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平成 19 年 10 月 25 日 

各  位 

会 社 名 株式会社セタ 

代表者名 代表取締役社長 平林 久和 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード４６７０） 

問合せ先 経営企画室長  岩楯 敏 

電  話 03-3599-2520（代表） 

 

 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年 10 月９日開催の当社取締役会において、買付価格に対する意見を留保の上、当

社の親会社であるアルゼ株式会社（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。 

その後、本公開買付けに関する諸条件を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、

本公開買付けが当社の株主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、買付価格の点も含めて、平成 19 年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、本公開買付

けに賛同の意を表明する旨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                  （平成 19 年３月 31 日現在） 

①商 号 アルゼ株式会社 

②主 な 事 業 内 容 遊技機の開発・製造・販売、レンタル及び輸出入 

③設 立 年 月 日 昭和48年６月26日 

④本 店 所 在 地 東京都江東区有明三丁目１番地25 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 余語 邦彦 

⑥資 本 金 の 額 3,446,850千円 

⑦大株主及び持株比率 

 

岡田 和生             40.61％        

岡田 知裕             29.51％ 

岡田 裕実              6.64％ 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ ｻｯｸｽ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ        3.42％ 

横塚 ヒロ子             3.03％ 

ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ ﾛﾝﾄﾞﾝ    0.92％ 

ｽﾍﾟｼｬﾙ ｱｶｳﾝﾄ ﾅﾝﾊﾞｰ ﾜﾝ  
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ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ      0.92％ 

ｶﾝﾊﾟﾆｰ 505012 

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰｲﾝｸ       0.77％ 

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ   0.62％ 

富士本 淳              0.51％ 

資本関係 

公開買付者は、当社の発行済株式総数の約

68.45％の株式（9,029,000株）を保有してお

ります。 

人的関係 

公開買付者は当社に対して野中誠之、西田紀

明及び田中宗一郎の３名を取締役として派遣

しており、このうち、西田紀明と田中宗一郎

は、「会社法第２条第15号」に定める社外取

締役であります。このほか、公開買付者は当

社へ従業員を１名出向しております。 

取引関係 

公開買付者と当社との間には以下の取引関係

があります（取引額は平成19年３月期）。 

① 公開買付者からの商品仕入、公開買付者

への製品開発委託747,566千円 

② 公開買付者への事務所賃借料、システム

サポート料支払59,875千円 

③ 公開買付者への部品・商品・製品の販売、

公 開 買 付 者 か ら の 製 品 開 発 受 託

1,216,322千円 

④ 公開買付者からのロイヤリティ収入

9,069千円 

⑤ 公開買付者への借入金返済450,000千円 

⑥ 公開買付者への支払利息8,320千円 

⑧買付者と対象者の関係等 

関連当事者へ 

の該当状況 

当社の親会社に該当いたします。 

 

 
２．当該公開買付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、公開買付者による当社株式等の取得を目的とした本公開買付けの実施について、本

公開買付けに関する諸条件を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、本公

開買付けが当社の株主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、平成 19 年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに賛同の意を

表明する旨の決議いたしました。 

なお、当社の取締役会における上記の決議には、当社の取締役である野中誠之氏、西田紀明

氏及び田中宗一郎氏は、公開買付者の従業員であることに鑑み、利益相反回避の観点から、特

別利害関係人として上記取締役会の審議及び決議に参加しておりません。本公開買付けに対す
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る賛同意見の表明にかかる決議が行われた当社の取締役会には、特別利害関係人とならない代

