
 

  

 

平成20年9月25日 

各   位 

会 社 名  株 式 会 社 フ ジ タ 

代表者名  代表取締役社長 上田 卓司 

（コード番号1725 東証第２部） 

問合せ先  経理部長    公文 正純 

（TEL．03－3402－1911） 

 

 

非上場の親会社である有限会社フジタ・ホールディングスによる 

当社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

当社の非上場の親会社である有限会社フジタ・ホールディングス（以下「フジタHD」といいます。）は、平成20

年9月25日、下記のとおり株式会社フジタ（以下「当社」といいます。）の普通株式及び新株予約権を公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．フジタHDの概要 

(1) 商 号 有限会社フジタ・ホールディングス 

(2) 主 な 事 業 内 容 1.有価証券の取得及び保有 

2.匿名組合等への出資及び匿名組合財産の管理運営 

3.前各号に附帯関連する一切の業務 

(3) 設 立 年 月 日 平成17年8月10日 

(4) 本 店 所 在 地 東京都港区六本木６－10－１ 六本木ヒルズ森タワー46階 

(5)  代表者の役職・氏名 取締役 アンクル・サフ 

(6) 資 本 金 3百万円 

(7) 大株主及び持株比率 ジーエス・ピーアイエー・ホールディングス合同会社 100.00％ 

資 本 関 係 1.議決権所有割合：46.15％ 

2.所有株式 

・普通株式13,664,445株 

（発行済普通株式の総数に対する割合44.86％） 

・Ｃ種優先株式8,888,889株 

（発行済Ｃ種優先株式の総数に対する割合100.00％） 

人 的 関 係 当社の取締役1名は、フジタHDの役員を兼任しております。

取 引 関 係 該当事項はありません。 

(8) フ ジ タ H D と 

当 社 と の 関 係 等 

関連当事者への

該 当 状 況
フジタHDは当社の親会社です。 

 

２．本公開買付けの目的及び概要、本公開買付け後の方針等及び今後の見通し、その他本公開買付けについては、フ

ジタHDが平成20年9月26日に提出予定の添付の「公開買付届出書」(案)に記載のとおりです。 

 

添付資料：フジタHDが平成20年9月26日に提出予定の「公開買付届出書」(案) 

なお、「第５ 対象者の状況 ２ 株価の状況」の平成20年9月の最高株価及び最低株価につきましては、本書提出時点では確定して

いないため、空欄となっております。また、実際の提出の際には若干の文言修正があり得ます。 

以 上 
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【表紙】  

【提出書類】 公開買付届出書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年９月26日 

【届出者の氏名又は名称】 有限会社フジタ・ホールディングス 

【届出者の住所又は所在地】 東京都港区六本木６－10－１ 六本木ヒルズ森タワー46階 

【最寄りの連絡場所】 同上 

【電話番号】 03-6437-1648 

【事務連絡者氏名】 ゴールドマン・サックス証券株式会社 

コーポレート・コミュニケーションズ 岩立 澄子 

【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません 

【代理人の住所又は所在地】 同上 

【最寄りの連絡場所】 同上 

【電話番号】 同上 

【事務連絡者氏名】 同上 

  

【縦覧に供する場所】  有限会社フジタ・ホールディングス 

（東京都港区六本木６－10－１ 六本木ヒルズ森タワー46階） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

（注１）本書中の「公開買付者」とは、有限会社フジタ・ホールディングスをいいます。 

（注２）本書中の「対象者」とは、株式会社フジタをいいます。 

（注３）本書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、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも

一致しません。 

（注４）本書中の「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。）をいいます。 

（注５）本書中の「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。）をいいます。 

（注６）本書中の「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７）本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特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。 

（注８）本書の提出にかかる公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関する全ての手続は、特段の記載がない限り、

全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語により作成されますが、当該英

語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。 

（注９）本公開買付けは、日本で設立された会社である対象者の普通株式及び新株予約権を対象としております。本公開買付け

は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、

米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法（Securities 

Exchange Act of 1934）13条(e)項及び14条(d)項並びに同法の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本



