
 
 
 

平成20年5月14日 
各   位 

会 社 名 株 式 会 社  ゲ オ 
本 社 住 所 愛知県春日井市宮町一丁目１番地の１

代 表 者 名 代表取締役社長 吉川 恭史 
（コード番号：2681 東証・名証 第一部） 

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 笹野 和雄 
（TEL0568-33-4388） 

 

株式会社フォー・ユーに対する公開買付けの開始 
および株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社フォー・ユー（大証2部上場 コード番号：7641、以下「対

象者」といいます。）の「公開買付けによる対象者株式の取得」（以下、「本公開買付け」といいます。）、「第三

者割当増資の引受けによる対象者株式の取得」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 
 

記 
１．公開買付けおよび株式取得の目的 

当社グループは、ポケットマネーで楽しめるさまざまなアミューズメントを、リーズナブルな価格でお

客様に提供することを企業活動の基本方針としております。 
当社グループはこの方針のもとに、マルチパッケージ（ＤＶＤ・ＣＤ・ゲームソフト・書籍などの商品

群）を、マルチサプライ（レンタル・リサイクル販売・新品販売）にて提供する「ゲオショップ」の展開

を主軸とし、総合リサイクルショップや通信機器販売、ゲームセンター等の娯楽施設の運営など、さまざ

まなアミューズメントを提供するサービスを全国に拡げております。 
 
一方、対象者は、衣料・雑貨等を中心としたリサイクルショップ「セカンドストリート」を全国に展開

しており、平成18年4月28日には、当社との資本・業務提携により、対象者が発行する第三者割当増資

を引き受け、保有比率34.34％の当社グループ持分法適用会社となっております。 
また、それまで当社グループにおいて総合リサイクルショップ「Doki-Doki」を運営しておりました株

式会社ゲオアールを対象者に譲渡し、今後のリサイクル事業の拡大と発展に向けて、両社グループによる

事業編成も実施いたしました。 
その後、対象者は、事業の効率化に向け、株式会社ゲオアールを含む子会社群を吸収合併し、総合リサ

イクル事業としての体制を整えてきております。 
 
両社におきましては、事業コラボレーションとしてさまざまな取り組みを検討してきており、これまで

「セカンドストリート」へのゲオショップ商材の導入や、「ゲオショップ」内におけるリサイクル衣料

（JUMBLE STORE）の導入など、提供サービスの複合化による集客および収益の向上を図る取り組み

を開始しております。 
 
このように、両社間におきましては協力関係のもと、さまざまな取り組みが既に行われており、今後は

さらにその関係を強化していくことにより、相乗効果を生み出し、業績の向上を図っていきたいと考えて

おります。 
 
また、対象者は、平成20年５月14日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明するこ

との決議ならびに当社を引受先とする新株発行の決議がなされております。 
 

 



２．対象者の概要 
 

① 商  号 株式会社フォー・ユー 
② 事業内容 リサイクル事業 

（衣料、雑貨、家電製品、スポーツ用品等の販売及び買取） 
③ 設立年月日 昭和63年6月14日 
④ 本店所在地 香川県高松市今里町二丁目16番地１ 
⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 清水 孝浩 
⑥ 資 本 金 1,839,597千円 
⑦ 大株主及び持株比率 株式会社ゲオ 

株式会社Ｓ＆Ａ 
ジャパン・ブレークスルー・2004 
株式会社エーツー 
阿部 和広 
協愛株式会社 
あいおい損害保険株式会社 
日本生命保険相互会社 
萩原 勝 
有限会社水仙 

34.34％ 
20.15％ 
14.04％ 
3.28％ 
2.45％ 
1.14％ 
1.01％ 
0.91％ 
0.75％ 
0.59％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資本関係 当社は対象者の発行済株式総数の34.34％（39,000株）