表取締役の平林久和及び監査役３名のうち２名が出席し、上記の賛同意見の表明に関して出席

取締役による決議がされているとともに、当社の全ての出席監査役が本公開買付けに賛同意見

を表明することに特に異議はない旨意見を表しております。 

 
（２）本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

①本公開買付けの概要 

公開買付者は本書提出日現在、当社の発行済株式総数の約 68.45%（9,029,000 株）を所有し、

当社を連結子会社としておりますが、このたび当社を公開買付者の完全子会社とし、公開買付

者の当社経営への影響力を高めることを目的として、当社の発行済株式のうち、公開買付者が

保有する当社の株式及び当社が保有する自己株式を除いた、当社株式の全部を公開買付けによ

り取得すること（以下「本公開買付け」といいます。）といたしました。そのため、公開買付

者は、本公開買付けにおいては、買付予定のけ等を行う株券等の数に上限及び下限を設定して

おりませんので、本公開買付けに係る株券等の買付け等の申し込みに対する承諾又は売付け等

の申し込みをした者が本公開買付けに応じて売付け等をした株券等（以下、「応募株券等」と

いいます。）の全部の買付け等を行います。 

 
②本公開買付けに賛同する根拠及び理由 
公開買付者は、パチスロ機・パチンコ機等の遊技機の開発・製造・販売、パチスロ機のレン

タル、業務用ゲーム機器の開発・製造・販売を主たる業務とする会社です。 

当社は、昭和 60 年に創業し、電子機器部品の国内販売及び輸出入販売、娯楽ゲーム機械の

国内販売及び輸出入販売、コンピュータ用ソフトウェアの作成及び販売を行っておりましたが、

平成 11 年２月に公開買付者を割当先とした第三者割当増資を実施し、公開買付者の連結子会

社となりました。当社は、公開買付者が資本参加したことをきっかけに、パチスロ機・パチン

コ機等の遊技機に係る周辺機器の開発・製造・販売ならびにレンタル事業にも参入いたしまし

た。また、平成 18 年３月にも公開買付者を割当先とした第三者割当増資を実施し、公開買付

者との関係を強固なものとしてきました。 

現在、当社は、玉貸し機、メダル貸し機を中心に、パチスロ機・パチンコ機等の遊技機に係

る周辺機器の開発・製造・販売を行っておりますが、遊技人口の減退による遊技ホール間の競

争激化やパチスロ機の旧基準機から新基準適合機への入替えに伴う遊技ホールの設備投資負

担が重なり、ホールの遊技機以外への設備投資意欲が弱まる中、加盟店舗数を増やしてまいり

ました。 

一方、当社内において、当社が平成 19 年 10 月２日付「平成 19 年３月期の売上処理につい

ての調査結果のお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社内コンプライアンス委員会

の調査の結果、当社において不適切な決算処理が行われており、この不適切な決算処理に当社

元代表取締役及び元専務取締役が積極的に関与していたこと、また、不適切な売上計上額が概

算で 800 百万円程度と当社の売上高に及ぼす影響が重大であることが判明いたしました。 

当社は、かねてより当社グループの事業再編を進めておりましたが、上記対象者における一

連の件に鑑み、グループ内の体制の見直しを行いました。その結果、遊技機の周辺機器事業拡

大に向けた機動力強化、遊技機事業とのシナジーの増大、対象者の経営体質の抜本的改善を目

的として対象者を完全子会社化することは、当社グループ全体の利益拡大のために必要不可欠

であり、当社グループ価値の増大につながるものと判断いたしました。 

また、公開買付者は、当社が独立性を持ちながら、不適切な決算処理が起こり得ない経営体

質に改善し、公開買付者グループの経営戦略に沿った役割を果たしていくことは困難であると

考え、当社の完全子会社化により、当社の経営により深く関与することが重要であると判断い

たしました。 
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さらに、公開買付者グループ価値の毀損を防ぐためには、当社の経営体質の改善にいち早く

着手する必要があると判断し、公開買付けにて当社の完全子会社化を行うことを決定いたしま

した。 

公開買付者は、当社の完全子会社化の完了後、グループの競争力強化、収益力強化によるさ

らなる企業価値の向上を目指し、①当社の全国各支店の、公開買付者の営業拠点への統合によ

るコスト削減、②営業、技術サポート機能の公開買付者への移管による、周辺機器事業に係る

意思決定の迅速化、遊技機の営業ノウハウ活用による周辺機器の営業力強化並びに開発、営業

の連携強化による製品開発力の向上、③基幹系業務（経理・財務、購買、販売管理、出荷・在

庫管理業務等）への情報システム導入による、内部統制の強化ならびにコスト削減等を行うこ

とを検討しております。以上の経緯により、公開買付者は、当社の完全子会社化の一環として、

本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

当社といたしましても、公開買付者による当社の完全子会社化により、公開買付者グループ

と従前にも増して一体化が進み、公開買付者グループにおける遊技機ならびに遊技機に係る周

辺機器事業の競争力の強化、収益力の強化が可能になるものと判断しており、公開買付者が当

社の完全子会社化を実現するために実施する本公開買付けは、当社にとって必要であると判断

いたしました。 

 
③利益相反を回避する措置及び買付等の価格の評価を担保するための措置 

公開買付者は、本公開買付けにおける当社株式の買付価格の公正性を担保するため、本公開

買付けの買付価格である１株当たり 240 円を決定するにあたり、第三者算定人であるフロンテ

ィア・マネジメント株式会社が提出した株式価値算定書を参考にしつつ、当社との間で生み出

されるシナジー効果、当社の社内コンプライアンス委員会の調査結果、当社の平成 19 年３月

期（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）に係る有価証券報告書の訂正報告書の内容、

当社の平成 20 年 3 月期（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）に係る業績予想の修正内

容、当社による本公開買付けへの賛同の可否、及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、

かつ、当社と協議・交渉した結果等も踏まえ、公開買付者は、平成 19 年 10 月 25 日開催の取

締役会において、本公開買付けにおける買付価格を１株当たり 240 円とすることに決定いたし

ました。 

なお、公開買付者取締役会における上記の決議には、公開買付者の代表取締役社長である富

士本淳氏は、当社の大株主であることに鑑み、利益相反回避の観点から、特別利害関係人とし

て取締役会の審議及び決議に参加しておりません。 

当社は、平成 19 年８月 23 日付で「過去の業績に影響を与える可能性のある事象の発生及び

これに伴う平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況発表予定日延期のお知らせ」により

決算修正の可能性を開示し、また、平成 19 年 10 月２日付で「平成 19 年３月期の売上処理に

ついての調査結果のお知らせ」により売上修正額の概算額を開示しているため、公開買付者と

しては、これらの開示がなされる前の株価は、当社の売上等の金額が修正される前の決算を考

慮した水準であることに留意する必要があると考えております。 

なお、本公開買付けの価格は、企業価値評価報告書では、市場株価平均法については、公開

買付者が「当社子会社（株式会社セタ）の株式公開買付の決議に関するお知らせ」により公開

買付けの予定買付価格を示した平成 19 年 10 月５日以降は、当社の市場株価は、当該予定価格

を織り込んで推移していると考えられるため、平成 19 年 10 月４日を基準日としております。

平成 19 年 10 月４日を基準日とした場合、株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャス
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ダック証券取引所」といいます。）における当社株式の基準日終値 230 円、当社の売上修正額

の概算額を開示した翌日である平成 19 年 10 月３日（当社が行った「平成 19 年３月期の売上

処理についての調査結果のお知らせ」開示日の翌日）からの２取引日終値単純平均値 205 円、

１ヶ月終値単純平均値 241 円、当社が決算修正の可能性を開示した翌日である平成 19 年８月

24 日（決算修正に関する開示日の翌日）からの終値単純平均値 244 円（それぞれ、小数点以下

四捨五入）に対して、それぞれ 4.3％、17.1％、-0.4％、-1.6％（それぞれ、小数点以下第二

位を四捨五入）のプレミアム（マイナス表示はディスカウント）となる金額に相当します。 

一方、当社の取締役会は、公開買付者が当社の普通株式に係る議決権の３分の２以上を保有

しているため、利益相反回避の観点から、公開買付者及び当社から独立した第三者算定人であ

る株式会社ディスクロージャーより、当社株式の株式価値に関する企業価値評価報告書（以下、

「企業価値評価報告書」といいます。）を受領しました。当社は、企業価値評価報告書を参考

にしつつ、リーガルアドバイザーである弁護士の菅弘一氏より本公開買付けに関する法的助言

をもとに、公開買付者との間で十分な協議及び交渉を行い、本公開買付けに関する諸条件を慎

重に検討した結果、本公開買付けの諸条件は妥当であり、本公開買付けが当社の株主に対して

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、買付価格の点も含め

て、平成 19年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明する

旨の決議いたしました。 

なお、当社の取締役会における上記の決議には、当社の取締役である野中誠之氏、西田紀明

氏及び田中宗一郎氏は、公開買付者の従業員であることに鑑み、利益相反回避の観点から、特

別利害関係人として上記取締役会の審議及び決議に参加しておりません。本公開買付けに対す

る賛同意見の表明にかかる決議が行われた当社の取締役会には、特別利害関係人とならない代

表取締役の平林久和及び監査役３名のうち２名が出席し、上記の賛同意見の表明に関して出席

取締役による決議がされているとともに、当社の全ての出席監査役が本公開買付けに賛同意見

を表明することに特に異議はない旨意見を表しております。 

 
（３）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者は、本公開買付けにおいては、買付予定の株券等の数に上限及び下限を設定して

