60-5188) 

 

 

赤城水産株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ赤城水産株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ赤城水産株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ赤城水産株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 
株式会社ジャパンフードシステム（以下、「公開買付者」といいます。）は、赤城水産株式会社（コード番号 

2878 ジャスダック証券取引所、以下、「対象者」といいます。）の株式を公開買付け（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. 公開買付けの目的 

（本公開買付けを実施する背景及び実施する理由） 

公開買付者は平成２年の設立以来、マグロ、カニ、イカ等の魚介類を加工して、これらをレストラン

チェーン、コンビニエンスストア、居酒屋、専門店、及び量販店へ販売することを中核事業としており

ます。魚介類を中心とするオリジナルメニュー商品の企画・立案から材料調達・加工までを一括して行

う水産加工食品の提案型企業です。 

 

一方、対象者は昭和 58 年に生鮮水産品の仲卸業を目的として設立され、マグロ類を主体とした水産

加工製品の製造販売を行っております。昭和 62 年に主力製品となる「ねぎとろ」の製造販売を開始、

いち早く最新工場を設立して量産体制を整え、日本で初めて「ねぎとろ」の工業化を行いました。以降、

「水産加工製品の開発技術」、「品質管理技術」、「鮮度管理技術」をベースに「品質」、「ヘルシーさ」、「美

味しさ」を追求しており、「ねぎとろ」を中心に事業を営んでおります。 

 

公開買付者は平成16年 10月丸紅株式会社より対象者株式を譲り受ける事で対象者の筆頭株主になり、

販売力の強化、徹底した経費削減を事業再生の２本の柱として掲げ、対象者の経営に参画してまいりま

した。経営参画以降、「ムダ、ムラ」の排除に努めた事により、対象者の業績は平成 18 年３月期に３期

ぶりに経常段階で黒字を達成し、一定の成果を上げる事が出来ました。 
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しかしながら、健康食品としての世界的な魚食ブーム、ＢＳＥや鳥インフルエンザによる影響で海外

の水産物需要が高まり、欧米諸国、中国、ロシア等の魚の輸入量が急増し、さらに、平成 18 年には、

対象者の主原料たるマグロにおきましても、資源保護問題から世界的な漁獲規制が実施されました。そ

の結果、国際規模で需給が逼迫し、マグロの投機的な買付け等もあり、過去に例のないマグロの原料高

となりました。それに加え、原油価格の高止まりによる原材料や輸送費等のコスト増が重なり、一層厳

しい状況に直面することとなったにも拘らず、「消費者の低価格志向」は変わらない為、原料価格、コ

ストの上昇を販売価格に転嫁する事が出来ず、対象者は平成 19 年３月期に再び経常赤字に転落するに

至りました。 

 

一方で、「食品の安心・安全」を求める消費者の要求は益々厳しくなっており、コストアップの要因

ともなるこの消費者ニーズをどう捉え、どのように市場を創造して行くのかが大きな課題であり、「産

地表示を含む表示問題」、「抗生物質」、「添加物」、「遺伝子組換え」、「ポジテブリスト制度の導入」への

対応等、考慮すべき課題は増える一方であり、対象者を取り巻く環境は、問題山積の状況となっており

ます。これらの要因が重なり、対象者は平成 20 年３月期の第一四半期でも業績を回復できず、経常段

階で黒字化を図れず、企業存続のためには、もはや一刻の猶予も残されておりません。 

 

上記のような現状に鑑みると、公開買付者としては、対象者が現状の枠組みを守ることを前提とした

改善を基本とする経営戦略では、継続的に収益力を改善強化し、大幅に企業価値を向上させることは困

難であり、投資家の皆様のご期待に応え、競争を勝ち抜くには不十分であると判断しております。 

 

こうした中、公開買付者は、平成 18 年 10 月に、ベトナム国カンフォア省カムランにおいて、100%出

資の「ＹＡＭＡＴＯ ＦＯＯＤＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．」を設立し、ベトナム国営企業の水産加工工場を