 
 

(案) 
 

 2

公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれる財務諸表は、日本の会計基準に基づ

いて作成されており、米国の会社の財務諸表とは同等のものとは限りません。 

（注10）本書中の記載には、米国1933年証券法（Securities Act of 1933）第27A条及び米国1934年証券取引所法（Securities 

Exchange Act of 1934）第21条Eで定義された「将来に関する記述」（forward-looking statements）が含まれています。

既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は

黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、「将来に関する記述」とし

て明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを何ら約束するものではありません。本書中の「将来

に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引

所規則で義務づけられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その

記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
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第１ 【公開買付要項】 

１ 【対象者名】 

株式会社フジタ 

 

２ 【買付け等をする株券等の種類】 

(１)普通株式 

(２)新株予約権 

 平成18年４月20日開催の臨時株主総会の決議及び同年４月20日開催の取締役会の決議に基づき発行された新

株予約権（以下「本新株予約権」といいます。） 

 

（注１） 対象者は、上記以外にC種優先株式を発行していますが、その発行済株式の100％を公開買付者が所

有しているため、買付け等の対象といたしません。 

 

３ 【買付け等の目的】 

(１)本公開買付けの概要 

公開買付者は、米国デラウェア州法に基づき設立された法人であるゴールドマン・サックス・グルー

プ・インクの完全子会社である日本法に基づき設立された株式会社（特例有限会社）です。 

公開買付者は、本届出書提出日現在、対象者普通株式13,664,445株を保有しておりますが、この度、対

象者の完全子会社化を企図して、対象者の発行済普通株式の100％（本公開買付けにおける買付等の期間

（以下「本公開買付期間」といいます。）末日までに本新株予約権の行使により発行等した又は発行等さ

れる可能性のある対象者普通株式を含み、対象者の自己株式を除きます。以下、同様。）及び対象者によ

り付与された全ての本新株予約権を取得することを目的とした公開買付けを実施いたします。 

なお、対象者は、平成20年９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。 

 

(２)本公開買付けの背景 

対象者は、株式会社ACリアルエステート（旧商号：株式会社フジタ）が、平成14年10月1日に分割型分

割（混合型）による新設分割を行うことにより、建設事業部門の承継会社として設立されました。対象者

は、民間企業、中央省庁及び地方公共団体等から建築・土木その他の建設工事全般を受注し、工事施工を

行うほか、都市開発や地域開発等の不動産開発全般に従事する会社です。 

公開買付者は、平成17年9月29日に対象者の普通株式24,444,445株（普通株式の発行済株式の総数に対

する割合55.00％）及びC種優先株式44,444,445株（C種優先株式の発行済株式の総数に対する割合

100.00％）を総額410億円で第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）により引き受け

ました。 

対象者は、株券上場廃止基準への該当事由を解消するため、平成18年9月27日開催の臨時株主総会決議

及び同日開催の取締役会決議に基づき、平成18年9月28日に公開買付者から自己の株式10,780,000株を取

得の上消却し、平成19年3月31日において公開買付者が所有する対象者株式は普通株式13,664,445株（普

通株式の発行済株式の総数に対する割合44.88％）、C種優先株式44,444,445株（C種優先株式の発行済株
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式の総数に対する割合100.00％）となりました。この結果、C種優先株式の発行済株式の総数

