
- - 1 -

 

平成20年５月２日 

 

各   位 

 

会 社 名：日本土建株式会社              

（コード：1998  JASDAQ）        

代表者名：代表取締役社長  田村 欣也 

問合せ先：専務取締役  安部 學 

（ＴＥＬ：０５９－２２９－５６４３） 

 

 

 

大倉物産株式会社による当社株式に対する 

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20年５月２日開催の取締役会において、大倉物産株式会社（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。）について下記のとおり賛同

の意見を表明することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本決議は、本公開買付けが成立した場合には、その後、公開買付者、田村憲司、当社の代表取締役

社長である田村欣也、当社の取締役である田村賴一、田村憲司の息子である田村憲久氏、田村憲司の甥であ

る田村篤司氏及び日の出産業有限会社（以下田村憲司、田村欣也、田村賴一、田村憲久氏、田村篤司氏及び

日の出産業有限会社を総称して「創業者一族等」といいます。）が当社の発行済株式総数（自己株式を除

く）の全てを所有する手続きを実施することを企図していること、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 大倉物産株式会社 

（２） 事 業 内 容 
公開買付者は、有価証券の保有・運用及び管理、建物総合管理業務等を主

たる事業内容としております。 

（３） 設 立 年 月 日 平成20年2月14日 

（４） 本 店 所 在 地 三重県津市大倉19番１号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役 田村 憲司 

（６） 資 本 金 1,000,000円 

（７） 大株主及び持株比率 田村 憲司  100％ 

資 本 関 係 該当事項はありません。 （８） 
買 付 者 と 当 社 の 

関 係 等 

人 的 関 係

当社の取締役会長である田村憲司は、公開買付者の代

表取締役を兼任しており、当社代表取締役である田村

欣也は田村憲司の長男であります。 
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取 引 関 係 該当事項はありません。 
  

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません。 

 

 

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 20 年５月２日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同する旨の決議をい

たしました。従って、当社は、本公開買付けが実施された場合には、当社の株主の皆様に対し、本公開

買付けに応募することを推奨いたします。 

なお、当社の取締役会長である田村憲司は、公開買付者の代表取締役兼株主であることから、特別利

害関係人として上記決議には参加しておりません。また、当社の代表取締役社長である田村欣也及び取

締役である田村賴一は、公開買付者との間で、本公開買付け後も当社株式を所有し続けるとともに、当

社株式の議決権その他の権利について公開買付者と共同して行使することをそれぞれ合意していること

から、特別利害関係人に準じて上記決議には参加しておりません。また、上記決議の行われた当社取締

役会には、田村憲司、田村欣也及び田村賴一を除く当社取締役及び監査役の全員が出席し、決議に参加

した当社の取締役の全員一致で決議されております。さらに、当社のいずれの監査役も、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を表しております。 

 

（２） 本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程 

当社は、昭和 18 年８月に発令された政府の企業整備令により、三重県民局における建設業界に対す

る企業統合の通達に従い、昭和19年４月に県下16社が企業合同し、興亜工業株式会社（現・日本土建

株式会社）として発足しました。以来、三重県内を中心に新たな創造を通じた理想的な社会づくりとい

う建設業界に課せられた責務を着実に進め合理化を進めてまいりました。また昭和 36 年４月の熊野営

業所を皮切りに昭和 37 年３月に名古屋営業所、昭和 45 年３月に松阪営業所、昭和 51 年８月に四日市

営業所、昭和51年10月に久居営業所、平成６年には２月に鈴鹿営業所、３月に岐阜営業所、４月に名

張営業所を開設し、営業エリアを拡大していきました。さらに当社は、平成２年 10 月に津ケーブル

ネットワーク株式会社（現・株式会社ＺＴＶ）を設立以来、放送通信事業に参入し、建設事業で培われ

た技術力や信頼性を活用し、地域に密着したきめ細かい加入促進活動を展開することにより、業容の拡

大に取り組んでまいりました。その結果、県内有数の総合建設業者に成長し、平成６年６月期に単体売

上高 36,110 百万円、連結売上高 40,598 百万円を計上し、平成６年７月に当社株式の店頭登録（平成

16 年 12 月に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。）に当

社株券を上場）を果たしました。 

当社は、今日までＣＳＲ（企業の社会的責任）にも注力し、平成 10 年６月に国際規格である品質マ

ネジメントシステム ISO9001 の認証を受け、さらに平成 15 年１月には環境マネジメントシステム

ISO14001 の認証を受けております。平成 17 年７月より環境マネジメントシステムを品質マネジメント

システムと統合することで、建設活動を通してより一層地球環境に配慮した取り組みを推進すると同時

に、建物の高度化・多様化に対応するとともに、時代の要求・ニーズ・変化を的確に捉え、お客様に対

して 高の満足を与えられるよう努めてまいりました。 

 

昨今の建設業界におきましては、民間非住宅建設は堅調に推移しているものの、政府建設投資（名目

値）は平成７年度の約 35.2 兆円をピークに年々減少傾向にあり、平成 18 年度においては約 18.4 兆円

とピーク時の半分の水準にまで減少しております。また、上記のとおり好調だった民間住宅建設におい

ても、近時、建築基準法の改正に伴う着工数が大幅に減少する等、建設会社にとって厳しい状況に拍車

がかかっており、収益面においても抜本的な改革が必要な状況にあります。このような環境の中、当社
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としましては、顧客満足度の向上を図るとともに、利益の安定確保を実現するためには、政府建設投資

部門の建設公共投資の減少分を民間建設部門によって補うことが必須であると判断し、民間建設部門の

受注比率を徐々に増加するように営業活動を行ってまいりました。しかしながら、近年の民間非住宅建

設部門における低価格による激しい受注競争の常態化等の要因により、平成 19 年６月期の単体売上高

は13,863百万円、平成19年12月中間期の単体売上高は5,531百万円となり、平成19年６月期におけ

る事業別の連結営業利益においては、建設事業が241百万円、開発事業が198百万円、放送通信事業が

1,334 百万円となる等、放送通信事業が着実な成長を遂げる一方、建設事業及び開発事業においては明

確な効果を得るには至っておりません。 

 

このような建設業界を取り巻く厳しい経営環境のもとにおいて、当社は、中長期的に当社の企業価値

を向上させるための方策を検討してまいりました。その結果、低価格での受注競争とは一線を画し、売

上重視から収益性重視の受注体制へと収益構造を改革し、持続的な企業価値の向上を可能ならしめるべ

く、全社を挙げて民間建設部門の受注拡大を 重点課題とした営業活動を推進し、併せて現場管理コス

トの削減に取り組むことが 重要な方策であるとの結論に至りました。そこで、当社及び子会社 12 社

並びに関連会社４社によって構成されております当社グループ（以下「当社グループ」といいます。）

の中核事業である建設事業において、前述のような現状を改善し、民間建設部門の受注拡大や収益性を

向上させるためには、現行グループ各社の事業分担の見直しをはじめとする再編を実行することが必要

であり、建設事業においてはコスト削減を中心としたスリム化による収益性の向上、放送通信事業にお

いては新規顧客の獲得等による安定成長を達成するため、各事業の経営資源を再配分する等、機動的か

つ効率的なグループ経営を可能とすることが必要不可欠であるとの結論に至りました。 

しかしながら、これら当社グループ内における再編を実行するにあたっては、一貫した経営理念に基

づく断固とした改革がもとめられ、当該改革の過程においては、一時的にせよ事業構造の変革に伴う売

上規模の縮小や業績の悪化、再編に伴う経営の不確実性の増加等が見込まれ、それらに起因する株価の

下落が予想される等、改革実行に伴う痛みが極めて大きなものとなる危険性があります。そして、これ

らの危険性は、近年益々短期的な収益の拡大志向を強めている資本市場から十分な評価を得られない可

能性があります。その結果、当社株主の皆様に対しても短期的にはマイナスの影響を及ぼす可能性も否

定できないと考えております。したがって、かかる抜本的な改革を、機動的かつ迅速に実現するために

は、短期的な業績に左右されることなく、株主、経営陣及び従業員が一体となってこれに取り組む必要

があります。 

 