取得しました。公開買付者といたしましては、同社を生マグロを主体とした水産物の「原料調達基地」、

「製品の生産基地」、「製品・原料の供給基地」として位置づけ、対象者の生産拠点の統廃合等を含めた

抜本的なグループ再編を行うことにより、この難局を乗り切っていきたいと考えております。そして、

これらグループ再編等の事業構造改革を大胆に実施するためには対象者の株主構成簡素化による経営

判断の迅速化を図り、短期的な業績の変動に左右されることなく、長期的な視野にたち、機動的な経営

判断が遂行できる組織体制を構築する必要があると判断し、対象者の完全子会社化のための一環として

本公開買付けを行うことを決定いたしました。 

 

公開買付者は、現時点において、本公開買付け成立後、グループ一体となって経営を強化するため対

象者の役員構成の変更を予定しております。具体的には、公開買付者の代表取締役会長兼社長で対象者

の取締役を兼任する池端嘉洋が対象者の代表取締役会長に、公開買付者の取締役で対象者の監査役を兼

任する苗村眞司が対象者の取締役に就任することを予定しております。上記以外の役員の変更等は今後

対象者と協議のうえ変更する可能性がありますが、現在、その詳細については決定しておりません。 

なお、現時点において、代表取締役等の選定、役員の構成の変更以外の重大な変更、又は重大な影響
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を及ぼす行為についての変更は未定です。 
 

（本公開買付けの後の組織再編成及び経営の方針（いわゆる二段階買収に関する事項等）） 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、対象者の発行済株式総数（自己株式を除きます。）の

３分の２以上の株式を取得することになりますが、本公開買付けにより、対象者の自己株式を除いた全

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、公開買付者を除く対象者の株主

に対して対象者株式の売却の機会を提供しつつ、公開買付者が対象者の発行済株式を 100％所有する手

続きを実施することを企図しております。 

 

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、本公開買付けの決済日以降の日を基準日

として、①定款の一部変更をして対象者を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②定款の一

部変更をして対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第 7号に規定す

る事項についての定めをいいます。）を付し、かつ、これとは異なるほかの種類の株式を発行すること

及び③対象者の当該株式の全部取得と引換えに別個の対象者株式を交付することを付議議案に含む臨

時株主総会の開催を対象者に要請する意向を有しています。当該臨時株主総会の開催にあたり、公開買

付者は、上記①ないし③を同一の臨時株主総会に付議すること、又は、上記①及び②と上記③を別々の

臨時株主総会（以下、いずれの臨時株主総会も含むものとして、単に臨時株主総会といいます。）に付

議することの、いずれかの方法で実施されるべきことを想定しておりますが、いずれの方法を対象者に

要請するかは未定です。なお、対象者は係る要請に応じて上記臨時株主総会を開催することを検討して

おります。なお、上記①ないし③の方法については、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本

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による対象者の株式の所

有状況によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があります。なお、その具体的

な方法については未定です。 

 

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には、対象者の総議決権の３分の２以上を所有すること

になる予定であり、公開買付者は、上記臨時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

手続き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別個の対象者株式が交付され

ることとなりますが、対象者の株主で交付されるべき当該対象者株式の数が１株に満たない端数となる

株主に対しては、法令の手順に従い、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合には当該端数は

切り捨てられます。）を売却すること等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価格については、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を基準として算定される価格と異なることがあります。また、全部取

得条項が付された対象者の普通株式の取得の対価として交付する対象者株式の種類及び数は本書提出

日現在未定でありますが、公開買付者が対象者の発行済株式（自己株式を除きます。）の 100％を所有す

ることとなるよう、対象者の株主に対し交付しなければならない対象者株式の数が１株に満たない端数
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となるよう決定する予定であります。 

 

公開買付者は、これらの手続きを行った後、対象者と公開買付者がグループ内組織再編を実施するこ

とを計画しております。 

 