おりませんので、応募株券等の全部の買付け等を行います。公開買付者が当社株式を買い付け

た場合において、公開買付者が保有する当社の株式及び当社が保有する自己株式を除いた当社

株式の全てを取得できなかった場合には、公開買付者は公開買付者を完全親会社、当社を完全

子会社とする株式交換（対価として金銭等を交付する場合を含みますが、これに限られません。

以下、「本株式交換」といいます。）の方法により、当社の株主に対して当社株式にかかる株式

買取請求権行使の機会を提供しつつ、当社株式の全てを取得することを予定しております。な

お、公開買付者は、本株式交換について、会社法第 784 条第１項に定める略式組織再編の制度

を活用する可能性があり、当社における株主総会の決議を要せずに実施する可能性があります。 

公開買付者は、当社株式の全てを取得する方法につき、関連法令についての当局の見解、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株式の保有

状況等によって、上記の方法に代えてそれと同等の効果を有する他の方法により、発行済の当

社株式の全てを取得する可能性があります。 

本株式交換が行われる場合、交付されることとなる株式又は金銭等の額は現段階では未定で



6 

すが、それらの株式又は金銭等の額は、特段の事情がない限り、本公開買付けの買付価格と同

一の価格を基準にする予定です。もっとも、当社の事業を取り巻く環境の変化、株式市場並び

に公開買付者及び当社の業績の変動等の影響といった特段の事情により、本公開買付けの買付

価格とは異なることがあります。また、本株式交換に際して、当社の株主が法令の手続きに従

い、当社に対して株式買取請求を行うことができる場合がありますが、この場合の１株当たり

の買取価格についても、本公開買付けの買付価格又は本株式交換により当社の株主が受領する

経済的価値と異なることがあります。本公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際しての株

式買取請求に係る税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーにご確認いただきます

ようお願いいたします。 

なお、本公開買付けは、前述の手続きにおいて招集される可能性がある株主総会における当

社の株主の皆様の議決権の行使を勧誘するものではありません。 

 
（４）上場廃止等となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由 

当社株式は、現在、ジャスダック証券取引所に上場しておりますが、本公開買付けにおいて

は、遊技機の周辺機器事業拡大に向けた機動力強化、遊技機事業とのシナジーの増大、当社の

経営体質の抜本的改善を目的として当社の完全子会社化を目的としていることから、買付予定

の株券等の数の上限が設けられておらず、応募株券等の全部の買付けが行われます。そのため、

本公開買付けの結果次第では、当社株式に係る株券は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃

止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、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、上記記載の

手法により、当社を完全子会社化することを予定しております。その場合には、当社株式に係

る株券は上場廃止となります。上場廃止後は、当社株式に係る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なくなり、当社株式を将来売却することが困難になることが予想

されます。 

なお、当社は平成 19 年 10 月２日に「平成 19 年３月期の売上処理についての調査結果のお

知らせ」を公表しておりますとおり、当社の平成 19 年３月期の決算に不適切な処理があった

ことが判明いたしました。その結果、ジャスダック証券取引所において、虚偽記載により上場

廃止基準に該当するおそれがあるとのことから、平成 19 年 10 月２日付けで監理ポストに割り

当てられました。 

また、当社はすでに過年度分の決算の訂正を完了し、平成19年10月25日付で平成19年3月期

（第25期）有価証券報告書等の訂正報告書を提出するとともに、平成19年10月25日付で平成19

年3月期決算短信の訂正版を公表しておりますが、本件訂正に関してジャスダック証券取引所

における、当社株式の上場継続、廃止判断においていずれの結果であった場合も、最終的には、

当社株式は上場廃止となる予定でありますので、当社株式に係る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。 

 

 

 

 



7 

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「株式会社セタに対する公

開買付けの開始に関するお知らせ」（アルゼ株式会社）をご確認ください。 

   
以上 
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平成 19 年 10 月 25 日 

各  位 

会 社 名  アルゼ株式会社 

代表者名  代表取締役兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 

      余語 邦彦 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6425） 

問合せ先  取 締 役  堀 義人 

電  話  03-5530-3055（代表） 

 

 

株式会社セタに対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 
 

アルゼ株式会社（以下、「当社」及び「公開買付者」といいます。）は、平成19年10月５日付「当社

子会社（株式会社セタ）の株式公開買付の決議に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、

株式会社セタ（証券コード4670、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議いたしましたが、本日開催の当社取締役会におい

て、その詳細につき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。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

 

（１）本公開買付けの概要 

     当社は本開示資料提出日現在、対象者の発行済株式総数の約 68.45%（9,029,000 株）を所

有し、対象者を連結子会社としておりますが、このたび対象者を当社の完全子会社とし、当

社の対象者に対する経営への影響力を高めることを目的として、対象者の発行済株式のうち、

当社が保有する対象者の株式及び対象者が保有する自己株式を除いた、対象者株式の全部を

公開買付けにより取得することといたしました。そのため、当社は、本公開買付けにおいて

は、買付予定の株券等の数に上限及び下限を設定しておりませんので、本公開買付けに係る

株券等の買付け等の申し込みに対する承諾又は売付け等の申し込みをした者が本公開買付

けに応じて売付け等をした株券等（以下、「応募株券等」といいます。）の全部の買付け等を

行います。 

そのため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式に係る株券は、ジャスダック証券取

（添付資料） 
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引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。ま

た、当該基準に該当しない場合でも、当社は、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従

い、後記記載の手法により、対象者を完全子会社化することを予定しております。その場合

には、対象者株式に係る株券は上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式に係る株券

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なくなり、対象者株式を将来売却す

ることが困難になることが予想されます。 

 

 