を所有しております。 
人的関係 当社は、対象者に対して取締役３名を派遣しておりま

す。 
取引関係 金銭消費貸借契約を締結しております。 

建物賃貸借契約を締結しております。 

⑧ 買付者と対象者の関係等 

関連当事者へ

の該当状況 
対象者は、当社グループ持分法適用会社であります。 

(注) 対象者の平成19年12月19日提出の第20期半期報告書および開示された情報に基づいて作成しております。 
 
３．買付け等の概要 
 

(１)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15日（木曜日）から平成20年６月18日（水曜日）まで（25営業日） 

   ②対象者の請求に基づく延長の可能性 
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、対象者から買付け

等の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30
営業日、公開買付期間は平成20年６月25日（水曜日）までとなります。 

 
(２)買付け等の価格 

1株につき、金25,000円 
 

(３)買付け等の価格の算定の根拠等 
   ①算定の基礎 

（イ）株式価値算定書 
当社は、本公開買付けにおける買付価格を検討する際の参考資料とするため、当社及び対象者か

ら独立した第三者算定機関である東海東京証券（以下、「算定人」といいます。）に対し、平成 20
年５月２日付で対象者の株式価値算定を依頼致しました。 
算定人は、かかる依頼に基づき、a.市場株価法、b.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。）の各手法を用いて分析を行い、平成20年５月13日付で当社宛に対象

者の株式価値算定書（以下「算定書」といいます。）を提出しております。 



なお、算定人は、対象者の株式が大阪証券取引所市場第２部に上場されており客観性のある市場

株価が存在していることから、市場株価法を採用し、また、算定人は、対象者によって合理的な考

え方に基づく事業計画が作成されており、当該事業計画に基づく企業価値を判断することが適切で

あるとの観点から、DCF法を採用しております。 
算定人が上記の各手法を用いて算定し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

下の通りです。 
 
   a.市場株価法  ：14,213円～15,925円 
   b.DCF法    ：20,877円～28,142円 
   

a市場株価法では、平成20年５月８日を算定基準日として、対象者の大阪証券取引所における対

象者の株価終値の１ヶ月、３ヶ月及び６ヶ月の出来高加重平均を基に、１株あたりの株式価値の範

囲を算定しており、算定結果は以下の通りです。 
 
１ヶ月平均 ：14,213円 
３ヶ月平均 ：14,344円 
６ヶ月平均 ：15,925円 

 
b.DCF法では、対象者から提出された事業計画等の情報及び一般に公開されている財務情報を基

に、１株あたりの株式価値の範囲を算定しており、算定結果は以下の通りです。 
 

ＤＣＦ法       ：20,877円～28,142円 
 
（ロ）過去の公開買付け事例におけるプレミアムの実例 

当社は、本公開買付けが対象者株主と事前の応募確約なく実施する事に鑑み、公開買付価格は市

場株価に相当程度のプレミアムを加算した価格水準にすることが必要であると考え、金融商品取引

法施行日（平成19年9月30日）後に公表された発行者以外の者による株券等の公開買付け事例の

中から、本公開買付けに類似すると思われる事例（買付対象会社より賛同意見が出されており、か

つ、買付条件にあん分比例を用いている事例）を24例抽出し、各事例におけるプレミアムの状況を

調査いたしました。 

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

算されたプレミアムを調査したものです。なお、市場株価については、公開買付公表日前１ヶ月間

の終値平均、公表日前３ヶ月間の終値平均及び公表日前６ヶ月間の終値平均の３通りにつき、調査

致しました。 

なお、調査対象 24 事例の、買付価格にしめる上記３通りの市場株価それぞれに加算されたプレ

ミアムの 低値、 高値は以下の通りでした（買付価格が各終値平均を下回る事例は除外しており

ます）。 

 