また、当社は平成６年の株式店頭登録以降、エクイティ・ファイナンスの活用、顧客及び取引先の皆

様に対する知名度・信用力の向上など、企業価値向上に資する様々なメリットを享受することができま

したが、近年、資本市場に対する規制が急速に強化されていることに伴い、上場を維持するために必要

なコスト（株主総会の運営や株主名簿管理人への事務委託にかかる費用、金融商品取引法上の有価証券

報告書等の継続開示にかかる費用、監査費用等）が増大しており、かかるコストは今後も更に増大する

ことが予想されることから、上場を維持することが当社の経営改革推進の足かせになる可能性があると

考えています。 

 

上記のような当社の現状に鑑み、公開買付者は、上場を維持したままで持続的な企業価値向上を達成

することは困難であり、収益構造の改革、コスト削減及び当社グループ内における再編等を含めた抜本

的な改革に伴うリスクを当社の一般株主の皆様に負って頂くことを回避するとともに、今まで以上に迅

速かつ機動的に改革を推進することが可能な経営体制へ転換するためには、当社を中長期的に支援する

ことができる中核安定株主と当社経営陣とが一体となって取り組む体制の構築が必須と判断いたしまし

た。かかる観点から、公開買付者は、非上場化が当社の中長期的な企業価値向上にとって有効な手段で

あると考えるに至ったことから、本公開買付けの実施を決定し、当社は平成 20 年５月２日開催の取締

役会において、決議に参加した取締役の全員一致で本公開買付けに賛同の意を表明することを決議いた

しました。 
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なお、当社は、上記取締役会において、本公開買付けに応募しなかった株主の皆様のみに配当を行っ

た場合には、本公開買付けに応募した株主の皆様に不利益が生じることから、本公開買付けが成立する

ことを条件に平成20年６月30日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対する

剰余金の配当を行わないことを決議しております。 

 

（３） 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等 

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（以下「本公開買付価格」といいます。）

を決定するに当たり、第三者である算定人として株式会社大和総研（以下「買付者算定機関」といいま

す。）に対し、本公開買付価格の決定の参考資料として当社株式の価値の評価を依頼し、買付者算定機

関が提出した株式価値算定書を参考にし、 終的に当社との協議を経て本公開買付価格を800円に決定

しました。なお、本公開買付価格は、公開買付者が本公開買付けを実施することを決定した日（平成

20 年５月２日）の前営業日である平成 20 年５月１日の当社株式のジャスダック証券取引所における

終気配値492円（平成20年４月30日の終値と同値）、平成20年５月１日までの当社株式のジャスダッ

ク証券取引所における終値の１ヶ月単純平均（491 円、小数点以下四捨五入。以下本（３）において同

じ）、同３ヶ月単純平均（466 円）及び同６ヶ月単純平均（475 円）に対してそれぞれ、62.60％（小数

点第三位を四捨五入。以下本（３）において同じ）、62.93％、71.67％及び 68.42％のプレミアムを加

えた金額となります。また、本公開買付価格は、平成 20 年５月１日までの過去１年間のジャスダック

証券取引所における当社株式の売買価格の 高値である568円を上回っております。 

一方、当社取締役会は、当社及び公開買付者から独立した第三者機関であるアビームＭ＆Ａコンサル

ティング株式会社（以下「当社算定機関」といいます。）により作成された当社株式の株式価値に関す

る「株式価値評価報告書」を参考資料として取得し、また、当社の顧問法律事務所である倉田嚴圓法律

事務所から助言を取得するなど、当社取締役会が公正かつ合理的な判断を行うために必要な情報収集に

努めてまいりました。 

なお、当社算定機関は当社の株式価値を評価するあたり、本件における評価手法を検討した結果、市

場株価法及びＤＣＦ法を用いて当社の株式価値評価を行いました。株式価値評価報告書によると、市場

株価法においては、平成 20 年 4 月 30 日を評価基準日として、1 ヶ月出来高加重平均、3 ヶ月出来高加

重平均、6ヶ月出来高加重平均、12ヶ月出来高加重平均によって株式価値を評価し、ＤＣＦ法において

は、建設事業、開発事業及び放送通信事業の各事業が将来において稼得すると想定されるフリー・

キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に還元評価し、当社が保有する非事業用資産を積み上げる

ことによって株式価値を評価しております。当該評価報告書によると、当社の株式１株あたりの株式価

値は、市場株価法においては466円から502円、ＤＣＦ法においては679円から854円のレンジで評価

されております。 

当社取締役会は、株式価値評価報告書において、ＤＣＦ法による事業価値の評価においては放送通信

事業の事業価値が 大限に評価されていると判断したうえで、当該評価内容の他、上記の情報収集によ

り取得した情報を参考として、当社の企業価値向上の観点から本公開買付けにつき慎重に協議を行った

結果、本公開買付価格及び公開買付けの諸手続きを含む諸条件は妥当であると判断し、平成 20 年５月

２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をしております。なお、

当社の取締役会長である田村憲司は、公開買付者の代表取締役兼株主であることから、特別利害関係人

として上記決議には参加しておりません。また、当社の代表取締役社長である田村欣也及び取締役であ

る田村賴一は、公開買付者との間で、本公開買付け後も当社株式を所有し続けるとともに、当社株式の

議決権その他の権利について公開買付者と共同して行使することをそれぞれ合意していることから、特

別利害関係人に準じて上記決議には参加しておりません。また、上記決議が行われた当社取締役会には、

田村憲司、田村欣也及び田村賴一を除く当社取締役及び監査役の全員が出席し、決議に参加した当社の

取締役の全員一致で決議されております。さらに、当社の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を表しております。 

また、公開買付者は、法令に定められた公開買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）

の 短期間が20営業日であるところ、本公開買付けに関する公開買付期間を30営業日と設定しており

ます。公開買付期間を比較的長期間にすることにより、当社の株主の皆様に対して本公開買付けに対す
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る応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、

もって、買付価格の適正性の担保とすることを企図しております。 

さらに、公開買付者は、本公開買付けについて、当社の発行済株式総数（自己株式を除く）の全てか

ら創業者一族等の所有株式数（合計 3,320,343 株）を除いた株式数（4,909,317 株）のうち、その過半

数に相当する株式数（2,454,700 株）以上の応募があることを成立の条件としています。このように、

創業者一族等以外の多数の株主の賛同が得られない場合には本公開買付けによる当社株式の取得を行わ

ないこととし、当社の株主の意思を重視しています。 

 

（４） 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） 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は創業者一族等所有分と合わせて当社の発行済株式総数の

68.68％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、公開買付者が創業者一族等所

有分と合わせて当社の発行済株式総数（自己株式を除く）の全てを取得できなかった場合には、公開買

付者は、本公開買付け終了後、以下の方法により公開買付者及び創業者一族等を除く当社の株主に対し

て当社株式売却の機会を提供しつつ、公開買付者及び創業者一族等が合わせて当社の発行済株式総数

（自己株式を除く）の全てを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、公開買付者は、①当社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上記①による変更後の当社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。）を付すこと、及び③当社の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付

することのそれぞれを付議議案に含む臨時株主総会及び上記②を付議議案に含む普通株主による種類株

主総会の開催を当社に要請する意向を有しており、当該臨時株主総会および普通株主による種類株主総

会の開催にあたり、上記①ないし③を臨時株主総会に付議し、上記②を普通株主による種類株主総会に

付議することを検討・要請しております。当社はかかる要請に応じて、上記臨時株主総会及び普通株主

による種類株主総会を開催することの検討を開始しております。 

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には、創業者一族等による所有分と合わせて当社の発行

済株式総数の 68.68％以上の当社株式を所有することになる予定であり、上記の臨時株主総会および普

通株主による種類株主総会が開催された場合には、公開買付者及び創業者一族等は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、当社の発行する全ての普通株式については全部取得

条項が付された上で、当社が所有する自己株式を除く全てが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種類の当社株式が交付されることになりますが、かかる取得の対価と

して交付されることとなる別個の種類の当社株式が１株未満の端数となる株主に対しては、会社法第

234 条その他の関係法令の定めに従い、当該端数の合計数（１株に満たない端数は切り捨てられます。

以下、同じ）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

計数の売却金額（及びこの結果株主に交付されることになる金銭の額）については、本公開買付価格を

基準として算定する予定ですが、その算定の時点が異なることから、本公開買付価格と異なることがあ

り得ます。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

及び数は未定ですが、公開買付者は当社に対して、公開買付者及び創業者一族等が合わせて当社の発行

済株式総数（自己株式を除く）の全てを所有することになるよう、公開買付者及び創業者一族等以外の

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要請する予定

です。 

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の当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更に際しては、会社法第116条及び第117条そ