（44,444,445株）は、普通株式とC種優先株式の発行済株式の総数の合計である74,888,890株に対し、二

分の一を超えたため、会社法第115条に基づき、議決権制限株式であるC種優先株式の発行済株式の総数を

普通株式とC種優先株式の発行済株式の総数の合計の二分の一以下にする必要な措置として、平成19年６

月28日開催の第5回定時株主総会において、C種優先株式5株を1株に併合することを決議し、平成19年６月

29日にC種優先株式の発行済株式の総数は8,888,889株（C種優先株式の発行済株式の総数に対する割合

100.00％）となりました。本届出書提出日現在公開買付者が有する対象者の議決権所有割合は約46.15％

(なお、当該議決権所有割合の計算にあたっては、分母に特別関係者が所有する新株予約権の目的となる

株式数は加算しておらず、分子・分母ともに公開買付者が有するC種優先株式につき普通株式を対価とす

る取得請求権が行使された場合に公開買付者に交付される株式数は加算しておりません。)所有する対象

者株式は普通株式13,664,445株（普通株式の発行済株式の総数に対する割合44.86％）、C種優先株式

8,888,889株（C種優先株式の発行済株式の総数に対する割合100.00％）となっております。 

なお、C種優先株式については、現在その全てにつき普通株式を対価とする取得請求権を行使すること

が可能な状況にあり、仮に本届出書提出日現在において、公開買付者が保有する全てのC種優先株式につ

き取得請求権を行使した場合、公開買付者は新たに合計346,706,892株の対象者の普通株式を取得するこ

ととなり、この結果公開買付者の議決権所有割合は約95.76％(なお、当該議決権所有割合の計算にあたっ

ては、分母に特別関係者が所有する新株予約権の目的となる株式数は加算しておりません。)となります。 

また、公開買付者の関連会社であるゴールドマン・サックス証券会社、Goldman Sachs International

は、平成20年９月22日時点において対象者普通株式を保有しておりません。 

 

公開買付者に出資しているゴールドマン・サックスは、本書提出日現在で、対象者の取締役副社長であ

る楢葉徹雄、非常勤社外取締役である小野種紀及びアンクル・サフを派遣しております。 

 

(３)本公開買付けの目的 

対象者は、本第三者割当増資の実施後、公開買付者の協力を受けて、これまでに多岐にわたる経営改革

を実行してまいりました。当該経営改革は、主に、規模の拡大よりも利益の確保を重視した経営方針の策

定と当該経営方針を具現化するための先進的な経営管理体制の構築により成り立っております。具体的に

は、対象者は、①高い技術力と競争優位性を持つ物流、工場等の特定分野への経営資源の集中、②営業戦

略の抜本的な見直し、③企画・提案力の強化の3点を中心とした収益機会の極大化と、④集中購買等によ

るコスト削減、⑤損益管理の厳格化と精度の改善、⑥「ＶＥ（バリューエンジニアリング）活動」の強化

の3点を通じた収益力の向上に取り組み、平成18年度に「新中期経営計画」の前倒し達成を果たしました。

そして、平成19年7月には、「新中期経営計画」に続く経営計画として 、顧客基盤の強化、収益基盤の強

化、組織力の向上により安定収益基盤である建設事業を更に強化し、対象者の得意分野である都市再生事

業を成長ドライバーとして強化、拡大することを主要施策とした「フジタSTEP-UP計画」（平成19年度～

平成21年度）を策定しました。この経営計画において、対象者は、従来のゼネコンの枠を超えた「建設機

能を基軸とする都市再生企業」を目指しており、従来からの対象者の強みとする都市再生事業ノウハウを

更に強化しつつ、企業不動産（ＣＲＥ）に対する有効活用の積極的提案、等価交換事業への取り組み、開

発型証券化への積極的取り組み、市街地再開発事業等の大型プロジェクトへの積極的取り組み、土壌環境

ビジネス、市街地オフィス需要対応等の複合型事業への取組みといった高付加価値かつ高収益事業を拡大、
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強化するよう努めております。 

しかしながら、建設投資に目を向けますと、平成４年度のピーク時から、平成19年度にはその60％の50

兆円弱の水準まで減少しており、また、今年度においては、サブプライム問題に起因する不動産投資環境

の大幅な悪化が見られるなど、昨今の経営環境は悪化の一途を辿っております。サブプライム問題の影響

から、不動産業界においては、不動産会社の法的整理が相次いでおり、建設業界においても、債権回収に

大きな影響を受けて、法的整理に追い込まれる建設会社が出てきております。これらの事情に鑑みれば、

不動産業界及び建設業界の経営環境は他業種と比しても悪化の度合いが強いといえると思われます。 

 