公表日前１ヶ月間の終値平均比 ： 低１％、 高58％ 

公表日前３ヶ月間の終値平均比 ： 低０％、 高52％ 

公表日前６ヶ月間の終値平均比 ： 低０％、 高60％ 
 
②算定の経緯 
（イ）本公開買付けの検討の経緯 

当社は、平成20年3月下旬より対象者との間で両社のリサイクル事業の一層の成長のため、協

業によるシナジー効果発揮の可能性について対象者と協議・検討を行ってまいりました。その結果、

当社グループが対象者株式の総議決権数の過半数を有し、連結子会社とした場合に、より緊密で効

果的な事業展開が図れるとの認識にいたりました。具体的には、店舗情報の共有化を図り、メディ



ア事業ショップおよびリサイクル事業ショップの共同出店開発など全国における両社店舗網の拡

大を推進、販売促進活動における各地域での共同販促の実施など、費用面での効率化を図ること及

びリサイクル事業における当社グループの会員を利用したマーケティングの推進、ＥＣ事業におけ

るさまざまなリサイクル商品の販売などを予定しております。 
 

（ロ）買付価格決定の経緯 
当社は、算定書で示された各手法の算定結果及び過去の発行者以外の者による株券等の公開買付

けの事例において公開買付価格に付与されたプレミアムの実例を参考とし、当社との協業によるシ

ナジー効果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場株価の動向及

び対象者株主が本公開買付けに応じる見込み等を総合的に勘案し、かつ対象者との協議・交渉の結

果も踏まえ、本公開買付けにおける買付価格を1株当たり25,000円と決定致しました。 
なお、本公開買付けにおける買付価格は、平成20年５月13日までの過去１ヶ月間、過去３ヶ月

間及び過去６ヶ月間の大阪証券取引所における対象者株価の終値単純平均値15,027円、14,480円

及び15,831円に対してそれぞれ66％（小数点以下第一位を四捨五入。以下同じ）、73％、58％の

プレミアムを加えた額になります。 
 

（ハ）買付価格の公平性を担保し、利益相反を回避するための措置について 
対象者の取締役会は、本公開買付けにおける買付価格の評価の公正性を担保し、かつ当社との利

益相反を回避するために、当社とは別個に、当社及び対象者とは独立した第三者機関である株式会

社ダフ・アンド・フェルプスに対象者の株式価値の評価を依頼し、平成 20 年５月 12 日付で株式

価値に関する報告書（以下、「報告書」といいます。）を取得いたしました。また、平成 20 年５月

14 日開催の対象者の取締役会においては、報告書を参考にしたうえで、買付価格その他の本公開

買付けに関する諸条件の妥当性について、当社及び対象者の財務状況、事業上のシナジー及び株主

間の公平性等の観点から慎重に検討いたしました。その結果、対象者においては、これらの報告書

及び助言を参考として、本公開買付が対象者の経営基盤の強化や今後の事業拡大に寄与するもので

あるとともに、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の判断がなされ、決議に参加した対象者

取締役の全員一致で本公開買付けに賛同する旨の取締役会決議がなされております。 
なお、対象者取締役会長の沢田喜代則、同取締役の久保田貴之及び稲生克典は、本公開買付けの

公開買付者である当社の役員を兼任していることから、特別利害関係人として当該決議には参加し

ておりません。 
 

③算定機関との関係 
関連当事者には該当いたしません。 

 
(４)買付予定の株券等の数 

株券等種類 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 18,589株 株 
新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 
新株予約権付社債券 －株 －株 
株券等預託証券（  ） －株 －株 

合 計 18,589株 株 
(注１) 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数」（18,589株。以下「買付予定数」といいます。）以下の

ときは、応募株券等の全部の買付等を行います。 応募株券等の総数が買付予定数を超える場合には、そ

の超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、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（平成 2 年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含む。

以下、「府令」といいます。）第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) 対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 
(注３) 公開買付期間末日までに対象者の新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行等さ

れた又は発行等される株式も本公開買付けの対象としております。 



 
 (５)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 39,000個
（買付け等前における株券等所有割合

34.37％）

買付予定の株券等に係る議決権の数 18,589個
（買付け等後における株券等所有割合

50.76％）

対象者の総株主の議決権の数 113,461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に係る議決権の数を記載し