の他の関連法令の定めに従って、反対株主がその有する株式の買取請求を行うことが出来る旨が定めら

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条その他の関連法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定

の申し立てを行うことができる旨が定められております。なお、これらの方法による１株当たりの買取

価格及び取得価格は、 終的には裁判所が判断することになるため、上記(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、本公開買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請



- - 6 -

求又は申し立てを行うに際しての必要な手続き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になります。なお、上記①ないし③の手続きについては、関係法令についての当局

の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者及び創業者一族等の株式所有状況並びに公開買付者及び

創業者一族等以外の当社株主による当社株式の所有状況等によって、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。ただし、その場合でも、公開買付者及び創業者一族等が合わせて当社

の発行済株式総数（自己株式を除く）の全てを所有することとなるよう、公開買付者及び創業者一族等

以外の当社の株主に対しては、 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価格と異なることがあり得ます。 

なお、当社取締役会は本公開買付けに賛同する立場から、公開買付期間が延長されない限り、当社に

おける事務対応の軽減及び当社株主の混乱回避を目的として、上記臨時株主総会及び普通株主による種

類株主総会の基準日の設定公告を公開買付期間中に行い、当該基準日を（当社の定時株主総会の基準日

と同一の日である）平成20年６月30日とすることを検討しております。上記臨時株主総会及び普通株

主による種類株主総会に関する詳細については、その決定次第速やかに開示いたします。 

公開買付者は、公開買付者及び創業者一族等が合わせて当社の発行済株式総数（自己株式を除く）の

全てを所有した後、当社を吸収合併存続会社とし公開買付者を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下

「本合併」といいます。）を行うことを企図しています。本合併を実施することが決定された場合、本

合併の内容については、関係法令に従い公告等の方法によりお知らせいたします。 

また、公開買付者は、公開買付者及び創業者一族等が合わせて当社の発行済株式総数（自己株式を除

く）の全てを所有した後において、建設事業、開発事業及び放送通信事業における各事業の安定性、収

益性、成長性等に適合した経営資源の再配分を行うため、本合併の後、グループ内再編に関する可能性

についても検討する予定です。ただし、本合併以外の当社のグループ内再編の内容は、現時点では未定

です。 

 

なお、本公開買付けは上記臨時株主総会及び普通株主による種類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ありません。また、上記の各手続きにおける税務上の取扱については、株主の皆様

が各位において自らの責任にて税務専門家にご確認下さい。 

 

（５） 上場廃止となる見込み 

本公開買付けにおいて買付け等を行う株券数に上限は設定されておりません。このため、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、上記「（４）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）」に記載の手続きに従い、公開買付者及び創業者一族等が合わせて当社の発行済株式総数（自己

株式を除く）の全てを所有することを企図しておりますので、その場合には当社の株券は上場廃止とな

ります。なお、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。 

 

（６） 公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

公開買付者は、創業者一族等との間でそれぞれその所有する全ての当社株式（計 3,320,343 株、当

社の発行済株式総数に対する所有株式数の割合（以下「所有割合」といいます。）：39.49％）について

原則として本公開買付けに応募しない旨の合意をしております。創業者一族等のそれぞれが所有し、公

開買付者との間で原則として本公開買付けに応募しない旨の合意をしている当社株式数及びそれらの所

有割合は、田村憲司の所有株式数 521,408 株（所有割合：6.20％）、田村欣也の所有株式数 700,046 株

（所有割合：8.32％）田村賴一の所有株式数 214,447 株（所有割合：2.55％）、田村憲久氏の所有株式

数405,242株（所有割合:4.82％）及び田村篤司氏の所有株式数211,200株（所有割合:2.51％）並びに

日の出産業有限会社の所有株式数1,268,000株（所有割合:15.08％）となります。 

また、公開買付者と創業者一族等は、本件公開買付けが成立することを条件として、当社株式の議決

権その他の権利について共同して行使することを合意しております。 
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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。 

 

以 上 

 

添付資料：「日本土建株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

 （大倉物産株式会社による当社株式の買付け等の概要） 
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※添付資料 

 

平成20年５月２日 

 

各   位 

 

会 社 名：大倉物産株式会社  

代表者名：代表取締役  田村憲司 

 

 

 

 

日本土建株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

 

大倉物産株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、日本土建株式会社（JASDAQ コード番号：

1998 以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正

を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）によって取

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． 買付け等の目的 

 

（１） 公開買付け等の概要 

公開買付者は、公開買付者の代表取締役であり、かつ、対象者の取締役会長である田村憲司が本日現

在において発行済株式総数の全てを所有する株式会社であり、対象者の有価証券を取得及び所有するこ

とを目的としている会社です。 

今般、公開買付者は、田村憲司（所有株式数521,408株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合

（以下「所有割合」といいます。なお、パーセントの記載に際し小数点以下第三位を四捨五入しており

ます。）:6.20％）、対象者の代表取締役社長である田村欣也氏（所有株式数 700,046 株、所有割

合:8.32％）、対象者の取締役である田村賴一氏（所有株式数214,447株、所有割合:2.55％）、田村憲司

の息子である田村憲久氏（所有株式数 405,242 株、所有割合:4.82％）及び田村憲司の甥である田村篤

司氏（所有株式数 211,200 株、所有割合:2.51％）並びに日の出産業有限会社（注１）（所有株式数

1,268,000 株、所有割合:15.08％。以下、田村憲司、田村欣也氏、田村賴一氏、田村憲久氏、田村篤司

氏及び日の出産業有限会社を総称して「創業者一族等」といいます。創業者一族等の所有株式数は合計

3,320,343株、所有割合は39.49％となります。）が所有する対象者株式並びに自己株式を除く、対象者

の発行済株式（以下「本件対象株式」といいます。）を取得する目的で、公開買付け（以下「本公開買

付け」といいます。）を実施することを決定いたしました。 

なお、公開買付者は、創業者一族等との間で、本公開買付けに応募しない旨の合意をしており、さら

に、本公開買付けの成立を条件として、対象者株式の議決権その他の権利について共同して行使するこ

とを合意しております。 

本公開買付けは、対象者の経営陣によるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注２）の手法により

行われるものであり、公開買付者は対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者の株式を取得するこ

とを企図したものです。対象者経営陣は、本公開買付け終了後も継続して対象者の経営にあたる予定で

す。 

（注１）日の出産業有限会社は、田村憲司、田村欣也氏及び田村憲久氏がその発行済株式総数の全て
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を所有する会社で、損害保険代理業及び不動産賃貸業等を営んでおります。 

（注２）マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般的に、買収対象企業の経営陣が、対象企

業を買収する取引を指します。 

 

（２） 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

対象者は、昭和 18 年８月に発令された政府の企業整備令により、三重県民局における建設業界に対

する企業統合の通達に従い、昭和19年４月に県下16社が企業合同し、興亜工業株式会社（現・日本土

建株式会社）として発足しました。以来、三重県内を中心に新たな創造を通じた理想的な社会づくりと

いう建設業界に課せられた責務を着実に進め合理化を進めてまいりました。また昭和 36 年４月の熊野

営業所を皮切りに昭和 37 年３月に名古屋営業所、昭和 45 年３月に松阪営業所、昭和 51 年８月に四日

市営業所、昭和51年10月に久居営業所、平成６年には２月に鈴鹿営業所、３月に岐阜営業所、４月に

名張営業所を開設し、営業エリアを拡大していきました。さらに対象者は、平成２年 10 月に津ケーブ

ルネットワーク株式会社（現・株式会社ＺＴＶ）を設立以来、放送通信事業に参入し、建設事業で培わ

れた技術力や信頼性を活用し、地域に密着したきめ細かい加入促進活動を展開することにより、業容の

拡大に取り組んでまいりました。その結果、県内有数の総合建設業者に成長し、平成６年６月期に単体

売上高36,110百万円、連結売上高40,598百万円を計上し、平成６年７月に対象者株式の店頭登録（平

成 16 年 12 月に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

対象者株券を上場）を果たしました。 

対象者は、今日までＣＳＲ（企業の社会的責任）にも注力し、平成 10 年６月に国際規格である品質

マネジメントシステム ISO9001 の認証を受け、さらに平成 15 年１月には環境マネジメントシステム

ISO14001 の認証を受けております。平成 17 年７月より環境マネジメントシステムを品質マネジメント

システムと統合することで、建設活動を通してより一層地球環境に配慮した取り組みを推進すると同時

に、建物の高度化・多様化に対応するとともに、時代の要求・ニーズ・変化を的確に捉え、お客様に対

して 高の満足を与えられるよう努めてまいりました。 

 

