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平成19年10月5日 

各 位 
東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 5番 １ 号 

株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ  

代 表 取 締 役 社 長  林  正 道 

（コード番号：8942 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役経営企画部長   山 岡  憲 治  

(TEL 03-5218-5520) 

 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明について 

 
 

 当社は、本日開催の取締役会におきまして、合同会社光明（以下「公開買付者」といいます）に

よる当社株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます)について、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(3)①で記載するとおり、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者が

当社を100％子会社化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 

 

１．公開買付者の概要 

(1) 商 号 合同会社光明 

(2) 主 な 事 業 内 容 有価証券等への投資をすることを主な事業の内容としており

ます。 

(3) 設 立 年 月 日 平成19年7月23日 

(4) 本 店 所 在 地 東京都港区西麻布三丁目20番16号西麻布アネックス 

(5) 資 本 金 100万円（平成19年10月5日現在） 

(6) 大株主及び持株比率 合同会社伊勢原（注） 100.00％ 

資 本 関 係 公開買付者は当社普通株式１株を保有し

ております。 

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。 

(7) 公開買付者と当社の 

関 係 等 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 

注）ゴールドマン・サックス・グループの一員であるゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャ

パン有限会社及びエートス・グループの一員であるエートス・ジャパン・アクイジッションズ・

エルエルシーが共同で50%ずつ出資する合同会社 

 

 

２．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、平成19年10月5日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同の意を表

明し、当社株主の皆様に対して本公開買付けへ応募することを推奨する旨を決議いたしま

した。 

 この取締役会の決議は、決議に参加した社外取締役１名を含む取締役全員が賛成して行

われ、また、当該取締役会には当社の監査役３名全員（全て社外監査役）が出席し、いず

れの監査役も、当社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す

る旨の意見を述べております。 
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(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

 

 公開買付者は、ゴールドマン・サックス・グループ（以下「ゴールドマン・サックス」

といいます。）の一員であるゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社及び

エートス・グループ（以下「エートス」といいます。）の一員であるエートス・ジャパン・

アクイジッションズ・エルエルシーが共同で50%ずつ出資する合同会社伊勢原の100%子会社

です。 

 ゴールドマン・サックスは、投資銀行業務、証券業務及び資産運用業務を中心に、多岐

にわたるグローバルな金融サービスを世界中の企業、金融機関、政府機関等に提供してい

る世界有数の投資銀行であり、日本においては、1974年以来、多様化する金融ニーズに応

えるべく業務の拡充を図り、現在は、投資銀行業務、セールス＆トレーディング業務を中

心に、グループ会社を通じて、投資業務、資産運用、不動産業務などを含む幅広い金融サ

ービスを提供しております。 

 エートスは、ニューヨークを本拠として1999年に設立された投資顧問会社エートス・キ

ャピタル・エルエルシーを中心とするグループであり、日本における投資案件についての

調査及び助言活動を行うエートス・ジャパン・エルエルシーを2001年に設立致しました。

現在、エートスは日本を中心とするアジア地域において不動産・不動産関連事業に投資を

行うプライベート・エクイティ・ファンドであるエートス・キャピタル・アジアファンド

及びエートス・キャピタル・アジアファンドIIの運営を行っています。 

 

 当社は、2002年の設立以来、不動産投資顧問業及び不動産開発・ソリューション事業の2

軸事業モデルを推進し、両事業の相乗効果を計りながら、運用資産残高の着実な積上げと

開発事業の拡大による、業績の向上に努めてまいりました。 

その結果、当社は、平成17年6月には株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたし

ました。上場に際しましては、株式市場での機動的な資金調達を実施することを主たる目

的として上場承認を賜りました。そして、平成18年1月に公募増資を行い、当社が上場した

目的を一部達成することができました。 

一方、昨今の不動産市況は、以前のような持続的な不動産価格の急上昇といった局面か

ら徐々に安定的な値動きとなりつつあり、地方都市などの一部においては価格調整局面に

入っているものと考えられます。すなわち、この業界では、誰もが勝者になれるステージ

を終え、規模競争だけではない、真の実力が試される第二ステージに突入しつつあると、

当社は分析しております。 

また、その後、当社がマザーズ市場上場時に想定していた市場環境と異なり、ライブド

ア等の新興市場不祥事から始まり、さらには近時のサブプライムローン問題等により、当

社を含めた不動産業界全体の株価が低迷したため、残念ながら、株式市場からの資金調達

が困難という状況が続いています。 

当社は、このような分析に基づき、当社として様々な事業戦略のシミュレーションを行

い、さらなる急成長の機会を模索しておりました。 

 

