
平成 19 年 12 月 27 日 

各  位 

  会 社 名   ア ジ ア 航 測 株 式 会 社 

  代表者名   代表取締役社長  丸岡 大祐 

（コード番号 9233 東証第二部） 

  問合せ先   取締役経営管理本部副本部長 

                                  渡部 彰 

（TEL．03-5379-2151） 
 

非上場の親会社等による公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

当社の非上場親会社等に該当する日本アジアホールディングズ株式会社（以下、「親会社等」と

いう。）が平成 19 年 12 月 25 日開催の取締役会において、添付のとおり国際航業ホールディング

ス株式会社（以下、「対象会社」という。）の普通株式を公開買付け（以下、「本公開買付け」とい

う。）により取得することを決議し、発表されましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当該親会社等の名称等 

（１）商   号  日本アジアホールディングズ株式会社 

（２）本店所在地  東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 

（３）代表者氏名  代表取締役社長 呉 文繍 

 

２．本公開買付けの目的 

親会社等は、対象会社の安定株主として企業価値向上を全面的に支援するために、対象会

社の発行済株式総数の 51.00%を上限として株式を取得し、対象会社を子会社とすることを目

的に株式公開買付けを実施致します。 

 

３．対象会社の名称等 

（１）商   号  国際航業ホールディングス株式会社 

（２）本店所在地  東京都千代田区六番町２番地 

（３）代表者氏名  代表取締役社長 田二谷 正純 

 

４．本公開買付けを行う株券等の種類 

普通株式 

 

 



５．本公開買付けの期間 

平成 19 年 12 月 26 日（水曜日）から平成 20 年 1 月 31 日（木曜日）まで（22 営業日） 

 

６．本公開買付け価格 

１株あたり 650 円 

 

７．本公開買付け予定の株券等の数 

7,124,123 株 

（注１）応募株券の総数が株式に換算した買付予定数（7,124,123 株。対象者の発行済株式

総数の 51.00％に当たる数から当社が現在所有する対象者普通株式の数を控除した

数であり、以下「買付予定総数」といいます。）を超えないときは、応募株券の全部

の買付け等を行います。応募株券の総数が買付予定総数を超えるときは、その超え

る部分の全部又は一部の買付け等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。 

（注２）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（後記「７ 応募及び

契約の解除の方法 (1）応募の方法」において記載されるものをいいます。）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。）により保管され

ている場合は、株券を提出する必要はありません。）。 

 

８．本公開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 
12,336 個

（買付け等前における当該議決権の数に係る

株券等所有割合 32.33％） 

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 
27 個

（買付け等前における当該議決権の数に係る

株券等所有割合 0.07％） 

買付予定の株券等に係る議決権

の数 
7,124 個

（買付け等後における株券等所有割合 

18.67％） 

対象者の総株主の議決権の数 36,273 個 － 

（注１）「買付予定の株券等に係る議決権の数 (a)」は、本公開買付けにおける買付予定総数

（7,124,123 株）に係る議決権の数です。 

（注２)「届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 (g)」は、各

特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計です。 

（注３）「対象者の総株主等の議決権の数（j）」は、国際航業株式会社の第 74 期有価証券報

告書（平成 19 年６月 28 日提出）に記載された平成 19 年３月 31 日現在の国際航業

株式会社の総株主等の議決権の数です（なお、証券保管振替機構名義及び国際航業

株式会社名義のまま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数６個は含ま



れておりません。また、国際航業株式会社の自己株式は、平成 19 年 10 月１日付の

株式移転（国際航業株式会社の普通株式１株に対して、対象者普通株式１株を割当

交付）によって対象者普通株式となりましたが、かかる対象者普通株式は国際航業

株式会社が所有する限り議決権が認められないため（会社法第 308 条第１項、会社

法施行規則第 67 条）、当該総株主等の議決権の数には変更を加えておりません。）。

但し、「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、本公開買

付けにおいては、国際航業株式会社の所有する対象者普通株式についてもその対象

としているため、上記有価証券報告書に記載された国際航業株式会社の自己株式

1,656,000 株(単元未満株式 488 株を除きます。）に係る議決権の数 1,656 個（国際

航業株式会社名義のまま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数１個は

含まれておりません。）を加え、さらに、本公開買付けにおいては、単元未満株式に

ついてもその対象としているため、上記有価証券報告書に記載された単元未満株式

222,103 株に係る議決権の数 222 個を加えて、対象者の総株主等の議決権の数を

38,151 個として計算しています。 

（注４）「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」については、小数点以下第三位を

四捨五入しています。 

 