昨今の建設業界におきましては、民間非住宅建設は堅調に推移しているものの、政府建設投資（名目

値）は平成７年度の約 35.2 兆円をピークに年々減少傾向にあり、平成 18 年度においては約 18.4 兆円

とピーク時の半分の水準にまで減少しております。また、上記のとおり好調だった民間住宅建設におい

ても、近時、建築基準法の改正に伴う着工数が大幅に減少する等、建設会社にとって厳しい状況に拍車

がかかっており、収益面においても抜本的な改革が必要な状況にあります。このような環境の中、対象

者としましては、顧客満足度の向上を図るとともに、利益の安定確保を実現するためには、政府建設投

資部門の建設公共投資の減少分を民間建設部門によって補うことが必須であると判断し、民間建設部門

の受注比率を徐々に増加するように営業活動を行ってまいりました。しかしながら、近年の民間非住宅

建設部門における低価格による激しい受注競争の常態化等の要因により、平成 19 年６月期の単体売上

高は13,863百万円、平成19年12月中間期の単体売上高は5,531百万円となり、平成19年６月期にお

ける事業別の連結営業利益においては、建設事業が241百万円、開発事業が198百万円、放送通信事業

が1,334百万円となる等、放送通信事業が着実な成長を遂げる一方、建設事業及び開発事業においては

明確な効果を得るには至っておりません。 

 

このような建設業界を取り巻く厳しい経営環境のもとにおいて、対象者は、中長期的に対象者の企業

価値を向上させるための方策を検討してまいりました。その結果、低価格での受注競争とは一線を画し、

売上重視から収益性重視の受注体制へと収益構造を改革し、持続的な企業価値の向上を可能ならしめる

べく、全社を挙げて民間建設部門の受注拡大を 重点課題とした営業活動を推進し、併せて現場管理コ

ストの削減に取り組むことが 重要な方策であるとの結論に至りました。そこで、対象者及び子会社

12 社並びに関連会社４社によって構成されております対象者グループ（以下「対象者グループ」とい

います。）の中核事業である建設事業において、前述のような現状を改善し、民間建設部門の受注拡大

や収益性を向上させるためには、現行グループ各社の事業分担の見直しをはじめとする再編を実行する

ことが必要であり、建設事業においてはコスト削減を中心としたスリム化による収益性の向上、放送通
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信事業においては新規顧客の獲得等による安定成長を達成するため、各事業の経営資源を再配分する等、

機動的かつ効率的なグループ経営を可能とすることが必要不可欠であるとの結論に至りました。 

しかしながら、これら対象者グループ内における再編を実行するにあたっては、一貫した経営理念に

基づく断固とした改革がもとめられ、当該改革の過程においては、一時的にせよ事業構造の変革に伴う

売上規模の縮小や業績の悪化、再編に伴う経営の不確実性の増加等が見込まれ、それらに起因する株価

の下落が予想される等、改革実行に伴う痛みが極めて大きなものとなる危険性があります。そして、こ

れらの危険性は、近年益々短期的な収益の拡大志向を強めている資本市場から十分な評価を得られない

可能性があります。その結果、対象者株主の皆様に対しても短期的にはマイナスの影響を及ぼす可能性

も否定できないと考えております。したがって、かかる抜本的な改革を、機動的かつ迅速に実現するた

めには、短期的な業績に左右されることなく、株主、経営陣及び従業員が一体となってこれに取り組む

必要があります。 

 

また、対象者は平成６年の株式店頭登録以降、エクイティ・ファイナンスの活用、顧客及び取引先の

皆様に対する知名度・信用力の向上など、企業価値向上に資する様々なメリットを享受することができ

ましたが、近年、資本市場に対する規制が急速に強化されていることに伴い、上場を維持するために必

要なコスト（株主総会の運営や株主名簿管理人への事務委託にかかる費用、金融商品取引法上の有価証

券報告書等の継続開示にかかる費用、監査費用等）が増大しており、かかるコストは今後も更に増大す

ることが予想されることから、上場を維持することが対象者の経営改革推進の足かせになる可能性があ

ると考えています。 

 

上記のような対象者の現状に鑑み、公開買付者は、上場を維持したままで持続的な企業価値向上を達

成することは困難であり、収益構造の改革、コスト削減及び対象者グループ内における再編等を含めた

抜本的な改革に伴うリスクを対象者の一般株主の皆様に負って頂くことを回避するとともに、今まで以

上に迅速かつ機動的に改革を推進することが可能な経営体制へ転換するためには、対象者を中長期的に

支援することができる中核安定株主と対象者経営陣とが一体となって取り組む体制の構築が必須と判断

いたしました。かかる観点から、公開買付者は、非上場化が対象者の中長期的な企業価値向上にとって

有効な手段であると考えるに至ったことから、本公開買付けの実施を決定いたしました。 

 

なお、対象者は、平成 20 年５月２日開催の取締役会において、決議に参加した取締役の全員一致で

本公開買付けに賛同の意を表明することを決議しております。 

また、対象者は、平成 20 年５月２日の取締役会において、本公開買付けに応募しなかった株主の皆

様のみに配当を行った場合には、本公開買付けに応募した株主の皆様に不利益が生じることから、本公

開買付けが成立することを条件に平成20年６月30日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は

登録質権者に対する剰余金の配当を行わないことを決議しております。 

 

（３） 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等 

公開買付者は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格（以下「本公開買付価格」といいま

す。）を決定するに当たり、第三者である算定人として株式会社大和総研（以下「買付者算定機関」と

いいます。）に対し、本公開買付価格の決定の参考資料として対象者株式の価値の評価を依頼し、買付

者算定機関が提出した株式価値算定書を参考にし、 終的に対象者との協議を経て本公開買付価格を

800 円に決定しました。なお、本公開買付価格は、公開買付者が本公開買付けを実施することを決定し

た日（平成20年５月２日）の前営業日である平成20年５月１日の対象者株式のジャスダック証券取引

所における 終気配値492円（平成20年４月30日の終値と同値）、平成20年５月１日までの対象者株

式のジャスダック証券取引所における終値の１ヶ月単純平均（491 円、小数点以下四捨五入。以下本

（３）において同じ）、同３ヶ月単純平均（466円）及び同６ヶ月単純平均（475円）に対してそれぞれ、

62.60％（小数点第三位を四捨五入。以下本（３）において同じ）、62.93％、71.67％及び 68.42％のプ

レミアムを加えた金額となります。また、本公開買付価格は、平成 20 年５月１日までの過去１年間の

ジャスダック証券取引所における対象者株式の売買価格の 高値である568円を上回っております。 
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一方、対象者取締役会は、対象者及び公開買付者から独立した第三者機関であるアビームＭ＆Ａコン

サルティング株式会社（以下「対象者算定機関」といいます。）により作成された対象者株式の株式価

値に関する「株式価値評価報告書」を参考資料として取得し、また、対象者の顧問法律事務所である倉

田嚴圓法律事務所から助言を取得するなど、対象者取締役会が公正かつ合理的な判断を行うために必要

な情報収集に努めてまいりました。 

 

なお、対象者算定機関は対象者の株式価値を評価するにあたり、本件における評価手法を検討した結

果、市場株価法及びＤＣＦ法を用いて対象者の株式価値評価を行いました。当該株式価値評価報告書に

よると、市場株価法においては、平成 20 年 4 月 30 日を評価基準日として、1 ヶ月出来高加重平均、

3 ヶ月出来高加重平均、6 ヶ月出来高加重平均、12 ヶ月出来高加重平均によって株式価値を評価し、Ｄ

ＣＦ法においては、建設事業、開発事業及び放送通信事業の各事業が将来において稼得すると想定され

るフリー・キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に還元評価し、対象者が保有する非事業用資産

を積み上げることによって株式価値を評価しております。当該評価報告書によると、対象者の株式１株

あたりの株式価値は、市場株価法では466円から502円、ＤＣＦ法では679円から854円のレンジで評

価されております。 

対象者取締役会は、株式価値評価報告書において、ＤＣＦ法による事業価値の評価においては放送通

信事業の価値が 大限に評価されたと判断したうえで、当該評価内容の他、上記の情報収集により取得

した情報を参考として、対象者の企業価値向上の観点から本公開買付けにつき慎重に協議を行った結果、

本公開買付価格及び公開買付けの諸手続きを含む諸条件は妥当であると判断し、平成 20 年５月２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しております。なお、対