 このような中、日本において不動産業務を行い、また、不動産・不動産関連事業に対す

る投資を積極的に行なってきたゴールドマン・サックス及びエートスのこれまでの実績及

び経験並びにこれらにより築きあげられてきたノウハウ、さらには幅広いネットワークが

当社に融合されることは、当社の企業価値の更なる向上が期待でき、当社の一層の成長を

もたらすものと認められます。 

 また、本公開買付けの結果当社は非上場会社となりますが、上述しました昨今の不動産

市況の状況および株式市場の状況等を踏まえますと、当社がこの業界において勝者となる

ための真の実力をつけるためには、確実な資金調達の途の確保を含めた経営基盤の強化、

事業の再構築を実施することが必要であり、これらを実現するためにより一層の機動的な

意思決定体制を構築することが、当社の企業価値の最大化にとって最善の方策であると考
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えております。 

 

 ゴールドマン・サックス及びエートスはそれぞれ、当社の大株主である三上芳宏氏（以

下「三上氏」といいます）が実施した同氏所有の当社株式の譲渡に向けたプロセスに買付

候補者として招聘され、同プロセスに参加した平成19年8月より、当社の公表資料等に基づ

き、当社の企業価値の検討を行ってきました。当社は、当社の企業価値等につき正当な評

価を得るため、上記プロセスの過程で実施された当社及び当社の関係会社に対するデュ

ー・ディリジェンスに協力してまいりました。そして、同年9月下旬には、ゴールドマン・

サックス及びエートスは、共同投資に向けた検討を開始し、両社が各々実施した上記検討

結果につき協議を行い、当社の企業価値等につき更なる検討を重ねた結果、本公開買付け

に至りました。 

 

 本公開買付けにおける買付価格（１株あたり215,000円）は、公開買付者が当社及び当社

の関係会社に対して行ったデュー・ディリジェンス等の結果を基に、当社の普通株式の市

場価格、財務状況及び将来収益等の諸要素を総合的に勘案して決定したものです。当該価

格は、平成19年10月4日における終値に対して65.4%のプレミアムを加えた価格であり、平

成19年10月4日の終値、並びに平成19年10月4日までの過去6ヶ月間の終値の単純平均値

102,970円（小数点以下四捨五入）、過去3ヶ月間の終値の単純平均値96,640円（小数点以下

四捨五入）、過去1ヶ月間の終値の単純平均値91,005円（小数点以下四捨五入）をいずれも

上回っており、現時点における当社の株式市場における評価を上回っております。当該価

格は、当社が平成18年1月に行いました公募増資価格236,680円には至っておりませんが、

当社株価は、公募増資直後のいわゆるライブドア・ショックを起因とする新興市場の低迷

の影響を受け、1年以上も低迷を続けております。これらの株価推移を考慮すれば、当社と

しましては、当該買付価格は、いわば今後のシナジー効果を前倒しでご考慮いただいたも

のであり、適正なご評価を賜った株価であると考えております。 

 

 当社取締役会は、賛同表明の決議にあたりまして、フィナンシャル・アドバイザーであ

るＴＯＫＹＯ企業情報株式会社から助言を得ると共に、独立した第三者機関である太陽Ａ

ＳＧ監査法人による株式価値算定書の算定結果を参考として、また、桃尾・松尾・難波法

律事務所の法律意見書を取得した上で、平成19年10月5日開催の取締役会において、本公開

買付けの諸条件について慎重に検討した結果、本公開買付けが当社の経営基盤の強化、事

業の再構築及び今後の展開に寄与するものであるとともに、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いたしました。 

 

 以上により、当社取締役会は、平成19年10月5日開催の取締役会において、本公開買付け

について賛同の意を表明し、当社株主の皆様に対して本公開買付けへ応募することを推奨

する旨を決議いたしました。 
 

なお、本公開買付けにあたり、公開買付者は、三上氏との間で、平成19年10月5日付で「公

開買付けに関する契約」を締結しており、かかる契約に基づき、同氏及び同氏がその議決

権の100%を有する株式会社シンプレクス・ホールディングが保有する全ての当社株式（保

有株式数合計211,874株)について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

(3) 本公開買付け後の予定等 

 