（２）本公開買付けに関する合意等 

対象者は、平成 19 年 10 月９日開催の取締役会において、買付価格に対する意見を留保の

うえ、本公開買付けに賛同する旨の決議を行っており、平成 19 年 10 月 25 日開催の対象者取

締役会において、買付価格の点も含めて、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議をし

ております。 

また、平成 19 年 10 月 25 日に、当社は、対象者の株主である富士本淳氏（当社代表取締

役社長）（平成 19 年３月 31 日現在の対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合（以

下「株式所有割合」といいます。）7.03％）、野中誠之氏（対象者取締役）（株式所有割合 0.87％）、

赤司俊雄氏（株式所有割合 0.38％）、鈴木輝彦氏（株式保有割合 0.10％）との間で、それぞ

れその保有する対象者の株式の全部について本公開買付けに応募することを合意しており

ます。 

 

（３）本公開買付けを実施するに至った意思決定の過程及び本公開買付け後の経営方針 

  当社は、パチスロ機・パチンコ機等の遊技機の開発・製造・販売、パチスロ機のレンタル、

業務用ゲーム機器の開発・製造・販売を主たる業務とする会社です。 

対象者は、昭和 60 年に創業し、電子機器部品の国内販売及び輸出入販売、娯楽ゲーム機

械の国内販売及び輸出入販売、コンピュータ用ソフトウェアの作成及び販売を行っておりま

したが、平成 11 年２月に当社を割当先とした第三者割当増資を実施し、当社の連結子会社

となりました。対象者は、当社が資本参加したことをきっかけに、パチスロ機・パチンコ機

等の遊技機に係る周辺機器の開発・製造・販売ならびにレンタル事業にも参入いたしました。

また、平成 18 年３月にも当社を割当先とした第三者割当増資を実施し、当社との関係を強

固なものとしてきました。 

現在、対象者は、玉貸し機、メダル貸し機を中心に、パチスロ機・パチンコ機等の遊技機

に係る周辺機器の開発・製造・販売を行っておりますが、遊技人口の減退による遊技ホール

間の競争激化やパチスロ機の旧基準機から新基準適合機への入替えに伴う遊技ホールの設

備投資負担が重なり、ホールの遊技機以外への設備投資意欲が弱まる中、加盟店舗数を増や

してまいりました。 

一方、対象者内において、対象者が平成 19 年 10 月２日付「平成 19 年３月期の売上処理

についての調査結果のお知らせ」において公表いたしましたとおり、同社内コンプライアン

ス委員会の調査の結果、同社において不適切な決算処理が行われており、この不適切な決算

処理に同社元代表取締役及び元専務取締役が積極的に関与していたこと、また、不適切な売



10 

上計上額が概算で800百万円程度と同社の売上高に及ぼす影響が重大であることが判明いた

しました。 

当社は、かねてより当社グループの事業再編を進めておりましたが、上記対象者における

一連の件に鑑み、グループ内の体制の見直しを行いました。その結果、遊技機の周辺機器事

業拡大に向けた機動力強化、遊技機事業とのシナジーの増大、対象者の経営体質の抜本的改

善を目的として対象者を完全子会社化することは、当社グループ全体の利益拡大のために必

要不可欠であり、当社グループ価値の増大につながるものと判断いたしました。 

また、対象者が独立性を持ちながら、不適切な決算処理が起こり得ない経営体質に改善し、

当社グループの経営戦略に沿った役割を果たしていくことは困難であると考え、完全子会社

化により、対象者の経営により深く関与することが重要であると判断いたしました。 

さらに、当社グループ価値の毀損を防ぐためには、対象者の経営体質の改善にいち早く着

手する必要があると判断し、公開買付けにて対象者の完全子会社化を行うことを決定いたし

ました。 

当社は、対象者の完全子会社化の完了後、グループの競争力強化、収益力強化によるさら

なる企業価値の向上を目指し、①対象者の全国各支店の、当社の営業拠点への統合によるコ

スト削減、②営業、技術サポート機能の当社への移管による、周辺機器事業に係る意思決定

の迅速化、遊技機の営業ノウハウ活用による周辺機器の営業力強化並びに開発、営業の連携

強化による製品開発力の向上、③基幹系業務（経理・財務、購買、販売管理、出荷・在庫管

理業務等）への情報システム導入による、内部統制の強化ならびにコスト削減等を行うこと

を検討しております。 

以上の経緯により、当社は、対象者の完全子会社化の一環として、本公開買付けを実施す

ることを決定いたしました。 

 

（４）買付価格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ための措置 

当社は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格の公正性を担保するため、本公開買

付けの買付価格である１株当たり 240 円を決定するにあたり、第三者算定人であるフロンテ

ィア・マネジメント株式会社（以下、「フロンティア・マネジメント」といいます。）が提出

した株式価値算定書（以下、「株式価値算定書」といいます。）を参考にしつつ、対象者との

間で生み出されるシナジー効果、対象者の社内コンプライアンス委員会の調査結果、対象者

の平成 19 年３月期（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）に係る有価証券報告書の訂

正報告書の内容、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、及び本公開買付けの見通し等

を総合的に勘案し、対象者と協議・交渉した結果等も踏まえ、かつ、平成 19 年 10 月４日に

おける対象者株式の終値が 230 円であることに鑑み、当社は、平成 19 年 10 月 25 日開催の

取締役会において、本公開買付けにおける買付価格を１株当たり 240 円とすることに決定い

たしました。 

なお、当社取締役会における上記の決議には、当社の代表取締役社長である富士本淳氏は、

対象者の大株主であることに鑑み、利益相反回避の観点から、特別利害関係人として取締役

会の審議及び決議に参加しておりません。 

対象者は、平成 19 年８月 23 日付で「過去の業績に影響を与える可能性のある事象の発生
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及びこれに伴う平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況発表予定日延期のお知らせ」