象者の取締役会長である田村憲司は、公開買付者の代表取締役兼株主であることから、特別利害関係人

として上記決議には参加しておりません。また、対象者の代表取締役社長である田村欣也氏及び取締役

である田村賴一氏は、公開買付者との間で、本公開買付け後も対象者株式を所有し続けるとともに、対

象者株式の議決権その他の権利について公開買付者と共同して行使することをそれぞれ合意しているこ

とから、特別利害関係人に準じて上記決議には参加しておりません。また、上記決議が行われた対象者

取締役会には、田村憲司、田村欣也氏及び田村賴一氏を除く対象者取締役及び監査役の全員が出席し、

決議に参加した対象者の取締役の全員一致で決議されております。さらに、対象者のいずれの監査役も

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を表しております。 

また、公開買付者は、法令に定められた公開買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）

の 短期間が20営業日であるところ、本公開買付けに関する公開買付期間を30営業日と設定しており

ます。公開買付期間を比較的長期間にすることにより、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに対

する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対抗的な買付け等を行う機会を確保

し、もって、買付価格の適正性の担保とすることを企図しております。 

さらに、公開買付者は、本公開買付けについて、本件対象株式（4,909,317 株）のうち、その過半数

に相当する株式数（2,454,700 株）以上の応募があることを成立の条件としています。このように、創

業者一族等以外の多数の株主の賛同が得られない場合には本公開買付けによる対象者株式の取得を行わ

ないこととし、対象者の株主の意思を重視しています。 

 

（４） 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） 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は創業者一族等所有分と合わせて対象者の発行済株式総数

の 68.68％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、公開買付者が創業者一族等

所有分と合わせて対象者の発行済株式総数（自己株式を除く）の全てを取得できなかった場合には、公

開買付者は、本公開買付け終了後、以下の方法により公開買付者及び創業者一族等を除く対象者の株主

に対して対象者株式売却の機会を提供しつつ、公開買付者及び創業者一族等が合わせて対象者の発行済

株式総数（自己株式を除く）の全てを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、公開買付者は、①対象者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上記①による変更後の対象者定款の一部変更をして、
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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。）を付すこと、及び③対象者の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類の対象

者株式を交付することのそれぞれを付議議案に含む臨時株主総会及び上記②を付議議案に含む普通株主

による種類株主総会の開催を対象者に要請する意向を有しており、当該臨時株主総会および普通株主に

よる種類株主総会の開催にあたり、上記①ないし③を臨時株主総会に付議し、上記②を普通株主による

種類株主総会に付議することを検討・要請しております。対象者はかかる要請に応じて、上記臨時株主

総会及び普通株主による種類株主総会を開催することの検討を開始しております。 

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には、創業者一族等による所有分と合わせて対象者の発

行済株式総数の 68.68％以上の対象者株式を所有することになる予定であり、上記の臨時株主総会およ

び普通株主による種類株主総会が開催された場合には、公開買付者及び創業者一族等は上記各議案に賛

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については全

部取得条項が付された上で、対象者が所有する自己株式を除く全てが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種類の対象者株式が交付されることになりますが、かか

る取得の対価として交付されることとなる別個の種類の対象者株式が１株未満の端数となる株主に対し

ては、会社法第234条その他の関係法令の定めに従い、当該端数の合計数（１株に満たない端数は切り

捨てられます。以下、同じ）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金額（及びこの結果株主に交付されることになる金銭の額）については、本公

開買付価格を基準として算定する予定ですが、その算定の時点が異なることから、本公開買付価格と異

なることがあり得ます。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未定ですが、公開買付者は対象者に対して、公開買付者及び創業者一族等が

合わせて対象者の発行済株式総数（自己株式を除く）の全てを所有することになるよう、公開買付者及

び創業者一族等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株式の数が１株に満たない端

数となるよう要請する予定です。 

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の対象者普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更に際しては、会社法第116条及び第117条

その他の関連法令の定めに従って、反対株主がその有する株式の買取請求を行うことが出来る旨が定め

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条その他の関連法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決

定の申し立てを行うことができる旨が定められております。なお、これらの方法による１株当たりの買

取価格及び取得価格は、 終的には裁判所が判断することになるため、上記(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

請求又は申し立てを行うに際しての必要な手続き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になります。なお、上記①ないし③の手続きについては、関係法令についての当局

の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者及び創業者一族等の株式所有状況並びに公開買付者及び

創業者一族等以外の対象者株主による対象者株式の所有状況等によって、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。ただし、その場合でも、公開買付者及び創業者一族等が合わせて

対象者の発行済株式総数（自己株式を除く）の全てを所有することとなるよう、公開買付者及び創業者

一族等以外の対象者の株主に対しては、 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価格と異なることがあり得ます。 

なお、対象者取締役会は本公開買付けに賛同する立場から、公開買付期間が延長されない限り、対象

者における事務対応の軽減及び対象者株主の混乱回避を目的として、上記臨時株主総会及び普通株主に

よる種類株主総会の基準日の設定公告を公開買付期間中に行い、当該基準日を（対象者の定時株主総会

の基準日と同一の日である）平成20年６月30日とすることを検討しております。上記臨時株主総会及

び普通株主による種類株主総会に関する詳細については、その決定次第速やかに開示いたします。 

公開買付者は、公開買付者及び創業者一族等が合わせて対象者の発行済株式総数（自己株式を除く）

の全てを所有した後、対象者を吸収合併存続会社とし公開買付者を吸収合併消滅会社とする吸収合併

（以下「本合併」といいます。）を行うことを企図しています。本合併を実施することが決定された場
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合、本合併の内容については、関係法令に従い公告等の方法によりお知らせいたします。 

また、公開買付者は、公開買付者及び創業者一族等が合わせて対象者の発行済株式総数（自己株式を

除く）の全てを所有した後において、建設事業、開発事業及び放送通信事業における各事業の安定性、

収益性、成長性等に適合した経営資源の再配分を行うため、本合併の後、グループ内再編に関する可能

性についても検討する予定です。ただし、本合併以外の対象者のグループ内再編の内容は、現時点では

未定です。 

 

なお、本公開買付けは上記臨時株主総会及び普通株主による種類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ありません。また、上記の各手続きにおける税務上の取扱については、株主の皆

様が各位において自らの責任にて税務専門家にご確認下さい。 

 

（５） 上場廃止となる見込み 

本公開買付けにおいて買付け等を行う株券数に上限は設定されておりません。このため、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

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、上記「（４）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）」に記載の手続きに従い、公開買付者及び創業者一族等が合わせて対象者の発行済株式総数

（自己株式を除く）の全てを所有することを企図しておりますので、その場合には対象者の株券は上場

廃止となります。なお、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。 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 商号 日本土建株式会社 

② 事業内容 建設業 

③ 設立年月日 昭和19年４月26日 

④ 本店所在地 三重県津市大倉19番１号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田村欣也 

⑥ 資本金の額 1,663百万円 

⑦ 大株主及び持株比率（平成19年12月31日現在） 

 日の出産業有限会社 15.08%

 田村欣也 8.21%

 田村憲司 6.20%

 株式会社百五銀行 4.85%

 田村憲久 4.82%

 日本土建従業員持株会 3.63%

 株式会社第三銀行 3.03%

 東京海上日動火災保険株式会社 2.56%

 田村賴一 2.55%

 田村篤司 2.51%

⑧ 買付者と対象者の関係等 

 資本関係 ： 該当事項はありません。 

 人的関係 ：
公開買付者の代表取締役である田村憲司は、対象者の取締

役会長を兼任しており、対象者の代表取締役である田村欣
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也は田村憲司の長男であります。 

 取引関係 ： 該当事項はありません。 

 関連当事者への該当状況 ： 該当事項はありません。 

 

 

（２）買付け等の期間 

①届出当初の買付け等の期間 

平成20年５月７日（水曜日）から平成20年６月17日（火曜日）まで（30営業日） 

②対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格    １株につき800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、本公開買付けにおける普通株式の買付価格（本公開買付価格）を決定するに当た