ております。 
(注２) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成 19 年 12 月 19 日提出の第 20 期半期報告書に記載さ

れた総株主の議決権の数です。 
(注３) 「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」は、少数点以下第三

位を四捨五入しております。 
 
(６)買付代金 
  464,725,000円 

(注) 買付代金は、買付価格（25,000 円）で買付予定数（18,589 株）を買い付けた場合の見積り額を記載してお

ります。 
 
(７)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（公開買付代理人）の名称及び本店の所在地 
東海東京証券株式会社     東京都中央区京橋一丁目７番１号 
 

   ②決済の開始日 
平成20年６月24日（火曜日） 

(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20年７月１日（火曜日）となります。 
 

   ③決済の方法 
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の

場合は常任代理人）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。買付けられた

応募株券等に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人

株主の場合は常任代理人）の指定した場所へ送金します。 
 

   ④株券等の返還方法 
下記「（８）その他買付け等の条件及び方法」の「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」又は「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載

の条件に基づき応募株券等を買付けないこととなった場合には、返還することが必要な応募株券等は、

応募株主等の指示により、決済の開始日（本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）

以後速やかに、応募株主等への交付もしくは応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）の住所又

は所在地への郵送により返還するか、又は、当該応募株券等が応募の時点において公開買付代理人（も

しくは公開買付代理人を通じて株式会社証券保管振替機構）により保管されていた場合は、応募が行

われた時の保管の状態に戻します。 
 

(８)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（18,589株）以下のときは、応募株券等の全部の買付け等を行いま

す。応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わ

ないものとし、法第27条の13第5項及び府令第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。 



 
   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（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、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いたします。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うこ

とが困難な場合は、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買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法  
法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行

為を行った場合には、府令第 19 条第１項の規定に定める規定に従い、買付け等の価格の引き下げ方

法により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、当該価格の引下げの

内容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。ただし、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。 
 

   ④応募株主等の契約の解除権についての事項 
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができ

ます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時00分までに公開買付け代理人の本店又は

全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面

（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が

公開買付期間末日の16時00分までに到達することを条件とします。なお、公開買付者は、応募株主

等による契約の解除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。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府

令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされ

た場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行

います。 
 

   ⑥訂正届出書を提出した場合の開示の方法  
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、法27条の８第11項ただし書きに規定される場合を

除き、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、

府令第 20 条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に

公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正しま

す。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を

記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。 
 

   ⑦公開買付けの結果の開示の方法 
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第 30 条の２

に規定する方法により公表します。 
 

   ⑧その他 
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、

また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミ

リ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるもの

ではなく、さら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、本公開買付届出書又は関連する買付書類は米国においてもしくは米国に向けて、又は米国内

から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うこと

はできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。 
 本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対

し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 
応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在して

いないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米

国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。）。 
 

(９)公開買付開始公告 
 平成20年５月15日（木曜日） 

 
(10)公開買付代理人 

東海東京証券株式会社     東京都中央区京橋一丁目７番１号 
 
４．第三者割当の引受け（子会社化）の概要 

対象者の取締役会は、平成20年５月14日、本公開買付けの買付け等の期間の終了後である平成20年

６月 24 日を払込期日として、普通株式42,936 株を１株あたり25,000 円で発行し、当社に割り当てるこ

と（以下「本第三者割当増資」といいます。）を決議しております。当社は対象者との間で、かかる割り当

てられた普通株式のうち、本公開買付けで取得した対象者株式と合わせ、対象者の発行済株式等総数（潜

在株式を含む。）に対する株式等所有割合 (潜在株式を含む。以下「所有株式等割合」という。)の51.0％

を保有することとなる数のみを引き受けることを合意しております。 
したがって、本公開買付けが成立する場合、本公開買付けにおいて当社が取得する対象者株式の数にか

かわらず、当社は、本第三者割当増資とあわせて、対象者の所有株式等割合の51.0％に相当する対象者株

式を保有することとなります。なお、本第三者割当増資で当社が払い込む金額は、新規出店に対する投資

に利用するとともに、財務的信用力の強化のため運転資金に充当する予定であるとの説明を受けておりま

す。 
 

(１)第三者割当増資引受の概要 

①引受前の所有株式数    39,000株（所有割合 34.34％） 

②引受前の新株予約権数    3,946個 

③引受後の株券等所有割合  51.00％ 

 