９．本公開買付けに要する資金 

4,630,679,950 円（買付け価格に買付け予定株券等の数を乗じたもの。） 

 

10．対象会社又はその役員との間の合意の有無及び内容 

対象会社は、平成 19 年 12 月 25 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。 

 

11．今後の見通し 

本件による当社の業績に与える影響はありません。 

 

以 上 
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会 社 名 日本アジアホールディングズ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 呉 文 繍 

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 

 

 

公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 当社は、平成19年12月25日開催の取締役会において、国際航業ホールディングス株式会社（以下「対象者」といい

ます。）の普通株式を公開買付け（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致しましたので、下記

のとおりお知らせ致します。 

 

記 

1． 公開買付けの目的 

(1)本公開買付けの概要 

当社は、現在、国際航業ホールディングス株式会社の普通株式12,336,000株(対象者の発行済株式総数の32.33%)

を保有する筆頭株主であり、対象者を持分法適用関連会社としております。この度、対象者の発行済株式総数の51.00%

を上限として株式を取得し、対象者を子会社とすることを目的に株式公開買付けを実施致します。 

なお、本公開買付けにつきましては、既に対象者の取締役会からもご賛同をいただいており友好的に行われるもの

であります。また、対象者の取締役会及び対象者の100％子会社である国際航業株式会社の取締役会において、国際

航業株式会社の保有する対象者普通株式全株（1,661,184 株）を本公開買付けに応募する旨の決議がなされておりま

す。 

今回の追加株式取得後、当社は安定株主として対象者の企業価値向上を全面的に支援して参ります。なお、本公開

買付け後の追加的な株式取得につきましては、現時点では未定でありますので、本公開買付けの結果等を踏まえ、改

めて検討して参ります。 

 

(2)本公開買付けの背景 

当社は、「ファイナンシャル・サービス事業」を中核事業とする持株会社です。当社は、潜在的企業価値を発揮で

きないでいる企業や、時代の変化に立ち遅れた企業の株式を取得し、役職員と協働することを通じて、企業価値の向

上や再生を目指しております。いわゆる「投資ファンド」とは異なり、期間を定めて投資利回りを追求するのではな

く、長期的に株式を保有し、対象となる企業への役員派遣等によって企業再生や企業価値の向上を支援していくもの

であります。かかる方針の下で、当社は、平成13年に本格的な投資再生事業を開始し、これまでに中小地域証券会社

７社及び資産運用会社２社を買収して事業再生に取り組んで参りました。このような同一産業における連続的買収や

その後の合従連衡による経営効率の改善と事業組み換えの成果として、現在のファイナンシャル・サービス事業を形

成致しました。 

また、ファイナンシャル・サービス事業の形成過程で培ったノウハウを活用し、異なる産業に属する企業の再生・

企業価値向上にも努めております。 近では、地域コミュニティーサービスの担い手を支援すべく医療介護分野にお

ける事業再生を行い、さらには情報技術分野における企業支援及び当社グループとのシナジー追求を図って参りまし

た。 

対象者は、国際航業株式会社が平成19年10月１日付で行った株式移転（国際航業株式会社の普通株式１株に対して、

対象者普通株式１株を割当交付）により、同社の完全親会社として設立された会社です。当社は、平成18年12月に、

国際航業株式会社の株式を取得致しました。この背景には、技術革新や社会構造の変化が急速に進展する中で、新た 



 

 

 

 

な成長戦略を模索する国際航業株式会社の潜在的な能力を当社が高く評価したことが挙げられます。以降、当社は筆

頭株主として、役員の派遣を含め、積極的に国際航業株式会社の経営支援を実施して参りました。 

また、国際航業株式会社を取り巻く市場環境は、売上の８割以上を占める公共部門のマーケット縮小を受けて、年々

厳しさを増してきている事情にあります。こうした危機認識の下、当社は、経営組織の再構築を促進するための持株

会社化を国際航業株式会社に提案し、上記のとおり、平成19年10月に株式移転により同社の持株会社化を実現しまし

た。 

なお、対象者の事業活性化においては、従来からの主要事業である地図・空間情報サービス事業に加えて、さらな

る派生・応用事業への多角化や民間部門での事業拡大が不可欠であり、当社がこれまで連続的な買収と事業統合を通

じて培った経営の効率化と改善のノウハウや、情報技術分野での戦略的ネットワークを活用することが極めて有効で

あると考えております。さらに、当社グループの経営資源である 新の金融手法やアジア地域を中心とする海外ネッ

トワークも対象者の事業活性化へ向けて大いに役立つものと確信しております。 

当社は、上記のような手法を通じた対象者の事業活性化を更に推進していくためには、対象者を子会社化し、これ

まで以上の意思決定の迅速化とそれによる経営改革の加速化を図ることが必須であると考えることから、本公開買付

けの実施に至ったものであります。 

 