り、第三者算定人である大和総研株式会社（以下「買付者算定機関」といいます）から対象者の株式

価値算定書の提出を受けました。買付者算定機関は、採用すべき算定手法を検討の上、市場株価方式、

ＤＣＦ方式及び類似会社比較方式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、市場株価方式では464円から488円、ＤＣＦ方式では736円から845円、類似会

社比較方式では662円から914円のレンジが対象者の株式価値の算定結果として示されております。 

 

また、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検討しました。

その結果、平成20年５月１日までの過去１ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の出

来高加重平均株価（以下「ＶＷＡＰ」といいます。）の平均値は503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ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価

格のＶＷＡＰの平均値は466円という結果をえました。 

 

公開買付者は、上記の評価結果を参考にしつつ、株式価値算定書の株価レンジを勘案して、１株

あたりの株式価値の範囲を当該評価結果の下限値464円から上限値914円の範囲内で検討を進めまし

た。その結果、本公開買付けが上場廃止を企図し既存株主への影響が大きいことや、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た上で、対象者との協議・

交渉も踏まえた上で、 終的に本公開買付価格を800円と決定いたしました。 

 

なお、本公開買付価格は、公開買付者が本公開買付けを実施することを決定した日（平成20年５

月２日）の前営業日である平成20年５月１日の対象者株式のジャスダック証券取引所における 終

気配値492円（平成20年４月30日の終値と同値）、平成20年５月１日までの対象者株式の対象者株

式のジャスダック証券取引所における終値の１ヶ月単純平均（491円）、同３ヶ月単純平均（466円）

及び６ヶ月単純平均（475円）に対して、それぞれ62.60％（小数点以下第三位を四捨五入。以下算

定の基礎及び算定の経緯において同じ）、62.93％、71.67％及び68.42％のプレミアムを加えた金額

となります。また、本公開買付価格は、平成20年５月１日までの過去１年間における対象者株式の

売買価格の 高値である568円を上回っております。 

 

②算定の経緯 

１）第三者算定人からの株式価値算定書の取得について 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するに当たり、参考情報とすべく、対象者の株式価値に

関する株式価値算定書を平成20年４月28日付で買付者算定機関より入手しております。 
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２）株式価値算定書の概要について 

買付者算定機関は、採用すべき算定手法を検討の上、市場株価方式、ＤＣＦ方式及び類似会社

比較方式による評価を実施しました。その結果は下記の通りです。 

市場株価方式 ：464円から488円 

ＤＣＦ方式 ：736円から845円 

類似会社比較方式 ：662円から914円 

 

３）本公開買付価格の決定経緯について 

公開買付者は、上記の評価結果を参考にし、下限値である 464 円から上限値である 914 円の範

囲内で検討を進めました。さらに、本公開買付けが上場廃止を企図し既存株主への影響が大きい

ことや、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

した上で、対象者と協議・交渉した結果、 終的に平成 20 年５月２日の株主総会において本公開

買付価格 800 円とすることを決定いたしました。なお、本公開買付価格は、平成 20 年５月１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ヶ月単純平均（491 円）、３ヶ月単純

平均（466 円）及び６ヶ月単純平均（475 円）に対して、それぞれ 62.93％、71.67％及び 68.42％

のプレミアムを加えた金額となります。また、本公開買付価格は、平成 20 年５月１日までの過去

１年間のジャスダック証券取引所における当社株式の売買価格の 高値である 568 円を上回って

おります。 

 

４）買付価格の公正性を担保し、利益相反を回避するための措置について 

対象者取締役会は、対象者及び公開買付者から独立した第三者機関であるアビームＭ＆Ａコン

サルティング株式会社により作成された対象者株式の株式価値に関する「株式価値評価報告書」

を参考資料として取得、また、対象者の顧問法律事務所である倉田嚴圓法律事務所から助言を取

得するなど、対象者取締役会が公正かつ合理的な判断を行うために必要な情報収集に努めてまい

りました。 

なお、対象者算定機関は対象者の株式価値を評価するにあたり、本件における評価手法を検討

した結果、市場株価法及びＤＣＦ法を用いて対象者の株式価値評価を行いました。当該株式価値

評価報告書によると、市場株価法においては、平成20年 4月 30日を評価基準日として、1ヶ月出

来高加重平均、3 ヶ月出来高加重平均、6 ヶ月出来高加重平均、12 ヶ月出来高加重平均によって株

式価値を評価し、ＤＣＦ法においては、建設事業、開発事業及び放送通信事業の各事業が将来に

おいて稼得すると想定されるフリー・キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に還元評価し、

対象者が保有する非事業用資産を積み上げることによって株式価値を評価しております。当該評

価報告書によると、対象者の株式１株あたりの株式価値は、市場株価法では 466 円から 502 円、

ＤＣＦ法では679円から854円のレンジで評価されております。 

対象者取締役会は、株式価値評価報告書において、ＤＣＦ法による事業価値の評価においては

放送通信事業の事業価値が 大限に評価されていると判断したうえで、当該評価内容の他、上記

の情報収集により取得した情報を参考として、対象者の企業価値向上の観点から本公開買付けに

つき慎重に協議を行った結果、本公開買付価格及び公開買付けの諸手続きを含む諸条件は妥当で

あると判断し、平成 20 年５月２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

明する旨の決議をしております。なお、対象者の取締役会長である田村憲司は、公開買付者の代

表取締役兼株主であることから、特別利害関係人として上記決議には参加しておりません。また、

対象者の代表取締役社長である田村欣也氏及び取締役である田村賴一氏は、本公開買付け後も対

象者株式を所有し続けるとともに、対象者株式の議決権その他の権利について公開買付者と共同

して行使することを合意していることから、特別利害関係人に準じて上記決議には参加しており

ません。また、上記決議が行われた対象者取締役会には、田村憲司、田村欣也氏及び田村賴一氏

を除く対象者取締役及び監査役の全員が出席し、決議に参加した対象者の取締役の全員一致で決

議されております。さらに、対象者の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



- - 9 -

る旨の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 

該当事項はありません。 

 

（５）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 ①株式に換算した買付

予定数 

②株式に換算した買付

予定の下限 

②株式に換算した買付

予定の上限 

株 券 2,454,700株 2,454,700株 －株

新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 －株

新株予約権付社債券 －株 －株 －株

株券等信託受益証券 －株 －株 －株

株 券 等 預 託 証 券 －株 －株 －株

合 計 2,454,700株 2,454,700株 －株

（注１） 本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が「株

式に換算した買付予定の下限」（2,454,700株。以下「買付予定の下限」といいま

す。）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。応募株券等の総

数が買付予定の下限（2,454,700株）以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを

行います。 

（注２） 対象者が所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（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人

（後記「（11）公開買付代理人」において記載されているものをいいます。）を通じ

て株式会社証券保管振替機構（以下「証券保管振替機構」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。）。なお、会社法に従って、

株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従

い買付け等の期間中に自己の株式を買取ることがあります。この場合、対象者は、法

令の手続きに従い当該株式を買い取ります。 

（注４） 対象者の第65期中半期報告書（提出日：平成20年３月28日）に記載された数値を基準

とすると、本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の数の 大の数は、平成

19年12月31日現在の発行済株式総数（8,409,000株）から、対象者が所有する自己株

式（179,340株、平成19年12月31日現在）を控除した株式数（8,229,660株、以下「

大買付株式数」といいます。）です。ただし、創業者一族等は、公開買付者との間で

その所有する全ての株券等について本公開買付けに応募しない旨の合意をしており、

創業者一族等が所有する全ての株券等（3,320,343株）を控除した場合は、 大

4,909,317株（本件対象株式の総数を意味します。）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の数 
０個 （買付け等前における株券等所有割合0.00％） 

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 
33,431個 （買付け等前における株券等所有割合40.62％）

買付予定の株券等に係る 

議決権の数 
24,547個 （買付け等後における株券等所有割合70.17％）
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対象者の総株主等の議決権の数 82,265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

（2,454,700株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「買付け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

所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。特別関係者の所有株券

等は本公開買付けの対象としておりますが、特別関係者のうち創業者一族等との間で

その所有株券等の全て（合計3,320,343株）について本公開買付けに応募しない旨の

合意をしているため、特別関係者の所有株券等のうち、創業者一族等の所有株券等を

除いた22,971株が本公開買付けの対象となります。従って、「買付け等後における株

券等所有割合」の計算において、その議決権の229個は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、対象者の第65期中半期報告書（提出日：平成20