により決算修正の可能性を開示し、また、平成 19 年 10 月２日付で「平成 19 年３月期の売

上処理についての調査結果のお知らせ」により売上修正額の概算額を開示しているため、当

社としては、これらの開示がなされる前の株価は、対象者の売上等の金額が修正される前の

決算を考慮した水準であることに留意する必要があると考えております。 

なお、本公開買付けの価格は、株式価値算定書では、市場株価平均法については、公開買

付者が「当社子会社（株式会社セタ）の株式公開買付の決議に関するお知らせ」により公開

買付けの予定買付価格を示した平成 19 年 10 月５日以降は、対象者の市場株価は、当該予定

価格を織り込んで推移していると考えられるため、平成 19 年 10 月４日を基準日としており

ます。平成 19 年 10 月４日を基準日とした場合、株式会社ジャスダック証券取引所（以下、

「ジャスダック証券取引所」といいます。）における対象者株式の基準日終値 230 円、対象

者の売上修正額の概算額を開示した翌日である平成 19 年 10 月３日（対象者が行った「平成

19 年３月期の売上処理についての調査結果のお知らせ」開示日の翌日）からの２取引日終値

単純平均値 205 円、１ヶ月終値単純平均値 241 円、対象者が決算修正の可能性を開示した翌

日である平成 19 年８月 24 日（決算修正に関する開示日の翌日）からの終値単純平均値 244

円（それぞれ、小数点以下四捨五入）に対して、それぞれ 4.3％、17.1％、-0.4％、-1.6％

（それぞれ、小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアム（マイナス表示はディスカウント）

となる金額に相当します。 

一方、対象者の取締役会は、当社が対象者の普通株式に係る議決権の３分の２以上を保

有しているため、利益相反回避の観点から、当社及び対象者から独立した第三者算定人であ

る株式会社ディスクロージャー（以下、「ディスクロージャー」といいます。）より、対象者

株式の株式価値に関する企業価値評価報告書（以下、「企業価値評価報告書」といいます。）

を受領しました。対象者は、企業価値評価報告書を参考にしつつ、リーガルアドバイザーで

ある弁護士の菅弘一氏より本公開買付けに関する法的助言をもとに、当社との間で十分な協

議及び交渉を行い、本公開買付けに関する諸条件を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、本公開買付けが対象者の株主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、買付価格の点も含めて、平成 19 年 10 月 25 日開

催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議をいたしました。 

なお、対象者の取締役会における上記の決議には、対象者の取締役である野中誠之氏、西

田紀明氏及び田中宗一郎氏は、当社の従業員であることに鑑み、利益相反回避の観点から、

特別利害関係人として上記取締役会の審議及び決議に参加しておりません。本公開買付けに

対する賛同意見の表明にかかる決議が行われた対象者の取締役会には、特別利害関係人とな

らない代表取締役の平林久和及び監査役３名のうち２名が出席し、上記の賛同意見の表明に

関して出席取締役による決議がされているとともに、対象者の２名の出席監査役は、対象者

取締役会が本公開買付けに賛同するとの意見を表明することに異議はない旨意見を述べて

おります。 

 

（５）本公開買付け後の組織再編等の方針 

当社は、本公開買付けにおいては、買付予定の株券等の数に上限及び下限を設定しており
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ませんので、応募株券等の全部の買付け等を行います。当社が対象者株式を買い付けた場合

において、当社が保有する対象者の株式及び対象者が保有する自己株式を除いた対象者株式

の全てを取得できなかった場合には、当社は当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする

株式交換（対価として金銭等を交付する場合を含みますが、これに限られません。以下、「本

株式交換」といいます。）の方法により、対象者の株主に対して対象者株式にかかる株式買

取請求権行使の機会を提供しつつ、対象者株式の全てを取得することを予定しております。

なお、当社は、本株式交換について、会社法第 784 条第１項に定める略式組織再編の制度を

活用する可能性があり、対象者における株主総会の決議を要せずに実施する可能性がありま

す。 

当社は、対象者株式の全てを取得する方法につき、関連法令についての当局の見解、本公

開買付け後の当社の株式所有割合及び当社以外の対象者株主の対象者株式の保有状況等に

よって、上記の方法に代えてそれと同等の効果を有する他の方法により、発行済の対象者株

式の全てを取得する可能性があります。 

本株式交換が行われる場合、交付されることとなる株式又は金銭等の額は現段階では未定

ですが、それらの株式又は金銭等の額は、特段の事情がない限り、本公開買付けの買付価格

と同一の価格を基準にする予定です。もっとも、対象者の事業を取り巻く環境の変化、株式

市場並びに当社及び対象者の業績の変動等の影響といった特段の事情により、本公開買付け

の買付価格とは異なることがあります。また、本株式交換に際して、対象者の株主が法令の

手続きに従い、対象者に対して株式買取請求を行うことができる場合がありますが、この場

合の１株当たりの買取価格についても、本公開買付けの買付価格又は本株式交換により対象

者の株主が受領する経済的価値と異なることがあります。本公開買付け、本株式交換又は本

株式交換に際しての株式買取請求に係る税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザ

ーにご確認いただきますようお願いいたします。 

なお、本公開買付けは、前述の手続きにおいて招集される可能性がある株主総会における

対象者の株主の皆様の議決権の行使を勧誘するものではありません。 

 

（６）上場廃止等となる見込がある旨及び上場廃止を目的とする理由 

  対象者株式は、現在、ジャスダック証券取引所に上場しておりますが、本公開買付けにお

いては、遊技機の周辺機器事業拡大に向けた機動力強化、遊技機事業とのシナジーの増大、

対象者の経営体質の抜本的改善を目的として対象者を完全子会社化することから、買付予定

の株券等の数の上限が設けられておらず、応募株券等の全部の買付けが行われます。そのた

め、本公開買付けの結果次第では、対象者株式に係る株券は、ジャスダック証券取引所の株

券上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、当該

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

記載の手法により、対象者を完全子会社化することを予定しております。その場合には、対

象者株式に係る株券は上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式に係る株券をジャス

ダック証券取引所において取引することはできなくなり、対象者株式を将来売却することが

困難になることが予想されます。 

なお、対象者は平成 19 年 10 月２日に「平成 19 年３月期の売上処理についての調査結果
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のお知らせ」を公表しておりますとおり、対象者の平成 19 年３月期の決算に不適切な処理