(3)本公開買付けによる対象者普通株式取得後の経営方針 

当社は、本公開買付けにより対象者普通株式を追加取得した後、対象者の既存の主要事業及び顧客を軸に収益基盤

の安定化を図ると同時に、主要事業に関わる応用分野への事業展開や新たな事業領域への多角化を通じて、対象者の

業容の一層の拡大を図って参ります。具体的には、当社グループの金融・不動産分野での豊富なビジネスリソースに

加えて、内部の技術者・専門家や独自のネットワークを活用することにより、主として以下の各事業分野での改革・

協力体制を提供して参ります。 

 

① 対象者の経営資源の再配分を行い、従来の公共セクター中心の事業形態から民間セクター及び海外セクターへ

の事業拡大を図る。 

② 対象者の民間企業や自治体等を対象とした従来の請負型事業形態を発展させ、当社グループと対象者による投

資・開発・提案型事業形態への拡大を図る。 

③ 対象者における各種技術サービスの先鋭化と競争力の強化及び関連他社との協業の拡大を図る。 

④ 対象者におけるGIS（Geographical Information System）事業及びGSEI（Geo-spatial Economic Information）

事業について民間活用や他社との協業拡大等を通じた強化を図る。 

⑤ 対象者を中心とした航空測量産業内の合従連衡を推進し、競争力の相互交換を図る。 

⑥ 対象者における地盤・水質・大気等の環境保全のためのソリューション提案事業の拡大を図る。 

⑦ 対象者のアジア地域における拠点化を推進し、事業開発の強化と技術移転の促進を図る。 

⑧ 当社グループと対象者による環境・インフラ整備ファンドの組成・運用や対象者のコア事業強化に向けたM&A

戦略の強化を図る。 

 

上記に挙げた経営改革を推進するうえで、これまでに築かれてきた「顧客基盤」、研究開発によって培われてきた

「業界随一の技術力」及び資本の蓄積による「健全な財務体力」など、対象者の経営資源を 大限に有効活用するとと

もに、対象者の有する潜在的な能力を発揮できるよう必要な施策を随時実施して参ります。 

また、対象者の主要事業である地図・空間情報サービス事業についても、早期に従来型の請負・受託ビジネスから

の脱却を図り、新たなビジネスモデルの構築を検討しつつ、収益性をさらに高めて参る所存です。例えば、対象者自ら

が事業主体やプロジェクトスポンサーとなり、更に「上流」から関与することで技術領域の拡大と新規ビジネスの獲得

につなげ、事業リスクを 小化しつつ事業形態を大きく転換していくことが可能であると考えております。 

対象者は、全国380以上にも及ぶ地方自治体を中心的な顧客基盤としており、これまで蓄積してきた地方自治体関

連の地図・地理・環境・不動産・事業者情報等を新たなビジネスモデルに応じて加工しつつ、例えば地方自治体との新

たな協業関係の構築や公的サービスに関わる民営化の提案までを含めて、「地域コミュニティーサービス」の担い手と

して様々な角度から幅広い取り組みを行うことが可能であると考えます。 



 

 

 

 

「地域コミュニティーサービス」は当社の投資事業においても重要なテーマであり、かかるテーマにおいても、当

社グループと対象者とは有効な協業関係の構築に向けて取り組めるものと確信しております。地方の再生はこれからの

日本が取り組むべき重要な課題のひとつであり、対象者が新たな事業展開を通じて地域コミュニティーへ貢献していく

ことは有意義であると考えます。その際、対象者による同業他社、異業種企業とのM&Aや海外生産拠点の買収、PFIへ

の参画等も視野に入れて参ります。なお、投資の回収については、証券化やプロジェクトファイナンス手法の活用とい

った、当社が経営資源として有する金融技術との新たな融合についても改めて検討して参りたいと考えます。 

他方、こうした事業モデルの転換を効率的に実施していくためには、今後も経営構造の改革を進める必要がありま

す。当社は、対象者の現経営陣と一体となって対象者の経営改革に当たることができる体制の構築を目指します。 

 