(２)日程 

新株引受承認取締役会   平成20年５月14日（水） 

第三者割当増資払込期日  平成20年６月24日（火） 

 
５．その他 

 (１)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 
本公開買付けについては、対象者の取締役会より賛同を得ております。   

 
(２)投資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  

①対象者の普通株式は株式会社大阪証券取引所に上場されておりますが、本公開買付けは対象者の上

場廃止を企図するものではなく、本公開買付けが成立した後も引続き上場を維持する方針であります。



本公開買付けの結果、上場廃止基準に抵触する場合は上場を維持するための方策を講じる方針であり

ます。 
 

②対象者は、平成20年５月8日に大阪証券取引所において、平成20年3月期決算短信を公表しており

ます。当公表に基づく、対象者の連結状況は以下のとおりです。 
 
 経営成績の進捗状況                              （単位：千円） 

会計期間 平成18年６月期 平成19年３月期 平成20年３月期 
売上高 20,715,911 14,095,026 17,482,473 
売上原価 7,084,361 4,843,,730 5,765,513 
売上総利益 13,631,550 9,251,296 11,716,959 
その他の営業収入 125,704 264,956 678,996 
営業総利益 13,757,254 9,516,252 12,395,955 
販売費及び一般管理費 13,939,676 9,236,572 11,767,607 
営業利益又は営業損失（△） △182,422 279,680 628,348 
経常利益又は経常損失（△） △210,951 232,542 508,557 
当期純利益又は当期純損失（△） △2,539,586 30,369 270,673 
１株当たり当期純損益 △30,118円93銭 267円41銭 2,383円35銭 

(注) 対象者は、平成18年9月28日開催の定時株主総会において、決算期を毎年6月末日より毎年3月末日に変

更する決議を行っております。 
 

 財政状態の変動状況                            （百万円未満切捨） 
会計期間 平成18年6月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

総資産 12,675百万円 10,023百万円 9,676百万円 
純資産 1,116百万円 1,187百万円 1,457百万円 
自己資本比率 8.8％ 11.４％ 14.6％ 
１株当たり純資産 9,794円49銭 10,064円43銭 12,445円25銭 

 
また、対象者が平成20年５月８日に公表しております平成21年3月期の業績予想は、以下のとお

りです。 
 

連結業績予想                 （単位：百万円） 
会計期間 平成21年3月期 

売上高 18,400 
営業利益 650 
経常利益 550 
当期純利益 300 

 
(３)本公開買付けが当社の業績に与える影響 

本公開買付けにより、対象者に対する持分比率は 51.0％となる予定であり、平成 21 年 3 月期以降に

おきましては、当社の連結対象子会社となる見通しであります。 
当社連結の平成21年3月期の業績に与える影響につきましては、本公開買付け後、その結果を踏まえ

て改めて発表する予定であります。 
 

以上 
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各      位 

 

会 社 名 株 式 会 社 フ ォ ー ･ ユ ー

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  清  水  孝  浩

コード番号  ７ ６ ４ １  （ 大 証 第 ２ 部 ）

問 合 せ 先 取締役経営管理部長  尾 﨑 桂 章 

 ＴＥＬ ０８７－８６２－０９４８ 

 

株式会社ゲオによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 
 

当社は、平成20年５月14日開催の当社取締役会において、株式会社ゲオ（以下、「ゲオ社」という。）に

よる当社株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」という。）について下記のとおり意見を表明する

ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．公開買付者の概要 

（１） 商 号 株式会社ゲオ（東証市場第一部、名証市場第一部、コード：2681） 

（２） 事 業 内 容 ＤＶＤ、ＣＤ、ゲーム、書籍等のレンタル、リサイクル、販売他 

（３） 設 立 年 月 日 平成元年１月10日 

（４） 本 店 所 在 地 愛知県春日井市如意申町五丁目11番地の３ 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 吉川 恭史 

（６） 資 本 金 8,592百万円 

（７） 大株主及び持株比率 

遠藤 結蔵             15.96% 

日本トラスティ･サービス信託銀行㈱   7.76% 

㈱城蔵屋               7.71% 

日本マスタートラスト信託銀行㈱    5.29% 

㈲結城                4.56% 

資 本 関 係
ゲオ社は当社の発行済株式総数の34.34％（39,000

株）を所有しております。 

人 的 関 係
当社の社外取締役３名は、ゲオ社の代表取締役ならび

に取締役をそれぞれ兼務しております。 

取 引 関 係
金銭消費貸借契約を締結しております。 
建物賃貸借契約を締結しております。 

（８） 
買付者と対象者の 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
当社は、ゲオ社の持分法適用関連会社であります。 

 

 



 

２．本公開買付けに関する意見の内容，根拠及び理由 

 当社は本日開催の取締役会において、本公開買付けについて、以下の理由により賛同の意を表明するこ

とを決議いたしました。 

 

 当社は、平成 18 年６月期における「店舗運営子会社の吸収合併」、「非コア事業の譲渡」といった構造

改革を経て、現在は、衣料・雑貨等を中心としたリサイクルショップ「セカンドストリート」の全国展開

と、その店舗網をより効率的に運営していくための組織作りに邁進しております。構造改革の直後は指揮

系統の混乱を招いたものの、新組織の整備が進むにつれ、改革の当初の目的であった「既存店運営レベル

の引上げと平準化」および「販売管理費の圧縮」が効果を見せ始め、平成 20 年３月期においては業績も

回復し、安定化する傾向にあります。今後は、改革後に整備してきた組織をブラッシュアップし、既存店

収益のさらなる安定化を図るとともに、これまでは抑えてきた出店戦略の本格的な再始動等、次の成長に

向けた様々な施策への取組みを行っていく予定です。 

 

一方、ゲオ社は、ポケットマネーで楽しめるさまざまなアミューズメントを、リーズナブルな価格でお

客様に提供するという基本方針のもと、マルチパッケージ（ＤＶＤ・ＣＤ・ゲームソフト・書籍などの商

品群）を、マルチサプライ（レンタル・リサイクル販売・新品販売）にて提供する「ゲオショップ」の展

開を主軸とし、総合リサイクルショップや通信機器販売、ゲームセンター等の娯楽施設の運営など、さま

ざまなアミューズメントを提供するサービスを全国に拡げております。 

 

両社はすでに平成18年３月20日に資本業務提携契約を締結し、平成18年４月28日に実施した当社第

三者割当増資により、ゲオ社は当社株式の 34.3％を保有しており、当社はゲオ社の持分法適用関連会社

となっております。また、それまでゲオグループにおいて総合リサイクルショップ「Ｄｏｋｉ－Ｄｏｋ

ｉ」を運営していた株式会社ゲオアールの株式を当社が譲受け、今後のリサイクル事業の拡大と発展に向

けた事業編成を実施しており、その後当社では、前述いたしました構造改革の中で株式会社ゲオアールを

吸収合併し、総合リサイクル事業の運営体制の整備に取組んでおります。 

さらに、その後におきましても事業コラボレーションとして様々な施策を検討する中で、「セカンドス

トリート」へのゲオショップ商材の導入や、「ゲオショップ」内におけるリサイクル衣料の導入などを進

めており、今後に関しましても提供サービスの複合化による集客力・収益力の向上を図る取組みを行おう

としているところであります。 

 