上記①ないし③の手続きに関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、(ⅰ)上

記②の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、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とともに、買取価格の決定手

続きを行うことができる旨が定められており、また、(ⅱ) 上記③の全部取得条項が付された株式の全

部取得が上記臨時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(ⅰ)又は (ⅱ)の方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断する

ことになるため、(ⅰ)又は (ⅱ)の方法がとられた場合に株主が取得できる価格は、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の皆様各自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。

なお、上記①ないし③の方法以外の方法を実施する場合でも、公開買付者が対象者の発行済株式の 100％

（自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、対象者の株主に対しては、最終的に現金を交付

する方法の採用を予定しております。この場合における当該対象者株主に交付する金銭の額についても、

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。 

 

係る①ないし③の手続の実施の詳細・時期は現時点で未定です。手続の都合により、公開買付者は、

これらの臨時株主総会に関する対象者における基準日設定公告等の手続への協力を対象者に要請して

います。議案や手続の実施の詳細については、その決定次第、金融商品取引所等を通じ速やかに公表い

たします。 

 

なお、本公開買付けは、上記臨時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、上記の各手続における税務上の取扱いについては、株主の皆様各自により税務専門家に

ご確認下さい。 

 

（上場廃止となる見込がある旨及び上場廃止を目的とする理由） 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券数に上限を設定していないため、本公開買付

けの結果、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、対象者の株券は、所定の手続

を経て上場廃止となる可能性があります。さらに、本公開買付けの決済時点で、当該基準に該当しない

場合でも、公開買付者は、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従い、対象者の発行済株式（自己

株式を除きます。）の 100％を所有することを予定しておりますので、その場合には対象者の株券は上場
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廃止になります。上場廃止後は、対象者株券をジャスダック証券取引所において取引することはできま

せん。 

公開買付者としては、対象者が現状の枠組みを守ることを前提とした改善を基本とする経営戦略では、

継続的に収益力を改善強化し、大幅に企業価値を向上させることは困難であり、そして、これらグルー

プ再編等の事業構造改革を大胆に実施するためには対象者の株主構成簡素化による経営判断の迅速化

を図り、短期的な業績の変動に左右されることなく、長期的な視野にたち、機動的な経営判断が遂行で

きる組織体制を構築する必要があると判断したため上場廃止を伴う対象者の完全子会社化を実施いた

します。 

 

（買付価格の評価の公平性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置） 

前述のような対象者の経営環境の中で、公開買付者は、本公開買付け実行に向けて具体的準備を開始

すべきとの判断に至り、以後本年７月から公開買付者並びに対象者は本公開買付けに関連する一連の手

続きが内包する一般株主等に対する利益相反を回避するため、各社それぞれが公開買付者及び対象者と

は独立したリーガルアドバイザー並びにファイナンシャル・アドバイザーのアドバイスを受けつつ関係

当事者との協議を進めて参りました。結果、本公開買付けに向けた諸条件が整った本年 9 月 28 日、公

開買付者は一連の手続きの一環として本公開買付けを行うことを正式に意思決定した次第です。 

 

本公開買付けにおける買付け等の価格（以下、「買付価格」といいます。）は、第三者算定機関であ

る株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング（以下、「公開買付者算定人」といいます。）

より提出された対象者の株価算定書（以下、「株価算定書」といいます。）を参考としています。 

 

平成 19 年９月 18 日の株価算定書受領以降、公開買付者は、過去の対象者市場株価の推移、過去の

公開買付け事例におけるプレミアム状況の調査結果も踏まえ、買付価格の検討を行いました。 

検討の結果、買付価格の決定においては、以下の事項を重視すべきとの結論に至りました。 

 

①公開買付者算定人による対象者株式価値の算定結果が１株につき、161 円～189 円であること 

②類似事例として抽出した過去の公開買付け事例では、買付け対象会社の市場株価に一定のプレミ

アムを加算して買付価格が決定されていること 

③対象者は直近の平成 20 年３月期第一四半期にも経常赤字を計上しており、業績の回復が見られな

いこと 

 