① 当社株式が上場廃止となる可能性について 

 当社の株式は株式会社東京証券取引所（東証マザーズ）に上場されていますが、公開買

付者は本公開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定しておりませんので、本公

開買付けの結果次第では、当社株式は、株式会社東京証券取引所所定の基準に従い所定の

手続を経て上場廃止となります。また、株券上場廃止基準に該当しない場合においても、
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下記②のとおり、本公開買付者は当社を完全子会社化することを予定していることから、

それが実現された場合には、当社株式は、株式会社東京証券取引所の決定に基づき所定の

手続きを経て上場廃止となります。上場廃止となった場合、当社の株式は株式会社東京証

券取引所（東証マザーズ）において取引できなくなり、これを将来売却することが困難に

なることが予想されます。 

 

② 当社の完全子会社化 

 公開買付者の開示資料「株式会社ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ株式に対する公開買付

けの開始に関するお知らせ」によれば、公開買付者は、本公開買付けで当社の全株式を取

得できなかった場合には、以下の方法により当社の株主に対して当社株式売却の機会を提

供しつつ、当社を 100%子会社化することを予定しております。 
 具体的には、本公開買付けが成立した後に、当社は、(ⅰ)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に変更すること、(ⅱ)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を付すこと、及び(ⅲ)当社の当該株式の全部取得と

引き換えに別個の当社株式を交付すること、以上(ⅰ)乃至(ⅲ)を付議議案に含む株主総会

を開催する予定です。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

80%以上を保有することになる予定であり、上記の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、当社の株主には当該取得の対価として当社の

別個の株式が交付されることになりますが、当該株式の上場申請は行われない予定です。

当社の株主でかかる株式の１株に満たない端数しか受け取ることができない株主に対して

は、会社法及び会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号、その後の改正を含みます。）

に定める手続に従い、当該端数の合計数を売却すること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の結果当該株主に交付される金銭の額

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、この金額が時間

の経過による価値の変動等の要因により、本公開買付けの買付価格と異なることが起こり

得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付する当社の株式

の数は現時点では未定でありますが、当社が公開買付者の 100%子会社となるよう、本公開

買付けに応募されなかった公開買付者以外の当社の株主に対し交付しなければならない当

社の株式の数が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、(a)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、(b)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。これらの(a)又は(b)の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を基準として算定する予定ですが、これらの(a)又は(b)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、

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。 

 なお、(ⅰ)当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、(ⅱ)当社の発行する全

ての普通株式に全部取得条項を付し、(ⅲ)当該株式の全部取得と引換えに当社の別個の株

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当社株主の当社の株式

の保有状況等によって、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。

但し、その場合でも、公開買付者以外の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います。 
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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法 

  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 

その他の公開買付けの概要については、公開買付者の開示資料「株式会社ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」（添付）をご参照ください。 

以上 
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平成 19 年 10 月５日 

各 位 

 

会社名 合同会社光明 

代表社員 合同会社伊勢原 

職務執行者 桐谷 重毅 

 

 

 

株式会社ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ株式に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

当社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成19年10月５日、下記のとおり株式会社シンプレクス・

インベストメント・アドバイザーズ（以下「対象者」といいます。）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致しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 
１ 買付け等の目的 

 

(1)本公開買付けの概要 

公開買付者は、本書提出日現在、ゴールドマン・サックス・グループ（以下「ゴールドマン・サ

ックス」といいます。）の一員であるゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社及び

エートス・グループ（以下「エートス」といいます。）の一員であるエートス・ジャパン・アクイジ

ッションズ・エルエルシーが共同で 50%ずつ出資する合同会社伊勢原の 100%子会社であり、対象者

の発行済株式の 100%取得を目的として設立された合同会社であります。合同会社伊勢原は、ゴール

ドマン・サックス、ゴールドマン・サックスが運営する投資ファンド、及びエートスが運営する投

資ファンドから本公開買付けのための資金を出資又は融資を通じて調達し、かかる資金を公開買付

者に対して出資及び融資を通じて提供することとしております。公開買付者は、かかる資金をもっ

て、対象者の発行済株式の 100%取得を目標として本公開買付けを実施致します。 

 