 このように両社間におきましては、協力関係のもと、既にさまざまな取組みが行われておりますが、今

後は更に新規出店による事業規模の拡大に意欲的に取組み、また、拡大していく店舗網に対し、計数管理、

人材管理および資産管理等の面でより効率よく支援活動を展開できるバックアップ体制の整備にも力を注

ぐ予定であります。 

そのためには、ゲオ社との協力関係をより一層強めることにより、業績の向上を図るうえでさらなる相

乗効果が期待できると判断いたしました。 

 

 本公開買付けにおける買付価格（1 株あたり 25,000 円）は、株式会社大阪証券取引所市場第二部にお

ける当社普通株式の平成20年５月13日における終値17,000 円に対して約47.1％、同日までの過去1ヵ

月間の株価終値の平均値（15,027 円）に対して約 66.4％、過去３ヵ月間の株価終値の平均値（14,480

円）に対して約 72.7％、過去 6ヵ月間の株価終値の平均値（15,831 円）に対して約 57.9％のプレミアム

を加えた価格であり、株式市場における当社株式の評価を上回っております。 

また、当社取締役会は、後述のとおり、第三者算定機関を選定し、当社の株式価値の算定およびそれ

に関する助言を依頼するとともに、当社の株式価値に関する報告書を取得しております。 

当社取締役会は、これらの事情を総合的に勘案して、本公開買付けの諸条件は妥当であると判断いたし

ました。 

 

また、本日付の「第三者割当により発行される新株式の募集に関するお知らせ」に記載のとおり、当社

は本日の取締役会において、公開買付者に対する第三者割当増資（以下、「本増資」という。）を決議いた

しました。本増資において、ゲオ社は、本公開買付け及び本件第三者割当増資が完了した後における、ゲ

オ社が保有する当社の株式等（潜在株式を含む。）の発行済株式等総数（潜在株式を含む。）に対する割合



 

が 51.0％となるよう、株式引受けの申込みを行うことになっております。したがって、本公開買付けお

よび本増資による新株式の取得が予定どおり完了した場合、当社はゲオ社の連結子会社となる見込みです。 

 

【上場廃止となる見込み及びその事由】 

当社の株式は株式会社大阪証券取引所市場第二部に上場しておりますが、本公開買付けにおいては買付

けを行う株式数に上限が設定されており、かつ、本増資についても上記のとおりゲオ社による引受株式数

に上限が設定されているため、本公開買付けが成立した場合でも当社の株式の上場は引き続き維持される

見込みです。 

 

【公正性を担保するための措置】 

当社は、本公開買付けの条件を検討するにあたり、独立したフィナンシャル・アドバイザーであるダ

フ・アンド・フェルプス株式会社（以下、「ダフ・アンド・フェルプス社」という。）を第三者算定機関に

選定し、当社の株式価値の算定およびそれに関する助言を依頼し、同社および顧問弁護士の助言を基に、

公開買付者との間で本公開買付けの条件について十分な協議および交渉を行いました。 

 当社は、平成 20 年５月 12 日にダフ・アンド・フェルプス社より、本買付価格の妥当性を検討するため

の参考資料として当社の株式価値に関する報告書（以下、「株式価値報告書」という。）を取得いたしまし

た。なお、ダフ・アンド・フェルプス社では、当社株式価値について、当社より提供された財務情報およ

び財務予測その他の一定の前提および条件の下で、市場株価平均法、ＤＣＦ法、修正簿価純資産法ならび

に類似会社比準法の評価方法を用いて分析をしております。 

 当該取締役会決議は、審議及び決議に参加した取締役６名全員（社外取締役２名を含む。）の賛成により

行われました。なお、当社取締役会長の沢田喜代則、同取締役の久保田貴之、稲生克典および後藤耕二

は、本公開買付けの公開買付者であるゲオ社の役職員を兼任していることから、特別利害関係人として当

該決議には参加しておりません。 

また、当社取締役会は、意思決定過程の適正性について顧問弁護士から意見を徴し、その内容も参考に

しております。 

 

【今後の見通し】 

 本公開買付けが平成21年3月期業績予想に与える影響は軽微であります。 

 

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 
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