があったことが判明いたしました。その結果、ジャスダック証券取引所において、虚偽記載

により上場廃止基準に該当するおそれがあるとのことから、平成 19 年 10 月２日付けで監理

ポストに割り当てられました。 

また、対象者はすでに過年度分の決算の訂正を完了し、平成19年10月25日付で平成19年3

月期（第25期）有価証券報告書等の訂正報告書を提出するとともに、平成19年10月25日付で

平成19年3月期決算短信の訂正版を公表しておりますが、本件訂正に関してジャスダック証

券取引所における、対象者株式の上場継続、廃止判断においていずれの結果であった場合も、

最終的には、対象者株式は上場廃止となる予定でありますので、対象者株式に係る株券をジ

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。 

 

 

２．買付等の概要 

（１）対象者の概要 

①商 号 株式会社セタ 

②主 な 事 業 内 容 パチスロ・パチンコ等遊技機の周辺機器の開発・製造・販売 

③設 立 年 月 日 昭和60年10月１日 

④本 店 所 在 地 東京都江東区有明三丁目１番地25 

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長 平林 久和 

⑥資 本 金 の 額 2,495,050千円（平成19年３月31日現在） 

⑦大株主及び持株比率 

（平成19年３月31日現在） 

アルゼ株式会社     68.45％ 

富士本 淳        7.03％ 

斉須 繁雄        1.64％ 

港 宣也         0.95％ 

松井 公治        0.91％ 

野中 誠之        0.87％ 

渡辺 裕之        0.87％ 

根本 寿和        0.75％ 

高英商事有限会社     0.72％ 

庄野 道子        0.65％ 

⑧買付者と対象者の関係等 資本関係 

公開買付者は、対象者の発行済株式総数の約

68.45％の株式（9,029,000株）を保有してお

ります。 
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人的関係 

公開買付者は対象者に対して野中誠之、西田

紀明及び田中宗一郎の３名を取締役として派

遣しており、このうち、西田紀明と田中宗一

郎は、「会社法第２条第15号」に定める社外

取締役であります。このほか、公開買付者は

対象者へ従業員を１名出向しております。 

取引関係 

公開買付者と対象者との間には以下の取引関

係があります（取引額は平成19年３月期）。 

⑦ 対象者への商品販売、対象者から製品開

発受託747,566千円 

⑧ 対象者からの事務所賃借料、システムサ

ポート料受取59,875千円 

⑨ 対象者からの部品・商品・製品の仕入、

対象者への製品開発委託1,216,322千円 

⑩ 対象者へのロイヤリティ支払9,069千円 

⑪ 対象者からの貸付金返済450,000千円 

⑫ 対象者からの受取利息8,320千円 

関連当事者へ 

の該当状況 

対象者は公開買付者の連結子会社であり、関

連当事者に該当いたします。 

 

 

 

（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26日（金曜日）から平成19年12月10日（月曜日）まで（31営業日） 

 

  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期間延長の確認連絡先 

   該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格  

  普通株式 １株につき金240円 

   

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

①算定の基礎 

本公開買付けにおける買付価格である１株当たり 240 円は、第三者算定人であるフロン

ティア・マネジメントが提出した株式価値算定書を参考にしつつ、対象者との間で生み出
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されるシナジー効果、対象者の社内コンプライアンス委員会の調査結果、対象者の平成 19

年３月期（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）に係る有価証券報告書の訂正報告書

の内容、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、及び本公開買付けの見通し等を総合

的に勘案し、かつ、対象者と協議・交渉した結果等も踏まえ、決定されたものです。なお、

対象者は、平成 19 年８月 23 日付で「過去の業績に影響を与える可能性のある事象の発生

及びこれに伴う平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況発表予定日延期のお知らせ」

により決算修正の可能性を開示し、また、平成 19 年 10 月２日付で「平成 19年３月期の売

上処理についての調査結果のお知らせ」により売上修正額の概算額を開示しているため、

公開買付者としては、これらの開示がなされる前の株価は、対象者の売上等の金額が修正

される前の決算を考慮した水準であることに留意する必要があると考えております。 

フロンティア・マネジメントは、市場株価平均法、類似会社比較法及びディスカウンテ

ッド・キャッシュ・フロー法（以下、「DCF 法」といいます。）の各手法を用いて対象者の株

式価値算定を行いました。株式価値算定書によりますと、市場株価平均法では 205 円から

244 円、類似会社比較法では 54 円から 228 円、DCF 法では 139 円から 269 円のレンジが対

象者の１株当たりの株式価値の算定結果として示されました。なお、株式価値算定書では、

市場株価平均法については、公開買付者が「当社子会社（株式会社セタ）の株式公開買付

の決議に関するお知らせ」により公開買付けの予定買付価格を示した平成 19 年 10 月５日

以降は、対象者の市場株価は、当該予定価格を織り込んで推移していると考えられるため、

平成 19 年 10 月４日を基準日としております。加えて、対象者において、平成 19 年 10 月

２日付で「平成 19 年３月期の売上処理についての調査結果のお知らせ」により売上修正額

の概算額の発表があった、平成19年10月２日の翌日以降の終値株価を分析しております。 

その上で、当社は、フロンティア・マネジメントが提出した株式価値算定書を参考にし

つつ、対象者との間で生み出されるシナジー効果、対象者の社内コンプライアンス委員会

の調査結果、対象者の平成 19 年３月期（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）に係

る有価証券報告書の訂正報告書の内容、対象者の平成 20 年 3 月期（平成 19 年４月１日～

平成 20 年３月 31 日）に係る業績予想の修正内容、対象者による本公開買付けへの賛同の

可否、及び本公開買付けの見通し等を、総合的に勘案し、かつ、対象者と協議・交渉した

結果等も踏まえ、公開買付者は、平成 19 年 10 月 25 日開催の取締役会において、本公開買

付けにおける買付価格を１株当たり 240 円とすることに決定いたしました。  

  なお、本公開買付けの価格は、平成19年10月４日を基準日とした場合、ジャスダック証券

取引所における対象者株式の基準日終値230円、平成19年10月３日（対象者が行った「平成

19年３月期の売上処理についての調査結果のお知らせ」開示日の翌日）からの２取引日終値

単純平均値205円、１ヶ月終値単純平均値241円、平成19年８月24日（決算修正に関する開示

日の翌日）からの終値単純平均値244円（それぞれ、小数点以下四捨五入）に対して、それ

ぞれ4.3％、17.1％、-0.4％、-1.6％（それぞれ、小数点以下第二位を四捨五入）のプレミ

アム（マイナス表示はディスカウント）となる金額に相当します。 

       