（4）本公開買付けにおける買付け等の条件の概要 

本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）の決定については、当社及び対象

者から独立した第三者算定人であるアスカ監査法人が平成19年12月20日付で提出した株価算定書を参考と致しま

した。その上で、対象者普通株式の市場株価及びその推移、対象者の資産状況及び業績動向、経営体制並びに将来収

益等の諸要素、当社で分析した対象者の平成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

想の内容、対象者との間で生み出されるシナジー効果、本公開買付けの成否の見通し等を総合的に勘案し、過去の発

行者以外の者による株券等の公開買付けにおいて市場株価に付されたプレミアムの実績を踏まえて、平成19年12月

25日開催の当社取締役会において本公開買付価格を１株当たり650円と決定したものであります。 

  

本公開買付価格は、対象者普通株式の平成19年12月25日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

といいます。）における終値429円、対象者普通株式の平成19年11月26日から平成19年12月25日までの過去１

ヶ月間の東京証券取引所における終値の単純平均値414円（小数点以下を四捨五入）、対象者普通株式の平成19年10

月１日から平成19年12月25日までの対象者の上場来の東京証券取引所における終値の単純平均値470円（小数点

以下を四捨五入）に対し、それぞれ約51.5％、約57.0％、約38.3％のプレミアムを上乗せした金額に相当しており

ます。 

 

（5）その他 

対象者普通株式は、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、当社は本公開買付けにおいて買付け等を

行う株式数に上限を設定しており、本公開買付け後においても対象者普通株式の上場は維持される見込みです。 

上記のとおり、当社は、いわゆる「投資ファンド」とは異なり、期間を定めて投資利回りを追求するのではなく、

長期的に株式を保有することにより、企業再生や企業価値の向上の支援を行っております。本公開買付けにおいても、

短期的な投資回収を図らなければならない事情はありません。当社としては、引き続き対象者の安定株主として、長

期的な視点に立って対象者の企業価値の向上を支援することを通じて、投下資本の回収を図って参りたいと考えてお

ります。 

 



 

 

 

 

2． 公開買付けの概要 

(1) 対象者の概要 

①  商 号 国際航業ホールディングス株式会社 

②  主 な 事 業 内 容 傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 

③  設 立 年 月 日 平成19年10月１日 

④  本 店 所 在 地 東京都千代田区六番町２番地 

⑤  代 表 者 田二谷 正純 

⑥  資 本 金 の 額 16,939百万円 

⑦  大株主構成及び持株比率（平成19年３月31日現在） 

 氏名又は名称 株数（千株） 比率（％） 

 日本アジアホールディングズ株式会社 10,674 27.97 

 株式会社みずほ銀行 1,753 4.59 

 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1,308 3.42 

 日本工営株式会社 1,300 3.40 

 永和証券株式会社 1,200 3.14 

 応用地質株式会社 1,200 3.14 

 株式会社りそな銀行 800 2.09 

 株式会社損害保険ジャパン 672 1.76 

 株式会社パイロットコーポレーション 665 1.74 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 629 1.64 

 (注) 上記は、国際航業株式会社の第74期有価証券報告書（平成19年６月26日提出）に基づいて作成しております。 

⑧  当 社 と の 関 係  

 ・資本関係 買付け等前における当社の所有株式数 12,336,000株  

買付け等前における当社の特別関係者

の所有株式数 

32,331株  

 （注）上記の所有する株券等の数には、対象者役員持株会における持分に相当する株式10,107株が含まれます。 

 ・人的関係 当社から取締役１名、非常勤顧問１名を対象者に派遣しております。 

 ・取引関係 特にありません。 

 

(2) 買付けを行う株券等の種類 

普通株式 

 

(3) 公開買付期間  

① 届出当初の期間 

平成19年12月26日（水曜日）から平成20年１月31日（木曜日）まで（22営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

金融商品取引法（以下「法」といいます。）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は、公開買付期間は 30 営業日、平成

20年２月13日（水曜日）までとなります。 

 ③  期間延長の確認連絡先 

   確認連絡先 日本アジア証券株式会社（公開買付代理人） 

     電話番号  ：0120-945-788 

     担当     ：公開買付専用デスク 



 

 

 

 

(4) 本公開買付価格 

1株当たり650円 

 