年3月28日）に記載された平成19年12月31日現在の総株主の議決権の数（１単元の株

式数を100株）です。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、分母を、対象者の第65期中半期報告書に記載さ

れた平成19年12月31日現在の発行済株式総数（8,409,000株）から同日現在の対象者

の所有する自己株式数（179,340株）を控除した株式数（8,229,660株）に係る議決権

の数（82,296個）を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。 

（注４） 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ります。 

（注５） 公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定の下限以上の場合には、応募株券等の全

部の買付けを行いますので、買付け等後における株券等所有割合は 大で100.00％と

なる可能性があります。 

 

（７）買付け等に要する資金  1,964百万円 

買付予定数（2,454,700株）に本公開買付価格（800円）を乗じた金額です。なお、 大買付株式

数（8,229,660株）を買い付けた場合の買付代金は 大6,584百万円になります。ただし、公開買付

者は、創業者一族等との間で、創業者一族等が所有する対象者株式の全て（計 3,320,343株）につ

いて、本公開買付けに応募しない旨の合意をしており、かかる創業者一族等が所有する対象会社株式

の全てを控除した本件対象株式（4,909,317株）を全て買付けた場合の買付代金は 大3,927百万円

になります。 

 

（８）決済の方法 

①買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

大和証券エスエムビーシー株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 

②決済の開始日 

平成20年６月24日（火曜日） 

 

③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込

みに対する承諾又は売付け等の申込みをした方（以下「応募株主等」という。）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）宛に郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等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する

か、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又は全国各支店にてお支払いします。 
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（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（2,454,700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の下限（2,454,700株）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ます。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号イないしチ及び第５号並びに

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。但し、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。その後の改正を含みます。以下「府令」といいま

す。）第20条に規定する方法により公表を行い、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

行為を行った場合は、府令第19条第１項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時までに応募受付けをした公開買付代理

人（復代理人にて応募受付けをした場合には復代理人）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16時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を応募株主等に請求

することはありません。また、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。解除を

申し出られた場合には、応募株主等の指示により、公開買付期間末日の翌々営業日（公開買付けの撤

回等を行った場合は撤回等を行った日）以降遅滞なく、下記の方法により返還します。 

（イ） 応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合には、買付け

られなかった株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住所（外国人株主の場合はそ

の常任代理人の住所）へ郵送します。 

（ロ） 公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付代理人若しくは復代理人を通じて証券

保管振替機構）により保管されている株券等について応募が行われた場合は、買付けら

れなかった株券等を応募が行われた時の保管の状態に戻します。 

 

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、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な場合は、府令第20条に規定する方法により

公表を行い、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
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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 

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たものではなく、

又、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（ファクシミリ、電子メール、イン

ターネット通信、テレックス、電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるもの

ではなく、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、

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（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人に

対し、以下の表明及び保証を行うことを要求さ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、本公開買付け若しくは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若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット

通信、テレックス、電話を含むが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を利用して

いないこと、及び、米国における本人のための、裁量権を持た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（当該本人が本公開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20年５月７日（水曜日） 

 

（11）公開買付代理人 

大和証券エスエムビーシー株式会社 

 大和証券株式会社（復代理人） 

 

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 

公開買付者は、創業者一族等との間でそれぞれその所有する全ての対象者株式（計 3,320,343 株、

所有割合：39.49％）について原則として本公開買付けに応募しない旨の合意をしております。創業者

一族等のそれぞれが所有し、公開買付者との間で原則として本公開買付けに応募しない旨の合意をして

いる対象者株式数及びそれらの所有割合は、田村憲司の所有株式数 521,408 株（所有割合：6.20％）、
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田村欣也の所有株式数700,046株（所有割合：8.32％）田村賴一の所有株式数214,447株（所有割合：

2.55％）、田村憲久氏の所有株式数 405,242 株（所有割合:4.82％）及び田村篤司氏の所有株式数

211,200 株（所有割合:2.51％）並びに日の出産業有限会社の所有株式数 1,268,000 株（所有割

合:15.08％）となります。 

また、公開買付者と創業者一族等は、本件公開買付けが成立することを条件として、対象者株式の議

決権その他の権利について共同して行使することを合意しております。 

 

（２）公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

対象者は、昭和 18 年８月に発令された政府の企業整備令により、三重県民局における建設業界に対

する企業統合の通達に従い、昭和19年４月に県下16社が企業合同し、興亜工業株式会社（現・日本土

建株式会社）として発足しました。以来、三重県内を中心に新たな創造を通じた理想的な社会づくりと

いう建設業界に課せられた責務を着実に進め合理化を進めてまいりました。また昭和 36 年４月の熊野

営業所を皮切りに昭和 37 年３月に名古屋営業所、昭和 45 年３月に松阪営業所、昭和 51 年８月に四日

市営業所、昭和51年10月に久居営業所、平成６年には２月に鈴鹿営業所、３月に岐阜営業所、４月に

名張営業所を開設し、営業エリアを拡大していきました。さらに対象者は、平成２年 10 月に津ケーブ

ルネットワーク株式会社（現・株式会社ＺＴＶ）を設立以来、放送通信事業に参入し、建設事業で培わ

れた技術力や信頼性を活用し、地域に密着したきめ細かい加入促進活動を展開することにより、業容の

拡大に取り組んでまいりました。その結果、県内有数の総合建設業者に成長し、平成６年６月期に単体

売上高36,110百万円、連結売上高40,598百万円を計上し、平成６年７月に対象者株式の店頭登録（平

成 16 年 12 月に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

対象者株券を上場）を果たしました。 

対象者は、今日までＣＳＲ（企業の社会的責任）にも注力し、平成 10 年６月に国際規格である品質

マネジメントシステム ISO9001 の認証を受け、さらに平成 15 年１月には環境マネジメントシステム

ISO14001 の認証を受けております。平成 17 年７月より環境マネジメントシステムを品質マネジメント

システムと統合することで、建設活動を通してより一層地球環境に配慮した取り組みを推進すると同時

に、建物の高度化・多様化に対応するとともに、時代の要求・ニーズ・変化を的確に捉え、お客様に対

して 高の満足を与えられるよう努めてまいりました。 

 

昨今の建設業界におきましては、民間非住宅建設は堅調に推移しているものの、政府建設投資（名目

値）は平成７年度の約 35.2 兆円をピークに年々減少傾向にあり、平成 18 年度においては約 18.4 兆円

とピーク時の半分の水準にまで減少しております。また、上記のとおり好調だった民間住宅建設におい

ても、近時、建築基準法の改正に伴う着工数が大幅に減少する等、建設会社にとって厳しい状況に拍車

がかかっており、収益面においても抜本的な改革が必要な状況にあります。このような環境の中、対象

者としましては、顧客満足度の向上を図るとともに、利益の安定確保を実現するためには、政府建設投

資部門の建設公共投資の減少分を民間建設部門によって補うことが必須であると判断し、民間建設部門

の受注比率を徐々に増加するように営業活動を行ってまいりました。しかしながら、近年の民間非住宅

建設部門における低価格による激しい受注競争の常態化等の要因により、平成 19 年６月期の単体売上

高は13,863百万円、平成19年12月中間期の単体売上高は5,531百万円となり平成19年６月期におけ

る事業別の連結営業利益においては、建設事業が241百万円、開発事業が198百万円、放送通信事業が

1,334 百万円となる等、放送通信事業が着実な成長を遂げる一方、建設事業及び開発事業において明確

な効果を得るには至っておりません。 

 

このような建設業界を取り巻く厳しい経営環境のもとにおいて、対象者は、中長期的に対象者の企業

価値を向上させるための方策を検討してまいりました。その結果、低価格での受注競争とは一線を画し、

売上重視から収益性重視の受注体制へと収益構造を改革し、持続的な企業価値の向上を可能ならしめる

べく、全社を挙げて民間建設部門の受注拡大を 重点課題とした営業活動を推進し、併せて現場管理コ

ストの削減に取り組むことが 重要な方策であるとの結論に至りました。そこで、対象者及び子会社

12 社並びに関連会社４社によって構成されております対象者グループ（以下「対象者グループ」とい
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います。）の中核事業である建設事業において、前述のような現状を改善し、民間建設部門の受注拡大