そして、本公開買付けにおける買付価格の決定にあたっては、株価算定書に示されている算定結果

（161 円～189 円）の範囲内で、過去の対象者における市場株価の推移、過去の公開買付け事例におけ

るプレミアムの状況、および対象者の業績動向を総合的に勘案し、平成 19 年９月 28 日開催の公開買付

者取締役会において 180 円と決定いたしました。 

なお、買付価格は、平成 19 年９月 27 日までのジャスダック証券取引所における対象者株式の終値の
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過去１ヶ月単純平均値 141 円に対して約 27.7％のプレミアム、過去３ヶ月単純平均値 152 円に対して約

18.4％のプレミアム、過去６ヶ月単純平均値 151 円に対して約 19.2％のプレミアム、過去 12 ヶ月単純

平均値 159 円に対して約 13.2％のプレミアムを加えた水準であります。 

   

また、対象者取締役会は、第三者算定機関である日比谷監査法人（以下、「対象者算定人」といいま

す。）より、株式評価に関する報告書（以下、「株式評価報告書」といいます。）を参考として取得した

上で、リーガルアドバイザーである東京青山・青木・狛法律事務所べーカー＆マッケンジー外国法事務

弁護士事務所（外国法共同事業）から法的助言を徴求し、これらの内容を参考にして、平成 19 年９月

28 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、本公開買付

けの諸条件は妥当であり、対象者株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却機会を提供

するものであると判断し、本公開買付けに賛同し、かつ、対象者の株主が本公開買付けに応募されるこ

とを勧める旨の決議をしています。 

 

なお、かかる賛同決議が行われた取締役会には、対象者の取締役である池端嘉洋は公開買付者の代表

取締役であることから、また、対象者の取締役である佐治直人は公開買付者の取締役であることから、

いずれも特別利害関係者として、同取締役会の審議及び決議には参加しておりません。また、公開買付

者の取締役を兼務する監査役である苗村眞司、及び池端嘉久は本公開買付けに係る審議及び決議に対し

て意見を述べておりませんが、残る対象者監査役１名は同取締役会に出席し、対象者取締役会が本公開

買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成の旨の意見を述べております。 
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２. 公開買付けの内容 

（１） 対象者の概要            

（平成 19 年３月 31 日） 

① 商 号 赤城水産株式会社 

② 主 な 事 業 内 容 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

①. 魚介類の販売 

②. 魚介類の加工 

③. そうざい製造 

④. レストランの経営 

⑤. お土産店の経営 

⑥. 前各号に付随する一切の事業 

③ 設 立 年 月 日 昭和 58 年６月１日 

④ 本 店 所 在 地 群馬県渋川市半田 3211 番地 

⑤ 代 表 者 の 役 職 ･ 氏 名 代表取締役社長 鶴留 洋一 

⑥ 資 本 金 の 額 1,052,595,875 円（平成 19 年９月 28 日現在） 

⑦ 
大株主構成及び持株比率 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

株式会社ジャパンフードシステム 

赤城水産取引先持株会 

株式会社汐留商事 

株式会社群馬銀行 

株式会社メンズショップ三峰 

株式会社サクラバ 

株式会社東和銀行 

48.08％ 

3.61％ 

1.30％ 

1.20％ 

0.97％ 

0.91％ 

0.72％ 

資本関係 
公開買付者は、対象者の発行済株式総数の 48.08％

（3,000,000 株）を所有しております。 

人的関係 

公開買付者の代表取締役会長兼社長が対象者の取

締役に就任している他、公開買付者の取締役３名が

対象者の取締役に１名、監査役に２名に就任してお

ります。 

取引関係 

公開買付者は対象者に水産物加工品の原料を販売

するとともに、対象者から水産物加工品を仕入れ、

販売しております。 

⑧ 公開買付者と対象者の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

対象者は公開買付者の子会社であり、関連当事者に

該当します。 
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（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 10 月１日（月曜日）から平成 19 年 11 月 12 日（月曜日）まで（30 日間）    