(5) 本公開買付価格の算定の根拠等 

①算定の基礎 

当社は、本公開買付価格を決定するに当たり、第三者機関であるアスカ監査法人（以下「算定人」といいます。）に対し、

平成19年12月上旬に、対象者の普通株式に係る株式価値の算定を依頼しました。算定人は、当社が独自に修正した対象

者・関連会社に関する収益予測等を基に、純資産方式、収益還元方式及びDCF方式の各手法を用いて対象者の株式価値評

価の分析を行い、当社は、算定人から平成19年12月20日に対象者の株式価値評価の算定結果について報告を受けました。

上記の各手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。 

 

純資産方式：901円～907円 

収益還元方式：539円～599円 

DCF方式：594円～699円 

 

算定人は、これらの各方式の中から、中長期的な保有を前提とする本公開買付けの場合、企業のストックとしての純資

産方式による評価ではなく、継続企業を前提とした企業のフローとしての収益又は利益から企業価値を算定する収益方式

による評価をすべきであると判断しました。また、算定人は、収益方式は、収益を利益として展開する収益還元方式と、

収益を資金上の収入として展開するDCF方式に分類されますが、対象者は現在経営革新中であり、その経営革新施策の実

施に伴う費用計上が見込まれ、結果として収益率の変動が予想されることから、企業のキャッシュフローを収益力として

展開するDCF方式による評価方法が本公開買付けにおける算定評価方法として妥当であると判断しました。そのうえで、

算定人は、DCF方式により、対象者の普通株式１株当たり評価額を594円～699円が相当であると算定しました。 

 

当社は、上記の算定結果を参考に、対象者普通株式の市場株価及びその推移、対象者の資産状況及び業績動向、経営体

制並びに将来収益等の諸要素、当社で分析した対象者の平成20年３月期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）に

係る業績予想の内容、対象者との間で生み出されるシナジー効果、本公開買付けの成否の見通し等を総合的に勘案し、過

去の発行者以外の者による株券等の公開買付けにおいて市場株価に付されたプレミアムの実績を踏まえて、本公開買付価

格を650円と決定致しました。 

本公開買付価格は、対象者普通株式の平成19年12月25日の東京証券取引所における終値429円、対象者普通株式の平

成19年11月26日から平成19年12月25日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所における終値の単純平均値414円（小

数点以下を四捨五入）、対象者普通株式の平成19年10月１日から平成19年12月25日までの対象者の上場来の東京証券

取引所における終値の単純平均値470 円（小数点以下を四捨五入）に対して、それぞれ約51.5％、約57.0％、約38.3％

のプレミアムを加えた金額になります。 

なお、当社が 近行った対象者普通株式の取引の価格は、平成19年11月28日の取得時の市場価格１株当たり421.62

円（平均）（小数点以下第三位を四捨五入）であり、本公開買付価格はこれを大幅に上回る水準にあります。 

 

②算定の経緯 

当社は平成18年12月に現在対象者の子会社となっている国際航業株式会社の普通株式を取得し、その後事業の業務面

での具体的な協業の範囲及び内容について、同社と協議を重ねて参りました。その結果、役員の派遣等のマネジメント改

革を実施し、さらに、同社の置かれた経営環境に即応できる経営組織の再構築を促進するため、平成19年10月には同社

の持株会社化を実現するに至りました。 

しかしながら、収益環境の厳しさを鑑みるに、事業面での改革スピードを加速していく必要があると考えております。

そのため、当社グループが対象者を子会社化し、より緊密な関係を構築しつつ、 も有効で効率的な事業の展開を図るこ

とが事業面での改革に有効であるとの判断に至りました。 

当社は、本公開買付価格を決定するに当たり、第三者機関である算定人に対し、平成19年12月上旬に、対象者の普通

株式に係る株式価値の算定を依頼しました。 

算定人は、当社が独自に修正した対象者及び関連会社に関する収益計画等を基に、純資産方式、収益還元方式及びDCF



 

 

 

方式の各手法を用いて対象者の株式価値評価の分析を行い、当社は、算定人から平成19年12月20日に対象者の株式価値

評価の算定結果について報告を受けました。上記の各手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲

はそれぞれ以下のとおりです。 

 

純資産方式：901円～907円 

収益還元方式：539円～599円 

DCF方式：594円～699円 

 