このような経営環境のなか、対象者の企業価値を向上させるためには、事業領域のさらなる選択と集中

の実践や経営環境に即した柔軟な組織改革等の経営改革に経営陣及び従業員が一丸となって取り組み、

「フジタSTEP-UP計画」の実現を確実なものとしていく必要があります。対象者の経営改革を迅速かつ機

動的に実行し、「フジタSTEP-UP計画」の実現を確実なものとするという観点から、対象者は、本公開買

付け及びその後の非公開化取引（公開買付者による対象者の完全子会社化）は、対象者の企業価値の向上

に資するものと考えております。 

また、公開買付者と同一グループに属するゴールドマン・サックスは、世界有数の金融機関としての地

位を確立しております。ゴールドマン・サックスは、戦略的パートナーシップの構築を通じて、対象者の

非上場化後も財務的・社会的信頼性を確保するために必要なサポートを全面的に提供する予定です。対象

者と公開買付者及びゴールドマン・サックスは、対象者の顧客、仕入先との信頼関係、良好な労使関係を

維持、発展させていくことが、対象者の企業価値を向上させるために必要不可欠であることについて共通

認識を有しており、対象者と公開買付者及びゴールドマン・サックスとの間で更なる協同を進めることが、

対象者の企業価値の向上に資すると判断しております。 

 

また、対象者は、上記のような経営環境のなか、競争に打ち勝ち、社会やステークホルダーへの義務を

果たしていくためには、資本構成の歪みを解消することが重要な経営課題であると認識しています。すな

わち、本書提出日現在における対象者の資本構成は、普通株式30,463,619株に対して、Ｃ種優先株式は

8,888,889株となっており、このうちＣ種優先株式は、上記（２）に記載のとおり対象者の会社再生の過

程で本第三者割当増資にあたって発行されたこともあり、発行と同時に転換が可能とされ、かつＣ種優先

株式を全て普通株式に転換した場合には発行済普通株式の総数が現在の約12倍となるなど、歪な状況にあ

るといえます。仮に、実際にＣ種優先株式の普通株式への転換が行われた場合には、既存の普通株主の持

分価値が大幅に希薄化し、転換された普通株式が市場に流入することにより、需給不均衡に対する懸念が

強まるため、市況や対象者の業績に関係なく、短期的に株価が下落する可能性があります。また、かかる

歪な資本構成が一つの要因となって、株式市場における対象者の普通株式の流動性が低水準で推移（平成

20年9月22日までの過去1年間の一日あたりの出来高平均は対象者の発行済普通株式の総数の約0.10％）し

ているものとも考えられます。また、歪な資本構成に起因して、資本市場からの資金調達も、事実上困難

な状況となっております。 

したがって、対象者は、株式の希薄化の問題や低水準にある流動性の問題を解決するとともに、将来的

に資本市場から資金調達を行うことを可能とするためにも、対象者の歪な資本構成を解消することが喫緊

の課題であると考えております。 
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対象者は、資本構成の再構築の方法として、上場維持を前提としたＣ種優先株式の買入消却、及び上場

維持を前提としたＣ種優先株式の普通株式への転換の方法についてこれまで慎重に検討してきました。 

しかしながら、上場維持を前提としたＣ種優先株式の買入消却については、買入消却の原資となる対象

者の分配可能額が平成20年3月31日現在、資本剰余金で17億円、利益剰余金で165億円のあわせて182億円

程度しかなく、現時点ではＣ種優先株式の全てを買入消却することは困難であります。また一部を買入消

却するにしても、買入消却後に残存するＣ種優先株式による希薄化の懸念を抜本的に解決することになり

ません。 

次に、上場維持を前提としたＣ種優先株式の普通株式への転換・売り出しについては、Ｃ種優先株式の

普通株式への転換により、発行済普通株式の総数が現在の約12倍となり、既存の普通株主の持分価値が大

幅に希薄化するとともに、転換された普通株式が市場に流入することになり、対象者業績とは関係なく、

株価は下落する可能性が高いものと推察されます。 

 