     

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

  該当事項はありません。 

  

（３）買付け等の価格                    １株につき 金 180 円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

公開買付者は算定の基礎として、イ．公開買付者算定人により提出された株価算定書の結果、ロ．

過去の対象者市場株価の推移、及びハ．過去の公開買付け事例におけるプレミアムの状況を使用しま

した。 

 

イ.株価算定書の結果 

公開買付者は、買付価格の決定にあたり、公開買付者算定人より提出された株価算定書を参考に

しました。公開買付者算定人は、市場株価平均法、DCF 法および修正簿価純資産額法を用いて対象

者の株式価値算定を行っており、市場株価平均法および DCF 法と修正簿価純資産額法の折衷法の重

なるレンジをもって対象者の株式価値算定結果としております。株価算定書による報告結果は以下

のとおりです。 

 

１株につき、161 円～189 円 

  

なお、市場株価平均法では 161 円から 189 円、ＤＣＦ法では 120 円から 361 円、修正簿価純資産

額法では 74 円が対象者の株式価値算定結果として示されております。 

 

ロ.過去の対象者市場株価の推移 

公開買付者は、対象者の過去のジャスダック証券取引所における売買価格を調査いたしました。

その結果、平成 19 年９月 20 日までの過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間、及び 12 ヶ月間のジャ

スダック証券取引所における売買価格の終値の単純平均値はそれぞれ、142 円（小数点以下四捨五

入。以下、算定の基礎及び算定の経緯において同じ。）、152 円、152 円、及び 160 円となっており

ました。 

  

ハ.過去の公開買付け事例におけるプレミアムの状況 

公開買付者は、平成 18 年 12 月 13 日（平成 18 年証券取引法等の一部を改正する法律施行日）よ
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り、平成 19 年８月 31 日までに公表された発行者以外の者による株券等の公開買付け事例の中から、

公開買付け後に既存株主に継続保有の選択肢がないスキームの事例として 17 例を抽出し、各事例

におけるプレミアムの状況を調査いたしました。 

 調査の内容は、当該事例それぞれにつき、買付価格にしめる買付け対象会社の市場株価に加算

されたプレミアムを調査したものです。なお、市場株価については、公開買付公表日前日の終値、

公表日前１ヶ月間の終値平均、公表日前３ヶ月間の終値平均、公表日前６ヶ月間の終値平均、及

び公表日前 12 ヶ月間の終値平均の５通りにつき、調査致しました。 

調査の結果、買付価格にしめるプレミアムは、調査対象 17 事例の平均値をとった場合、公開買付

公表日前日の終値比 34.6％、公表日前１ヶ月間の終値平均比 33.4％、公表日前３ヶ月間の終値平

均比 32.5％、公表日前６ヶ月間の終値平均比 33.8％、及び公表日前 12 ヶ月間の終値平均比 26.4％

との結果を得ました。 

 

なお、調査対象 17 事例のうち、買付価格にしめる上記５通りの市場株価それぞれに加算された

プレミアムの最高と最低は以下の通りです。 

 

公表日前日の終値比      ： 最低７％、最高 87％ 

公表日前１ヶ月間の終値平均比 ： 最低７％、最高 81％ 

公表日前３ヶ月間の終値平均比 ： 最低 11％、最高 78％ 

公表日前６ヶ月間の終値平均比 ： 最低８％、最高 69％ 

公表日前 12 ヶ月間の終値平均比 ： 最低２％、最高 57％ 

 

 

② 算定の経緯 

（買付価格の決定に至る過程） 

公開買付者は、平成 19 年７月に、対象者を含めた公開買付者グループ全体の中長期的な企業価

値向上には対象者を公開買付者の完全子会社とすることが最善であると判断し、同７月より対象者

の完全子会社化に向けた手続きの一環として本公開買付けに関する具体的な検討に着手いたしま

した。 

 