算定人は、これらの各方式の中から、中長期的な保有を前提とする本公開買付けの場合、企業のストックとしての純資

産方式による評価ではなく、継続企業を前提とした企業のフローとしての収益又は利益から企業価値を算定する収益方式

による評価をすべきであると判断しました。また、算定人は、収益方式は、収益を利益として展開する収益還元方式と、

収益を資金上の収入として展開するDCF方式に分類されますが、評価対象企業は現在経営革新中であり、その経営革新施

策の実施に伴う費用計上が見込まれ、結果として収益率の変動が予想されることから、企業のキャッシュフローを収益力

として展開するDCF方式による評価方法が、本公開買付けにおける算定評価方法として妥当であると判断しました。その

うえで、算定人は、DCF方式により対象者の普通株式１株当たり評価額を594円～699円が相当であると算定しました。 

 

当社は、上記の算定結果を参考に、対象者普通株式の市場株価及びその推移、対象者の資産状況及び業績動向、経営体

制並びに将来収益等の諸要素、当社で分析した対象者の平成20年３月期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）に

係る業績予想の内容、対象者との間で生み出されるシナジー効果、本公開買付けの成否の見通し等を総合的に勘案し、過

去の発行者以外の者による株券等の公開買付けにおいて市場株価に付されたプレミアムの実績を踏まえて、本公開買付価

格を650円と決定致しました。 

本公開買付価格は、対象者普通株式の平成19年12月25日の東京証券取引所における終値429円、対象者普通株式の平

成19年11月26日から平成19年12月25日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所における終値の単純平均値414円（小

数点以下を四捨五入）、対象者普通株式の平成19年10月１日から平成19年12月25日までの対象者の上場来の東京証券

取引所における終値の単純平均値470 円（小数点以下を四捨五入）に対して、それぞれ約51.5％、約57.0％、約38.3％

のプレミアムを加えた金額になります。 

 

(6) 買付予定の株券等の数 

7,124,123株 

（注１） 応募株券の総数が株式に換算した買付予定数（7,124,123株。対象者の発行済株式総数の51.00％に当たる数から当社が現在所

有する対象者普通株式の数を控除した数であり、以下「買付予定総数」といいます。）を超えないときは、応募株券の全部の買

付け等を行います。応募株券の総数が買付予定総数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないも

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。 

（注２） 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（後記「７ 応募及び契約の解除の方法 (1）応募の方法」において記載されるものをいいます。）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。）により保管されている場合は、株券を提出する必要はありま

せん。）。 

 



 

 

 

 

(7) 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 
12,336個 （買付け等前における当該議決権の数に係る株券等所有割合 32.33％） 

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 
27個 （買付け等前における当該議決権の数に係る株券等所有割合 0.07％） 

買付予定の株券等に係る議決権の数 7,124個 （買付け等後における株券等所有割合 18.67％） 

対象者の総株主の議決権の数 36,273個 － 

 

（注１） 「買付予定の株券等に係る議決権の数 (a)」は、本公開買付けにおける買付予定総数（7,124,123株）に係る議決権の数です。

（注２） 「届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 (g)」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権

の数の合計です。 

（注３） 「対象者の総株主等の議決権の数（j）」は、国際航業株式会社の第74期有価証券報告書（平成19年６月28日提出）に記載さ

れた平成19年３月31日現在の国際航業株式会社の総株主等の議決権の数です（なお、証券保管振替機構名義及び国際航業株式

会社名義のまま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数６個は含まれておりません。また、国際航業株式会社の自己

株式は、平成19年10月１日付の株式移転（国際航業株式会社の普通株式１株に対して、対象者普通株式１株を割当交付）によ

って対象者普通株式となりましたが、かかる対象者普通株式は国際航業株式会社が所有する限り議決権が認められないため（会

社法第308条第１項、会社法施行規則第67条）、当該総株主等の議決権の数には変更を加えておりません。）。但し、「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、本公開買付けにおいては、国際航業株式会社の所有する対象者普通株式についてもその対象としているため、上記

有価証券報告書に記載された国際航業株式会社の自己株式 1,656,000 株(単元未満株式 488 株を除きます。）に係る議決権の数

1,656 個（国際航業株式会社名義のまま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数１個は含まれておりません。）を加

え、さらに、本公開買付けにおいては、単元未満株式についてもその対象としているため、上記有価証券報告書に記載された単

元未満株式222,103株に係る議決権の数222個を加えて、対象者の総株主等の議決権の数を38,151個として計算しています。

（注４） 「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」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

(8) 公開買付開始公告日 

平成19年12月26日（水曜日） 

 

(9) 公開買付代理人 

       日本アジア証券株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目７番９号 

 

3． 対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

対象者は、平成19年12月25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。 

 

以 上 