上記の通り、上場維持を前提とした資本構成の再構築は株主の利益を損なうおそれがあることを踏まえ

て、対象者は、親会社である公開買付者と協議の上、対象者がＣ種優先株主である公開買付者の完全子会

社となったうえで、発行済みのＣ種優先株式の総数を消却その他の方法により消滅させることにより、対

象者の資本構成を再構築することが、対象者の企業価値の極大化に資するものと判断しました。 

 

以上のことから、公開買付者は、対象者との協議の結果、対象者の歪な資本構成が解消されることに加

え、迅速な経営改革が実現できること、その他諸般の事情を踏まえて、本公開買付けは、対象者及び対象

者の株主の利益に資すると総合的に判断し、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

 

 

(４)本公開買付け後の組織再編及び経営方針予定 

公開買付者は、上記のとおり、対象者を公開買付者の完全子会社とする方針であり、本公開買付けによ

り対象者の発行済普通株式の全てを取得できなかった場合には、下記の一連の手続（以下「本完全子会社

化手続」といいます。）により対象者の株主に対して対象者株式売却の機会を提供しつつ、対象者を完全

子会社化することを予定しております。 

具体的には、本公開買付けが成立した後、公開買付者は、①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。）を付す旨の定款変更

等をすること、②全部取得条項の付された普通株式の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、及び③上記①及び②を付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開

催することを対象者に対し要請する予定です。また、本完全子会社化手続を実行するに際しては、上記①

につき、会社法第111条第２項第１号に基づき、本臨時株主総会の決議に加えて、株式の内容として全部

取得条項が付される対象者普通株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総

会」といいます。）の決議が必要となります。そのため、公開買付者は、対象者に対し、④本臨時株主総

会と同日に本種類株主総会を開催することについても要請する予定です。 

本公開買付けが成立し、本臨時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合には、公開

買付者は本臨時株主総会及び本種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 

上記各議案が承認可決され、各手続が実行された場合、対象者の発行する全ての普通株式は、全部取得
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条項が付された上で、全て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

の対象者株式が交付されることになります。対象者の全部取得条項が付された普通株式の取得の対価とし

て対象者の株主に対して交付される対象者株式の数は、本書提出日現在未定ですが、公開買付者が対象者

の全ての発行済株式（対象者の自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、公開買付者は、対象

者に対し、本公開買付けに応募されなかった公開買付者以外の対象者の株主に対し交付される対象者株式

の数が１株に満たない端数となるよう決定することを要請する予定です。そのため、公開買付者以外の対

象者の株主に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定めに従って、当該端数の合計数（合計した

数に端数がある場合には当該端数は切り捨てられます。）を売却すること（対象者がその全部又は一部を

買い取ることを含みます。）によって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計

数の売却の結果、株主に交付されることになる金銭の額については、特段の事情がない限り、本公開買付

けの対象者普通株式の買付価格を基準として算定する予定ですが、この金額が時間の経過による価値の変

動等の要因により、本公開買付けの対象者普通株式の買付価格と異なることがあり得ます。 

上記の手続に関連する対象者普通株式を所有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①の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更をするに際しては、会社法第116条及び

第117条その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主がその有する株式の買取請求を行うことができ

る旨が定められており、また、（ⅱ）上記②の全部取得条項が付された株式の全部取得が本臨時株主総会

において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主が当該株

式の取得価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。これらの（ⅰ）又は（ⅱ）の

方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるため、本公開

買付けの対象者普通株式の買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行

うにあたっての必要な手続等に関しては、株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこ

ととなります。 

なお、関係法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の公開買付者による対象者株式の

所有割合及び公開買付者以外の対象者株主の対象者株式の保有状況等によっては、公開買付者は、上記方

法に代えて、他の方法により対象者を完全子会社化する可能性があります。 

対象者の本新株予約権については、本公開買付けが成立したものの対象者の本新株予約権の全てを取得

できなかった場合には、買入れ消却、組織再編の過程で対価として金銭等を交付することその他の方法で

消滅させることを予定しておりますが、現時点でその方法は決定しておりません。 

本公開買付けへの応募、完全子会社化に際しての金銭の交付又は本完全子会社化手続に際しての株式買

取請求権の行使に基づく対象者株式の買取り等に係る税務上の取扱いについては、株主各位において税務

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、対象者は、平成20年９月25日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、