や収益性を向上させるためには、現行グループ各社の事業分担の見直しをはじめとする再編を実行する

ことが必要であり、建設事業においてはコスト削減を中心としたスリム化による収益性の向上、放送通

信事業においては新規顧客の獲得等による安定成長を達成するため、各事業の経営資源を再配分する等、

機動的かつ効率的なグループ経営を可能とすることが必要不可欠であるとの結論に至りました。 

しかしながら、これら対象者グループ内における再編を実行するにあたっては、一貫した経営理念に

基づく断固とした改革がもとめられ、当該改革の過程においては、一時的にせよ事業構造の変革に伴う

売上規模の縮小や業績の悪化、再編に伴う経営の不確実性の増加等が見込まれ、それらに起因する株価

の下落が予想される等、改革実行に伴う痛みが極めて大きなものとなる危険性があります。そして、こ

れらの危険性は、近年益々短期的な収益の拡大志向を強めている資本市場から十分な評価を得られない

可能性があります。その結果、対象者株主の皆様に対しても短期的にはマイナスの影響を及ぼす可能性

も否定できないと考えております。したがって、かかる抜本的な改革を、機動的かつ迅速に実現するた

めには、短期的な業績に左右されることなく、株主、経営陣及び従業員が一体となってこれに取り組む

必要があります。 

 

また、対象者は平成６年の株式店頭登録以降、エクイティ・ファイナンスの活用、顧客及び取引先の

皆様に対する知名度・信用力の向上など、企業価値向上に資する様々なメリットを享受することができ

ましたが、近年、資本市場に対する規制が急速に強化されていることに伴い、上場を維持するために必

要なコスト（株主総会の運営や株主名簿管理人への事務委託にかかる費用、金融商品取引法上の有価証

券報告書等の継続開示にかかる費用、監査費用等）が増大しており、かかるコストは今後も更に増大す

ることが予想されることから、上場を維持することが対象者の経営改革推進の足かせになる可能性があ

ると考えています。 

 

上記のような対象者の現状に鑑み、公開買付者は、上場を維持したままで持続的な企業価値向上を達

成することは困難であり、収益構造の改革、コスト削減及び対象者グループ内における再編等を含めた

抜本的な改革に伴うリスクを対象者の一般株主の皆様に負って頂くことを回避するとともに、今まで以

上に迅速かつ機動的に改革を推進することが可能な経営体制へ転換するためには、対象者を中長期的に

支援することができる中核安定株主と対象者経営陣とが一体となって取り組む体制の構築が必須と判断

いたしました。かかる観点から、公開買付者は、非上場化が対象者の中長期的な企業価値向上にとって

有効な手段であると考えるに至ったことから、本公開買付けの実施を決定いたしました。 

 

なお、対象者は、平成 20 年５月２日開催の取締役会において、決議に参加した取締役の全員一致で

本公開買付けに賛同の意を表明することを決議しております。 

また、対象者は、平成 20 年５月２日の取締役会において、本公開買付けに応募しなかった株主の皆

様のみに配当を行った場合には、本公開買付けに応募した株主の皆様に不利益が生じることから、本公

開買付けが成立することを条件に平成20年６月30日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は

登録質権者に対する剰余金の配当を行わないことを決議しております。 

 

（３）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等 

公開買付者は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格（以下「本公開買付価格」といいま

す。）を決定するに当たり、第三者である算定人として株式会社大和総研（以下「買付者算定機関」と

いいます。）に対し、本公開買付価格の決定の参考資料として対象者株式の価値の評価を依頼し、買付

者算定機関が提出した株式価値算定書を参考にし、 終的に対象者との協議を経て本公開買付価格を

800 円に決定しました。なお、本公開買付価格は、公開買付者が本公開買付けを実施することを決定し

た日（平成20年５月２日）の前営業日である平成20年５月１日の対象者株式のジャスダック証券取引

所における 終気配値492円（平成20年４月30日の終値と同値）、平成20年５月１日までの対象者株

式のジャスダック証券取引所における終値の１ヶ月単純平均（491 円、小数点以下四捨五入。以下本

（３）において同じ）、同３ヶ月単純平均（466円）及び同６ヶ月単純平均（475円）に対してそれぞれ、
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62.60％（小数点第三位を四捨五入。以下本（３）において同じ）、62.93％、71.67％及び 68.42％のプ

レミアムを加えた金額となります。また、本公開買付価格は、平成 20 年５月１日までの過去１年間の

ジャスダック証券取引所における対象者株式の売買価格の 高値である568円を上回っております。 

 

一方、対象者取締役会は、対象者及び公開買付者から独立した第三者機関であるアビームＭ＆Ａコン

サルティング株式会社（以下「対象者算定機関」といいます。）により作成された対象者株式の株式価

値に関する「株式価値評価報告書」を参考資料として取得し、また、対象者の顧問法律事務所である倉

田嚴圓法律事務所から助言を取得するなど、対象者取締役会が公正かつ合理的な判断を行うために必要

な情報収集に努めてまいりました。 

 

なお、対象者算定機関は対象者の株式価値を評価するにあたり、本件における評価手法を検討した結

果、市場株価法及びＤＣＦ法を用いて対象者の株式価値評価を行いました。株式価値評価報告書による

と、市場株価法においては、平成 20 年 4 月 30 日を評価基準日として、1 ヶ月出来高加重平均、3 ヶ月

出来高加重平均、6ヶ月出来高加重平均、12ヶ月出来高加重平均によって株式価値を評価し、ＤＣＦ法

においては、建設事業、開発事業及び放送通信事業の各事業が将来において稼得すると想定されるフ

リー・キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に還元評価し、対象者が保有する非事業用資産を積

み上げることによって株式価値を評価しております。当該評価報告書によると、対象者の株式１株あた

りの株式価値は、市場株価法では466円から502円、ＤＣＦ法では679円から854円のレンジで評価さ

れております。 

対象者取締役会は、株式価値評価報告書において、ＤＣＦ法による事業価値の評価においては放送通

信事業の事業価値が 大限に評価されていると判断したうえで、当該評価内容の他、上記の情報収集に

より取得した情報を参考とし、対象者の企業価値向上の観点から本公開買付けにつき慎重に協議を行っ

た結果、本公開買付価格及び公開買付けの諸手続きを含む諸条件は妥当であると判断し、平成 20 年５

月２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しております。

なお、対象者の取締役会長である田村憲司は、公開買付者の代表取締役兼株主であることから、特別利

害関係人として上記決議には参加しておりません。また、対象者の代表取締役社長である田村欣也氏及

び取締役である田村賴一氏は、公開買付者との間で、本公開買付け後も対象者株式を所有し続けるとと

もに、対象者株式の議決権その他の権利について公開買付者と共同して行使することをそれぞれ合意し

ていることから、特別利害関係人に準じて上記決議には参加しておりません。また、上記決議が行われ

た対象者取締役会には、田村憲司、田村欣也氏及び田村賴一氏を除く対象者取締役及び監査役の全員が

出席し、決議に参加した対象者の取締役の全員一致で決議されております。さらに、対象者のいずれの

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を表して

おります。 

また、公開買付者は、法令に定められた公開買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）

の 短期間が20営業日であるところ、本公開買付けに関する公開買付期間を30営業日と設定しており

ます。公開買付期間を比較的長期間にすることにより、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに対

する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外にも対抗的な買付け等を行う機会を確保

し、もって、買付価格の適正性の担保とすることを企図しております。 

さらに、公開買付者は、本公開買付けについて、本件対象株式（4,909,317 株）のうち、その過半数

に相当する株式数（2,454,700 株）以上の応募があることを成立の条件としています。このように、創

業者一族等以外の多数の株主の賛同が得られない場合には本公開買付けによる対象者株式の取得を行わ

ないこととし、対象者の株主の意思を重視しています。 

 

（４）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 

本公開買付けにおいて買付け等を行う株券数に上限は設定されておりません。このため、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

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、上記「１．（４）本公開買付け後の組織再編の方針（いわゆる二段階買収に関
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する事項）」に記載の手続きに従い、公開買付者及び創業者一族等が対象者の発行済株式総数（自己株

式を除く）の全てを所有することを企図しておりますので、その場合には対象者の株券は上場廃止とな

ります。なお、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。 

 

以 上 