ゴールドマン・サックスは、投資銀行業務、証券業務及び資産運用業務を中心に、多岐にわたる

グローバルな金融サービスを世界中の企業、金融機関、政府機関等に提供している世界有数の投資

銀行であり、1869 年創業の世界で最も伝統のある最大手の投資銀行のひとつを占め、ニューヨーク

を本拠地として、ロンドン、フランクフルト、東京、香港及びその他の世界の主要な金融市場に拠

点を擁しています。日本においては、1974 年に東京駐在員事務所を開設して以来、多様化するお客

様の金融ニーズに応えるべく業務の拡充を図ってまいりました。現在は、投資銀行業務、セールス

＆トレーディング業務を中心に、グループ会社を通じて、投資業務、資産運用、不動産業務などを

含む幅広い金融サービスを提供しております。 

 

エートスは、ニューヨークを本拠として 1999 年に設立された投資顧問会社エートス・キャピタ

ル・エルエルシーを中心とするグループであり、日本における投資案件についての調査及び助言活

動を行うエートス・ジャパン・エルエルシーを 2001 年に設立致しました。現在、エートスは日本を

中心とするアジア地域において不動産・不動産関連事業に投資を行うプライベート・エクイティ・

ファンドであるエートス・キャピタル・アジアファンド（以下「ACA」といいます。）及びエートス・

キャピタル・アジアファンド II（以下「ACA II」といいます。）の運営を行っています。ACA は、

公的・企業年金などの大手機関投資家中心に約 800 億円のコミットメント（エクィティ）を獲得し、

2003 年 10 月末に設立されましたが、投資総額は約 3,600 億円（エクィティ及びデット合計）とな

り、2005 年３月末時点で投資を完了しました。ACA II は、2005 年９月に約３倍の約 2,600 億円（エ

クィティ）規模で募集を完了しました。これにノンリコースローン等のレバレッジの活用を前提と

して、総額約１兆円程の投資を想定しています。 
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ゴールドマン・サックス及びエートスはそれぞれ、対象者の大株主である三上芳宏氏が実施した

同氏所有対象者株式の譲渡に向けたプロセスに買付候補者として招聘され、同プロセスに参加した

平成 19 年８月より、対象者の公表資料等に基づき、対象者の企業価値の検討を行ってまいりました。

そして、同年９月下旬には、ゴールドマン・サックス及びエートスは、共同投資に向けた検討を開

始し、両社が各々実施した上記検討結果につき協議を行い、対象者の企業価値等につき更なる検討

を重ねました。公開買付者は、ゴールドマン・サックス及びエートスによる各検討並びに本年９月

下旬以降の共同投資へ向けた検討の結果等を踏まえ、１株につき 215,000 円の買付け価格を妥当と

判断し、本年 10 月初旬の機関決定を経て、本公開買付けにおいて 579,999 株以上の対象者の株式を

買い付けることとし、議決権の 80.0%以上を、上限を設定せずに取得することを予定しております。

本公開買付けにあたり、公開買付者は、対象者の大株主である三上芳宏氏との間で、平成 19 年 10

月５日付で「公開買付けに関する契約」を締結しており、かかる契約に基づき、同氏及び同氏がそ

の議決権の 100%を有する株式会社シンプレクス・ホールディングが保有する全ての対象者株式（保

有株式数合計 211,874 株)について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

対象者は平成 19 年 10 月５日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議して

おります。当該取締役会の決議は、決議に参加した社外取締役１名を含む取締役全員が賛成して行

われ、また、当該取締役会には対象者の監査役３名全員（全て社外監査役）が出席し、いずれの監

査役も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する旨の意見を述

べております。 

 

なお、公開買付者は、本日現在において、本公開買付け及び後記(4)記載の方法による、対象者の

100%子会社化実施後においても、引き続き、対象者が現行の体制で事業運営を行っていくことを想

定しています。もっとも、本公開買付けは、対象者の役員の依頼に基づくものではなく、また対象

者の役員が公開買付者として参加するものではありません。 

 

(2)本公開買付けを実施する背景及びその後の経営方針 

 