  ②算定の経緯 

  （ⅰ）普通株式 
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対象者が、平成 19 年 10 月２日付で「平成 19 年３月期の売上処理についての調査結果の

お知らせ」において公表したとおり、対象者社内のコンプライアンス委員会の調査の結果、

対象者において不適切な決算処理が行われていることが判明しました。公開買付者は、か

ねてより公開買付者グループの事業再編を進めておりましたが、今般の対象者に関する一

連の件を鑑み、グループ内の体制の見直しを行いました。この結果、対象者を完全子会社

化し、遊技機の周辺機器事業拡大に向けた機動力強化、遊技機事業とのシナジーの増大、

対象者の経営体質の抜本的改善を目的として対象者を完全子会社化することは、公開買付

者グループ全体の利益拡大のために不可欠であり、公開買付者グループ価値の最大化につ

ながるものと認識いたしました。また、対象者が独立性を持ちながら、不適切な決算処理

が起こり得ない経営体質に改善し、公開買付者グループの経営戦略に沿った役割を果たし

ていくことは困難であると考え、親会社としての今後の対応を早期に表明することで、無

用な混乱を避けるべきであると判断いたしました。以上を踏まえ、平成 19 年 10 月３日付

の公開買付者取締役会にて、対象者を完全子会社化することを決定いたしました。 

さらに、当社グループ価値の毀損を防ぐためには、対象者の経営体質の改善にいち早く

着手する必要があると判断し、平成 19 年 10 月４日付の当社取締役会にて、公開買付けに

て対象者の完全子会社化を行うこと、ジャスダック証券取引所による対象者の上場継続又

は上場廃止の決定に関わらず、直近の株価動向を勘案し、公開買付けの価格を１株当たり

240 円とすることを決定いたしました。 

その後、当社は、本公開買付けを実施するにあたって、第三者算定人であるフロンティ

ア・マネジメントに平成 19 年 10 月９日付けで対象者の株式価値評価を依頼しました。フ

ロンティア・マネジメントは、当社からのかかる依頼に基づき、対象者の株式価値の評価

行い、当社は、フロンティア・マネジメントより、平成 19 年 10 月 24 日に株式価値算定書

を取得しました。 

フロンティア・マネジメントは、市場株価平均法、類似会社比較法及び「DCF 法」の各

手法を用いて対象者の株式価値算定を行いました。株式価値算定書によりますと、市場株

価平均法では 205 円から 244 円、類似会社比較法では 54 円から 228 円、DCF 法では 139 円

から 269 円のレンジが対象者の１株当たりの株式価値の算定結果として示されました。な

お、株式価値算定書では、市場株価平均法については、当社が「当社子会社（株式会社セ

タ）の株式公開買付の決議に関するお知らせ」により公開買付の予定価格を示した平成 19

年 10 月５日以降は、対象者の市場株価は、当該予定価格を織り込んで推移していると考え

られるため、平成 19 年 10 月４日を基準日としております。加えて、対象者において、平

成 19 年 10 月２日付で「平成 19 年３月期の売上処理についての調査結果のお知らせ」によ

り売上修正額の概算額の発表があった、平成 19 年 10 月２日の翌日以降の終値株価を分析

しております。 

その上で、当社は、フロンティア・マネジメントが提出した株式価値算定書を参考にし

つつ、対象者との間で生み出されるシナジー効果、対象者の社内コンプライアンス委員会

の調査結果、対象者の平成 19 年３月期（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）に係

る有価証券報告書の訂正報告書の内容、対象者の平成 20 年 3 月期（平成 19 年４月１日～

平成 20 年３月 31 日）に係る業績予想の修正内容、対象者による本公開買付けへの賛同の
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可否、及び本公開買付けの見通し等を、総合的に勘案し、かつ、対象者と協議・交渉した

結果等も踏まえ、平成 19 年 10 月 25 日開催の取締役会において、本公開買付けにおける買

付価格を１株当たり 240 円とすることに決定いたしました。 

なお、当社取締役会における上記の決議には、当社の代表取締役社長である富士本淳氏

は、対象者の大株主であることに鑑み、利益相反回避の観点から、特別利害関係人として

上記取締役会の審議及び決議に参加しておりません。 

 

（ⅱ）買付価格の公正性を担保するためのその他の措置及び利益相反を回避するための措置 

  対象者の取締役会は、当社が対象者の普通株式に係る議決権の３分の２以上を保有して

いることから、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定人である株式会社ディスク

ロージャーにより、対象者株式の株式価値に関する企業価値評価報告書を受領しました。

企業価値評価報告書では、市場株価平均法、類似会社比較法、DCF 法、純資産法の各手法

を用いて総合的に評価した結果、対象者の１株当たりの株式価値評価のレンジは、124 円

から 244 円が相当であると報告されています。 

その上で、対象者は、企業価値評価報告書を参考にしつつ、リーガルアドバイザーであ

る、弁護士の菅弘一氏より本公開買付けに関する法的助言をもとに、当社との間で十分な

協議及び交渉を行い、本公開買付けに関する諸条件を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、本公開買付けが対象者の株主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、平成 19 年 10 月 25 日開催の対象者取締役

会において、買付価格の点も含めて、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議いたし

ました。 

なお、対象者の取締役会における上記の決議には、対象者の取締役である野中誠之氏、

西田紀明氏及び田中宗一郎氏は、公開買付者の従業員であることに鑑み、利益相反回避の

観点から、特別利害関係人として上記取締役会の審議及び決議に参加しておりません。本

公開買付けに対する賛同意見の表明にかかる決議が行われた対象者の取締役会には、特別

利害関係人とならない代表取締役の平林久和及び監査役３名のうち２名が出席し、上記の

賛同意見の表明に関して出席取締役による決議がされているとともに、対象者の全ての出

席監査役が本公開買付けに賛同意見を表明することに賛成の意を表しております。  

 

  ③算定機関との関係 

    フロンティア・マネジメント株式会社は、当社の依頼に基づいて分析を行いましたが、当

社及び対象者の関連当事者に該当いたしません。 

 

（５）買付予定の株券等の数    

株式等種類 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 4,155,380株 －株

新株予約権証券 －株 －株

新株予約権付社債券 －株 －株
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株券等預託証券 －株 －株