買付価格に関しては、公開買付者と対象者の資本関係、役員の兼任等の利害関係に鑑み、公開買

付者及び対象者から独立した第三者の意見が必要と考え、公開買付者算定人に対象者の株式価値算

定を依頼致しました。 

 

具体的には平成 19 年７月 31日に公開買付者は公開買付者算定人に対象者のデューデリジェンス

及び株式価値算定を依頼し、平成 19 年８月 30 日付でデューデリジェンスに関する報告書を、平成

19 年９月 18 日付で株価算定書を、それぞれ公開買付者算定人より受領しております。 
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また、公開買付者は、公開買付者算定人に株式価値算定を依頼するとともに、本公開買付けの目

的が完全子会社化である為、本公開買付けが成立した場合、対象者の現株主は対象者株式を継続保

有出来なくなる点に鑑み、買付価格には一定のプレミアムを加算する必要があると考え、平成 18

年 12 月 13 日以降平成 19 年８月 31 日までに発行者以外の者による株券等の公開買付けを行う旨を

公表した過去の公開買付け事例の中から、公開買付け後に買付け対象会社株主に継続保有の選択肢

を与えない事例におけるプレミアムの状況を調査いたしました。 

 

更に、公開買付者は、ある一時点の対象者株価を基にプレミアムの額を論じるのは不適切である

と考え、一定期間の平均値をプレミアム加算の基礎とする為、平成 19 年９月 20 日を基準日とした

１ヶ月終値平均株価、３ヶ月終値平均株価、６ヶ月終値平均株価、12 ヶ月終値平均株価も調査致し

ました。 

 

平成 19 年９月 18 日の株価算定書受領以降、公開買付者は、過去の対象者市場株価の推移、過

去の公開買付け事例におけるプレミアム状況の調査結果を踏まえ、買付価格の検討を行いました。 

検討の結果、買付価格の決定においては、以下の事項を重視すべきとの結論に至りました。 

 

イ.公開買付者算定人による対象者株式価値の算定結果が１株につき、161 円～189 円であること 

ロ.類似事例として抽出した過去の公開買付け事例では、買付け対象会社の市場株価に一定のプレミ

アムを加算して買付価格が決定されていること 

ハ.対象者は直近の平成 20 年３月期第一四半期にも経常赤字を計上しており、業績の回復が見られ

ないこと 

 

そして、本公開買付けにおける買付価格の決定にあたっては、株価算定書に示されている算定結

果（161 円～189 円）の範囲内で、過去の対象者における市場株価の推移、過去の公開買付け事例

におけるプレミアムの状況、および対象者の業績動向を総合的に勘案し、平成 19 年９月 28 日開催

の公開買付者取締役会において 180 円と決定いたしました。 

なお、買付価格は、平成 19 年９月 27 日までのジャスダック証券取引所における対象者株式の終

値の１ヶ月平均値、３ヶ月平均値、６ヶ月平均値、12ヶ月平均値に対して、それぞれ27.7％、18.4％、

19.2％、13.2％のプレミアムを加えた価格であります。 

 

（買付価格の公正性を担保するための措置について） 

対象者においては、対象者算定人より、株式評価報告書を参考として取得した上で、リーガルアド

バイザーである東京青山・青木・狛法律事務所べーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所（外

国法共同事業）から法的助言を徴求し、これらの内容を参考にして、平成 19 年９月 28 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、本公開買付けの諸条件は
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妥当であり、対象者株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却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し、かつ、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募されること

を勧める旨の決議をしています。 

 

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 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定の下限 株式に換算した買付予定の上限 

1,158,000（株） 1,158,000（株） -（株） 

(注 1)応募株券等の数の合計が買付予定の下限（1,158,000 株）に満たないときは、応募株券等の全

部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定の下限を超えるときは、応募株

券等の全部の買付け等を行います。 

(注 2) 対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 

(注 3）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。）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（株券が公開