対象者は、2002 年の設立以来、不動産投資顧問事業及び不動産開発・ソリューション事業を中心

にユニークなビジネスモデル、首都圏を中心とした魅力的な物件ポートフォリオ、経営陣及び従業

員の卓越した資質によって、持続的かつ急速な成長を実現してきたものであります。対象者は、経

営陣の独自の不動産投資哲学と迅速な意思決定システムにより、短期間のうちに良質な不動産ポー

トフォリオを複数の私募ファンドの形式で構築してきました。一方、昨今の不動産市場環境を俯瞰

すると、良質な不動産物件の取得競争が高まっていることから、今後も安定的に「ミドルリスク・

ミドルリターン」型のファンドを新規に募集・運営し、高いリターンを実現していくことは必ずし

も容易ではなく、不動産投資顧問事業は「踊り場」の環境下にあると考えます。 

 

このような事業環境の変化の中、公開買付者は、対象者、ゴールドマン・サックス及びエートス

がそれぞれ取り組んできた不動産投資関連事業におけるノウハウを融合することにより、対象者の

企業価値向上の実現が可能であると考えております。公開買付者は、対象者が人材と事業基盤を活

かし潜在成長力を発揮して事業の更なる成長を実現するために、ゴールドマン・サックス及びエー

トスが蓄積したノウハウ及び幅広いネットワークを活用したシナジー効果の発現に加え、事業戦略

の策定、事業展開に必要なファイナンスのアレンジ等、様々な支援を行う予定です。公開買付者は、

本公開買付け終了後、対象者との間で正式且つ具体的な企業価値向上策の合意に向けて役職員との

協議を行う予定です。 

 

対象者は、フィナンシャル・アドバイザーであるＴＯＫＹＯ企業情報株式会社から助言を得ると

共に、独立した第三者機関である太陽ＡＳＧ監査法人による株式価値算定書の算定結果を参考とし

て、また、桃尾・松尾・難波法律事務所の法律意見書を取得した上で、平成 19 年 10 月５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、本公開買付けが対

象者の経営基盤の強化、事業の再構築及び今後の展開に寄与するものと判断し、本公開買付けに賛

同することを決議しています。 
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(3)全株取得の目的 

 

本公開買付けは、対象者の取締役会の賛同のもと、機動的な意思決定を可能にするため対象者の

全ての発行済株式を取得することを目指して行われます。公開買付者は、本公開買付けが成立した

場合には、対象者の取締役の追加選任を行い、ゴールドマン・サックス及びエートスから非常勤取

締役等を派遣させる予定です。 

 

対象者の株式は株式会社東京証券取引所（東証マザーズ）に上場されていますが、公開買付者は

本公開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定致しませんので、本公開買付けの結果次第

では、対象者は株式会社東京証券取引所所定の基準に従い所定の手続を経て上場廃止となります。

また、当該基準に該当しない場合でも、株式会社東京証券取引所（東証マザーズ）に上場されてい

る対象者の株式は、対象者がその全部を取得する場合にも上場廃止となります。上場廃止となった

場合、対象者の株式は株式会社東京証券取引所（東証マザーズ）において取引できなくなり、これ

を将来売却することが困難になることが予想されます。 

 

(4)本公開買付けの後に想定される組織再編等 

 

公開買付者は、対象者の企業価値向上を実現させるため、及び現在まで対象者を支援してきた既

存株主に対して、公正な価格での最も効率的な株式売却の機会を提供するため本公開買付けを行う

こととしましたが、本公開買付けで対象者の全株式を取得できなかった場合には、以下の方法によ

り対象者の株主に対して対象者株式売却の機会を提供しつつ、対象者を 100%子会社化する予定があ

りますので、あらかじめ申し添えます。 

 

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、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に変更すること、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を付すこと、及び③対象者の当該株式の全部取得と引き換えに別個の対

象会社株式を交付すること、以上①乃至③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

る予定です。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 80.0%以上を保

有することになる予定であり、上記の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、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、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株式が交付されること