合計 4,155,380株 －株

（注１） 本公開買付けでは、公開買付者は、法第27条の13第４項各号に掲げるいずれの条件も
付しておらず、応募株券の全部の買付けを行います。 

（注２） 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式（平成19年９月30日現在6,070株（対
象者が実質的に所有していないものを除きます。以下同じです。））を取得する予定

はありません。 

（注３） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。但し、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（又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） 本公開買付けにおける買付け等を行う株券等の最大数は、4,155,380株となります。こ
れは、対象者が平成19年６月27日に提出した第25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から、対象者が保有する自己株式数（平成19年９

月30日現在で6,070株）及び買付者が保有する株式数（平成19年９月30日現在9,029,000

株）を控除した株式数です。 

 

（６）公開買付けによる所有株式数の異動    

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
9,029個

（買付け等前における株券等所

有割合  68.45％） 

買付け予定の株券等に係る議決

権の数 
4,155個

（買付け等後における株券等所

有割合 100.00％）  

対象者の総株主等の議決権の数 13,177個 － 

（ご参考）         

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

1,105個
（買付け等前における株券等所

有割合   8.38％） 

（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け       

等を行う株券等の最大数に係る議決権の数を記載しております。 

（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（対象者が保有する自己株式を除きます。）に係る議決権の合計を記

載しております。但し、「買付け予定の株券等に係る議決権の数」には、特別関係者

の所有する株券等に係る議決権の数が含まれているため、「買付け等後における株券

等所有割合」の計算においては、「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」を分子に加算しておりません。 

（注３）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 19 年６月 27 日に提出した第 25

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あ

ります。但し、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の総株主等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」の計算においては、単元未満

株式（対象者が保有する単元未満自己株式を除きます。）に係る議決権の数（対象者

が平成 19 年９月 30 日現在の議決権の個数である７個）を加えて、「対象者の総株主
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の議決権の数」を 13,184 個として計算しています（対象者の単元株式数は 1,000 株

です。）。 

（注４）「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」

については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（７）買付代金 997,291,200円 

  （注１）買付代金は、本公開買付けにおける買付け等を行う株券等の最大数（株式に換算し

たもの）（4,155,380株）に、１株当たりの買付価格を乗じた金額を記載しておりま

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 

   藍澤證券株式会社   東京都中央区日本橋一丁目20番３号    

 

  ②決済の開始日 

   平成19年12月18日（火曜日） 

 

  ③決済の方法 

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

株主の場合にはその常任代理人）宛に郵送いたします。 

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

より、決済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いた

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「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の全部を買付けないこ

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（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

の交付若しくは応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）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（若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、応募が行われたときの

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 

該当事項はありません。公開買付者は、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 
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令第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第３号イ乃至チ並びに同条第２項第３号乃

至第６号に定める事情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いたし

ます。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、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。 

 

  ③買付等の価格の引き下げの条件の有無、その内容及び引き下げの開示の方法 

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します。但し、公開買付期間末日までに公

告を行うことが困難である場合は、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 15 時 30 分までに、応募受

付した公開買付代理人の各本店又は全国各支店に解除書面（公開買付応募申込受付票及び公

開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面）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末日の 15 時 30 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 

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いたします。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが

困難である場合は、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。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方法により訂正します。 
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  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、米国内において若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若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、さらに米国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、若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、本公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向け

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

への応募はお受けいたしません。 

本公開買付けに応募する方（外国人株主の場合はその常任代理人）はそれぞれ、以下の

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（その写しも含みます。）も、直

接間接を問わず、米国内において若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。買付け若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若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・委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 26 日（金曜日） 

 

（11）公開買付代理人 

   藍澤證券株式会社   東京都中央区日本橋一丁目20番３号 

 

３．その他 

 

（１）対象者又はその役員との間の合意等 

対象者は、平成 19 年 10 月９日開催の取締役会において、買付価格に対する意見を留保の

うえ、本公開買付けに賛同する旨の決議を行っており、平成 19 年 10 月 25 日開催の対象者取
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締役会において、買付価格の点も含めて、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議をし

ております。 

また、平成19年10月25日に、当社は、対象者の株主である富士本淳氏（当社代表取締役社

長）（平成19年３月31日現在の対象者の発行済株式総数に対する所有株式数の割合（以下「株

式所有割合」といいます。）7.03％）、野中誠之氏（対象者取締役）（株式所有割合 0.87％）、

赤司俊雄氏（株式所有割合0.38％）、鈴木輝彦氏（株式保有割合0.10％）との間で、それぞ

れその保有する対象者の株式の全部について本公開買付けに応募することを合意しており

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 

対象者が、平成 19 年 10 月２日に「平成 19 年３月期の売上処理についての調査結果のお

知らせ」を公表しておりますとおり、対象者の平成 19 年３月期の決算に不適切な処理があ

ったことが判明いたしました。その結果、ジャスダック証券取引所において、虚偽記載によ

り上場廃止基準に該当するおそれがあるとのことから、平成 19 年 10 月２日付けで監理ポス

トに割り当てられました。 

また、対象者はすでに過年度分の決算の訂正を完了し、平成19年10月25日付で平成19年3

月期（第25期）有価証券報告書等の訂正報告書を提出するとともに、平成19年10月25日付で

平成19年3月期決算短信の訂正版を公表しておりますが、本件訂正に関してジャスダック証

券取引所における、対象者株式の上場継続、廃止判断においていずれの結果であった場合も、

「１．買付け等の目的」の「（６）上場廃止等となる見込みがある旨及び上場廃止を目的と

する理由」で示したとおり、最終的には、対象者株式は上場廃止となる予定でありますので、

対象者株式に係る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。 

 

（注１） 本開示資料中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計欄の数

値は必ずしも計数の総和と一致しない場合があります。 

 

（注２） 本開示資料中の記載において、「法」とは金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。そ

の後の改正を含みます。）、「令」とは金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。そ

の後の改正を含みます。）、「府令」と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ます。）をいいます。 

 

（注３） 本開示資料中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限

り、日本国における日数又は日時を指すものとします。本書中の「営業日」とは、行政機

関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号。その後の改正を含みます。）第１条第１

項各号に掲げる日を除いた日をいいます。 

 

 

以上 

     