買付代理人を通じて株式会社証券保管振替機構（以下、「保管振替機構」といいます。）に保管

されている場合は、株券の提出は必要ありません。）。 

(注 4) 本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の最大の数は、対象者が平成 19 年 6 月 28 日

に提出した第 24 期有価証券報告書に記載された平成 19 年３月 31 日現在の発行済株式総数

（6,239,375 株）から同報告書に記載された平成 19 年３月 31 日現在の自己株式数（4,552 株）

及び本公開買付届出書提出日現在で公開買付者が保有する対象者株式数（3,000,000 株）を控

除した株式数（3,234,823 株）となります。 

 

（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等の数 3,000個 （買付け等前における株券等所有割合 48.12％） 
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 17個 （買付け等前における株券等所有割合 0.27％） 
買付け予定の株券等に係る議決権
の 数 1,158個 （買付け等後における株券等所有割合 18.58％） 

対象者の総株主等の議決権の数 6,227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予定数（1,158,000

株）に係る議決権の数を記載しています。 

(注 2)「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」は、各特別関係者が所有す

る株券等（ただし、対象者が保有する自己株式を除きます。）に係る議決権の数の合計を記載

しています。 
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(注 3)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成 19 年６月 28 日提出の第 24 期有価証券報

告書に記載された平成 19 年３月 31 日現在の総株主等の議決権の数（１単元の株式数は 1,000

株として記載されたもの）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、単元未満株式 7,823 株に係る議決権の数７個（上記有価証券報

告書に記載された平成 19年３月 31日現在の単元未満株式数 8,375 株から対象者自己株式の単

元未満株式数 552 株を差し引いた株式数に係る議決権の数）を加えて、「対象者の総株主等の

議決権の数」を 6,234 個として計算しています。 

(注 4) 応募株券等の数の合計が買付予定の下限を超えるときは、応募株券等の全部の買付け等を行い

ますので、買付け等を行った後における株券等所有割合が 66.70％以上（最大 100％）となる

可能性があり、本公開買付けにより、公開買付者が所有する株券等に係る議決権の最大の数は

「対象者の総株主等の議決権の数」に、本公開買付けの対象となる単元未満株式 7,823 株（上

記有価証券報告書に記載された平成 19年３月 31日現在の単元未満株式数 8,375 株から対象者

の自己株式 552 株を除いた株式数）に係る議決権の数７個を加えて、「対象者の総株主等の議

決権の数」を 6,234 個とし、当該議決権の数 6,234 個から「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等の数」3,000 個を除いた、3,234 個となります。 

(注 5) 「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、小数点以下第 3位を四捨五入しています。 

 

（７）買付代金 208,440,000 円 

(注 1)上記の買付代金は、買付予定数（1,158,000 株）に１株あたりの買付価格を乗じた金額を記載

しています。応募株券等の数の合計が買付予定の下限を超えるときは、応募株券等の全部の買

付け等を行います。なお、対象者の平成 19 年３月 31 日現在の発行済み株式総数から対象者の

保有する自己株式数及び公開買付者の保有する対象者株式数を控除した株式数（3,234,823株）

を全て買い付けた場合の買付代金は最大 582,268,140 円となります。 

 

（８）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者･銀行等の名称及び本店の所在地 

東海東京証券株式会社  東京都中央区京橋一丁目７番１号 

 

② 決済の開始日 

平成19年11月28日（水曜日） 

 

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（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。 
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買付けは、現金にて行います。買付けられた応募株券に係る売却代金は、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（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 

 

④ 株券等の返還方法 

後記「(９)その他買付け等の条件及び方法」の「①金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その

後の改正を含む。以下、「法」といいます。）第 27 条の 13 第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」

及び「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、返還することが必要な株券等は、応募株主等の指

示により、決済の開始日（本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）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その常任代理人）の住所への郵送により