になりますが、当該株式の上場申請は行われない予定です。対象者の株主でかかる株式の１株に満

たない端数しか受け取れない株主に対しては、会社法及び会社法施行規則（平成 18 年法務省令第

12 号、その後の改正を含みます。）に定める手続に従い、当該端数の合計数を売却することによっ

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の結果当該株主に交

付される金銭の額については、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

額が時間の経過による価値の変動等の要因により、本公開買付けの買付価格と異なることが起こり

得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付する対象者の株式の数は

届出書提出日現在未定でありますが、対象者が公開買付者の 100%子会社となるよう、本公開買付け

に応募されなかった公開買付者以外の対象者の株主に対し交付しなければならない対象者の株式の

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、(1)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、(2)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。これらの(1)又は

(2)の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を基準として算定する予定で

すが、これらの(1)又は(2)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、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
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にて確認され、ご判断いただくこととなります。 

 

なお、①対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、②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、③当該株式の全部取得と引換えに対象者の別個の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の対象者の株式の保有状況等によって、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。但し、その場合でも、公開買付者以外

の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います。 

 

なお、本公開買付けは、上記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、上記全株取得にかかる記述は、法制度上の要請により可能性を付するものであり、

必ず実施されるものでもありません。上記の各手続における税務上の取扱については、株主各位の

必要により税務専門家にご確認下さい。 

 

 

２ 本公開買付け等の概要について 

 

（１） 対象者の概要（平成 19年 10 月５日現在） 

（１） 商 号 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 

（２） 事 業 内 容 不動産開発事業・ソリューション事業、不動産投資顧問事業 

（３） 設 立 年 月 日 平成 14 年６月 

（４） 本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 林 正道 

（６） 資 本 金 11,408 百万円（注） 

（７） 大株主及び持株比率 

日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ東京支店 29.41% 

三上 芳宏 29.19% 

株式会社日興コーディアルグループ 13.08% 

（注） 

 

資 本 関 係

 

公開買付者は対象者普通株式 1 株を保有しておりま

す。 

 

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。 

（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。 

(注) 平成 19 年３月 31 日現在のものであります。 

 

（２） 買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間（予定） 

 

買付け等の期間 平成19年10月12日（金曜日）から平成19年11月８日（木曜日）まで(20営業日) 
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公告日 平成19年10月12日（金曜日） 

公告掲載新聞名 
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載する予定です。 

（電子公告アドレス https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無（予定） 

金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）

第 27 条の 10 条第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

された意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の期間は 30 営業日、公開買付期間は

平成 19 年 11 月 22 日（木曜日）までとなる予定です。 

 

（３） 買付け等の価格（予定） 

普通株式１株につき、215,000 円 

 

（４） 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

本公開買付けの買付け価格である１株あたり215,000円（以下「本公開買付け価格」といいま

す。）は、対象者及びその関係会社に対して行ったデュー・ディリジェンス及び対象者経営陣と

の面談の結果を基に、市場株価分析、類似企業比較法及びDCF（ディスカウンテッド・キャッシ

ュ・フロー）法等による評価結果を総合的に勘案して決定しました。 

 

公開買付者は、対象者株式の過去の東京証券取引所における売買価格終値を分析しました。

その結果、平成19年10月４日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所における売買価格の終値の

単純平均値は91,005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。）、

過去３ヶ月間の東京証券取引所における売買価格の終値の単純平均値は96,640円、過去６ヶ月

間の東京証券取引所における売買価格の終値の単純平均値は102,970円、過去12ヶ月間の東京証

券取引所における売買価格の終値の単純平均値は120,163円という結果を得ました。 

 

類似企業比較法では、公開買付者と対象者の面談内容を踏まえ、不動産アセットマネジメン

ト会社のみではなく、対象者と広義での類似事業を営む他の不動産会社の株価収益率（PER）と

を比較することにより、対象者の株式価値を算定致しました。 

類似企業比較法での株式価値：92,690円～231,724円 

 

DCF法では、公開買付者は対象者が保有する不動産等について、対象者より開示を受けた情報

を基に一定の前提を置き、リスク要因を分析・加味した上で、収益還元法等による時価評価を

行うと同時に、対象者が他に営む不動産投資顧問事業における不動産ファンドをマネジメント

することによる様々な手数料収入等の将来キャッシュフローの現在価値等も総合的に勘案し、

対象者株式１株あたりの株式価値を160,000円～240,000円と算定致しました。 

 

公開買付者は、上記の各要素、対象者に見込まれるシナジー効果、対象者による公開買付け

への賛同の可否、本公開買付けの成否の見通し等を勘案した上、最終的に215,000円が適正な買

付け価格であると判断しました。なお、本公開買付け価格は、対象者の普通株式の平成19年９

月５日から平成19年10月４日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所市場における平均終値

91,005円に対して約136.3%のプレミアムを付した価格になります。 

 

本公開買付け価格の算定に際し第三者機関の算定書は取得しておりません。 
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② 算定の経緯 

ゴールドマン・サックス及びエートスはそれぞれ、対象者の大株主である三上芳宏氏が実施

した同氏所有対象者株式の譲渡に向けたプロセスに買付候補者として招聘され、同プロセスに

参加した平成19年８月より、対象者の公表資料等に基づき、対象者の企業価値の検討を行って

まいりました。その後、ゴールドマン・サックス及びエートスは、同年９月上旬から下旬にか

けて、他の買付候補者と同時期に、対象者のビジネス、会計、法務及び税務等に関するデュー･

ディリジェンスを実施するとともに、対象者の経営陣と面談を行い、それらの結果を慎重に検

討の上、対象者の企業価値及び１株あたりの株式価値を算定致しました。同年９月下旬には、

ゴールドマン・サックス及びエートスは、共同投資に向けた検討を開始し、両社が各々実施し

た上記算定の結果につき、協議を経て、株式価値の算定につき更なる検討を重ねました。ゴー

ルドマン・サックス及びエートスは、その際、市場株価分析、類似企業比較法及びDCF法等によ

る評価を参考にしました。それぞれの手法による対象者の１株あたりの株式価値の範囲は以下

のとおりです。 

 

 市場株価分析： 

            過去１ヶ月間平均売買価格終値：91,005円 

            過去３ヶ月間平均売買価格終値：96,640円 

            過去６ヶ月間平均売買価格終値：102,970円 

            過去12ヶ月間平均売買価格終値：120,163円 

 類似企業比較法：  92,690円～231,724円 

 DCF法：           160,000円～240,000円 

 

ゴールドマン・サックス及びエートスは、本公開買付け価格の決定に際し、それらの手法に

より算定される１株あたりの株式価値に加え、対象者に見込まれるシナジー効果、対象者によ

る本公開買付けへの賛同の可否、三上芳宏氏以外の大株主による本公開買付けへの応募の見通

しを含む本公開買付けの成否の見通し等を総合的かつ多角的に勘案し、更に既存株主に対し、

応募に十分なプレミアムを加味した買付け価格を提示することを検討した上で、ゴールドマ

ン・サックス、エートスともに同年10月４日、それぞれ本公開買付け価格に関する最終決裁機

関における機関決定を得た後、本公開買付け価格を１株につき215,000円と決定致しました。公

開買付者は、ゴールドマン・サックス及びエートスによる上記の検討を踏まえ、上記１株につ

き215,000円の買付け価格を妥当と判断し、同年10月５日に当該買付価格を機関決定しました。

公開買付者は、三上芳宏氏との間で、同年10月５日付で「公開買付けに関する契約」を締結し

ており、かかる契約に基づき、同氏及び同氏がその議決権の100%を有する株式会社シンプレク

ス・ホールディングが保有する全ての対象者株式（保有株式数合計211,874株)について、本公

開買付けに応募する旨の同意を得ております。なお、本公開買付け価格は、対象者の普通株式

の平成19年９月５日から同年10月４日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所市場における平均

終値91,005円に対して約136.3%のプレミアムを付した価格になります。 

 

本公開買付け価格の算定に際し第三者機関の算定書は取得しておりません。 

 

対象者取締役会においても、別途、フィナンシャル・アドバイザーであるＴＯＫＹＯ企業情

報株式会社から助言を得ると共に、第三者算定人として太陽ＡＳＧ監査法人を選定し、公開買

付者と協議を進めてまいりました。最終的に対象者取締役会は、平成19年10月５日開催の取締

役会において、太陽ＡＳＧ監査法人より受領した価格算定書を参考に、本公開買付けが対象者

の経営基盤の強化、事業の再構築及び今後の展開に寄与するものであるとともに、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

公開買付けに賛同する旨の決議をしております 

（注）ゴールドマン・サックス及びエートスによる検討は、対象者の普通株式の保有者が本公

開買付けに応ずるべきか否かに関する推奨を行うものではありません。 

 