返還するか、又は、当該株券等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

じて株式会社証券保管振替機構）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。 

 

（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の下限（1,158,000 株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付

けを行いません。応募株券等の数の合計が買付予定の下限を超えるときは、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 

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含む。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、並びに同条第２項第

３号ないし第６号に定める事項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は、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、

公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、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（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含む。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い

たします。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な場合は、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
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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16時00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」という。）を交付又は送付してください。ただし、解除書面が公開買付期間

末日の16時00分までに到達することを条件とします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約

の解除に伴う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、その変更等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。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な場合は、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。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

ことにより訂正します。 

 

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、

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。 
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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・受任者として行動している者ではないこと（当該他の者が

買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。 
 

(10) 公開買付開始公告日   

平成 19 年 10 月１日（月曜日） 

 

(11) 公開買付代理人     

東海東京証券株式会社  東京都中央区京橋一丁目７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 

本公開買付けについては対象者の取締役会より賛同を得ております。 

 

(２) 投資家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９月 28 日開催の取締役会において、本公開買付の成否に係らず、平成 19 年３

月 31 日現在の対象者の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対する株主優待

品の贈呈をもって株主優待制度を廃止する旨の決議を行っております。 

 

②  対象者は、平成 19 年８月 17 日にジャスダック証券取引所において、平成 20 年３月期第１四半期

財務・業績の概況を公表しております。当該公表に基づく、同四半期の対象者の状況は以下の通り

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の一部を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うる立場になく、また、実際掛かる検証

を行っておりません。 
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イ．損益の状況（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 

決算年月 平成 20 年３月期 第１四半期 

売上高 2,005 百万円 

営業利益 △ 65 百万円 

経常利益 △ 78 百万円 

四半期純利益 △ 94 百万円 

 

ロ. 1 株当たりの状況（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 

決算年月 平成 20 年３月期 第１四半期 

1 株当たりの四半期（当期）純利益 △ 15 円 23 銭 

1 株当たり純資産 128 円 96 銭 

 

③ 対象者は、平成 19 年８月 17 日にジャスダック証券取引所において、特別損失の発生及び業績の修

正に関するお知らせを公表しております。当該公表に基づく内容は以下の通りです。 

イ. 特別損失の発生およびその内容 

特別損失として、品質低下に伴う在庫の廃棄損失 12 百万円のほか、固定資産除却損として 3百

万円が発生し、第一四半期で合計 15 百万円計上しております。 

 

ロ. 平成 20 年 3 月期中間業績予想を次のように修正しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 1 株あたり 

当期純利益 

前回発表予想（A） 4,278 百万円 44 百万円 14 百万円 9 百万円 1 円 53 銭 

今回修正予想（B） 4,222 百万円 △2 百万円 △28 百万円 △48 百万円 △7 円 85 銭 

増減額（B-A） △56 百万円 △46 百万円 △42 百万円 △57 百万円 － 

増減率 △1.3％ － － － － 

（ご参考） 

前期実績(平成 18 年 9 月

期) 

4,865 百万円 △141 百万円 △168 百万円 △190 百万円 △30 円 62 銭 

(注 1)前回発表予想（A）は平成 19 年５月 18 日、平成 19 年３月期決算短信で公表された平成 20 年

３月期（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）の業績予想であります。 

 

ハ． 修正理由 

前期に引き続き当期においても、原油高の影響を受けた漁船燃料の経費増、資材等の価格上昇

等、厳しい環境が継続しております。まぐろ原料価格も緩やかに上昇しております。このような

状況の中、前回の予想を達成すべく努めてまいりましたが、売上高は未達成のまま 42 億 22 百万

円にとどまる見込です。 
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営業利益は 2 百万円の損失となり、経常利益は 28 百万円の損失、当期中間利益は特別損失 15

百万円の発生により 48 百万円の損失となる見込です。 

なお、通期業績予想につきましては、前回公表と同様で変更ありません。 

 

 

 

 