③ 算定機関との関係 
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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

579,999 (株) 579,999 (株) － (株) 

 

(注１) 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の下限」（以下「買付予定数」といいます。579,999

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。 

(注２) 応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

 

（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 の 数 
1 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 
579,999 個

(買付け等後における株券等所有割合)

80.00%

対 象 者の総 株 主の議 決 権の 数 725,000 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 579,999 株に係

る議決権の数です。 

(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 22 日に提出した第５期有価証券

報告書に記載された平成 19 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数です。 

(注３) 公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数を超えた場合でも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」は最大で 100.00%となる可能

性があります。 

(注４) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を

行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（７） 買付代金（予定） 

 

買付代金(円) 124,699,785,000円

 

(注１) 「買付代金(円)」欄には、買付価格(215,000円)で買付予定数（579,999株）を買い付けた場合

の見積額を記載しています。 

(注２) 上記金額には消費税等は含まれていません。 

 
（８） 決済の方法（予定） 

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】 

日興シティグループ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号（注） 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（注）日興シティグループ証券株式会社は、本日時点において公開買付代理人の業務に係る機

能を上記所在地へ移転させております。なお、本日時点における日興シティグループ証

券株式会社の本店所在地は東京都港区赤坂五丁目２番 20 号となっておりますが、買付け

等の期間中に本店所在地を上記千代田区丸の内一丁目５番１号へ移転させる予定です。 
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② 【決済の開始日】（予定） 

平成 19 年 11 月 15 日(木曜日)  

（注）法第 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

載がされた意見表明報告書が提出された場合、決済の開始日は平成 19 年 11 月 30 日（金

曜日）となる予定です。 

③ 【決済の方法】（予定） 
 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株

主の場合はその常任代理人の住所又は所在地）宛に郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券に係る売却代金は、応募株主等の指示に

より、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場

所へ送金します。 

 

（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数（579,999 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付

け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付

け等を行います。 

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。その後の改正を含み、以下「令」といいま

す。）第 14 条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至チ、第４号及び第５

号並びに同条第２項第３号乃至第６号に定める事項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します。但し、

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、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。その後の改正を含み、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 
 

対象者が公開買付期間中に、法 27 条の６第１項第１号の規定により令第 13 条第１項に定め

る行為を行なった場合は、府令第 19 条第１項に定める基準により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

掲載します。但し、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の応募株券についても、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、公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに、上記（８）

①記載の買付け等の決済をする金融商品取引業者に公開買付応募申込の受付票（交付されて

いる場合）を添付のうえ、本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下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の

末日の 15時 30 分までに上記（８）①記載の買付け等の決済をする金融商品取引業者に到達

することを条件とします。 
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なお、公開買付者は、応募株主等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 
 

公開買付者は、法第 27 条の６第１項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行う

ことがあります。 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更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。但し、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。但し、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、公開買付期間の末日の翌日に、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、今後提出予定の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又は書類（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ないし交付に関して、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。）。 
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（１０） 公開買付開始公告日（予定） 

平成 19 年 10 月 12 日（金曜日） 

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（電子公告アドレス https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm） 

 

（１１） 公開買付代理人（予定） 

日興シティグループ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番 1号（注１） 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号（注２） 

（注１） 日興シティグループ証券株式会社は、本日時点において公開買付代理人の業務に係る

機能を上記所在地へ移転させております。なお、本日時点における日興シティグルー

プ証券株式会社の本店所在地は東京都港区赤坂五丁目２番 20 号となっておりますが、

買付け等の期間中に本店所在地を上記千代田区丸の内一丁目５番１号へ移転させる予

定です。 

（注２） 日興コーディアル証券株式会社は、日興シティグループ証券株式会社の復代理人です。 

 

 

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、平成19年年10月５日に対象者取締役会の賛同決議を得ております。 

 

（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 

ゴールドマン・サックス及びエートスは、対象者との間で、公開買付者を通じて、人事面等

に関する一定の確認を行っております。 

 

 

＜本件についての連絡先＞ 

 

ゴールドマン・サックス証券株式会社 

コーポレート・コミュニケーションズ 

Tel：03-6437-1648 

エートス・ジャパン広報窓口 

（株）プラップジャパン 大谷、木村 

Tel：03-3486-2931 
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