平成21年３月期の期末配当を無配とすること及び株主優待制度を廃止することを決議しております。 

 

 

(５)上場廃止等となる見込み 

対象者株式は、現在、東京証券取引所市場第二部に上場していますが、公開買付者は本公開買付けにお

いて買付けを行う株券の数に上限を設定していないため、対象者株式は、本公開買付けの結果次第では、

株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に従い、所定の手続を経て上場廃止になる可能性があります。
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また、対象者は本完全子会社化手続により公開買付者の完全子会社となることが予定されておりますので、

その場合には、対象者株式は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に従い所定の手続を経て上場

廃止となる見込みです。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所において取引することはできません。

また、本完全子会社化手続が行われる場合、対象者の全部取得条項が付された普通株式の取得対価として

交付されることとなる別個の種類の対象者株式の上場申請は行われない予定です。 

 

(６)上場廃止を目的とする理由 

上記のとおり、対象者株式は、本公開買付けの結果次第では上場廃止となる可能性があり、また、対象

者が本完全子会社化手続により公開買付者の完全子会社となった場合には上場廃止となる見込みです。こ

れは、「（３）本公開買付けの目的」に記載のとおり、対象者の喫緊の課題たる資本構成の再構築を既存

の株主の利益を損なわない形で実現するためには、一時的に非上場化することが最善の方策であるとの判

断に対象者自身が至ったこと、また、公開買付者も、かかる対象者の経営陣の意向を受け、対象者の経営

陣と従業員が一体となって更なる企業価値の向上を図るためには、自らが対象者のすべての株式を取得の

上対象者の非上場化を行い、対象者の資本構成の再構築が最適であると判断したことによるものでありま

す。 

対象者の少数株主の利益を保護するべく、「（４）本公開買付け後の組織再編及び経営方針予定」に記

載の方法により、公開買付者を除く対象者の株主に対して対象者株式の売却機会を提供しつつ、対象者を

完全子会社化することを企図しております。なお、完全子会社化の過程において公開買付者以外の株主に

交付される金銭の額は、特段の事情がない限り本公開買付けの対象者普通株式の買付価格を基準として算

定する予定です。 

 

(７) 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 

（イ） 独立した第三者算定機関からの報告書の取得 

対象者取締役会は、公開買付者の本公開買付けの普通株式1株当たりの買付価格（以下「本公開買付価格」

といいます。）の妥当性を検証するため、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関より株式価値分

析に関する報告書を取得することとし、第三者算定機関として株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳを選任し、平成20年

９月22日に対象者の普通株式の価値に関する「株式価値分析に関する報告書」を取得しております。 

第三者算定機関である株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳは、本公開買付けにおける分析手法を検討した結果、市場

株価方式、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式（以下「ＤＣＦ方式」といいます。）、株価倍率方

式を用いて、対象者の株式価値分析を行いました。市場株価方式は、対象者の一定期間の平均株価に基づき、

株式価値を分析する手法であり、証券市場における客観的評価指標と考えられます。ＤＣＦ方式は、今後対象

者が獲得するであろうキャッシュフローから企業価値を分析する方法であり、対象者の成長性等を考慮した継

続企業としての価値を最もよくあらわす手法と考えられます。株価倍率方式は、類似事業を営む会社における

収益力等に対する企業価値等の倍率に基づき、株式価値を分析する手法です。当該株式価値分析に関する報告

書における各手法による対象者の株式価値分析の結果は以下のとおりです。 

（一）市場株価方式では、平成20年９月22日を基準日とし、対象者の東京証券取引所市場第二部における1ヶ

月から3ヶ月の終値単純平均値をもとに１株当たりの普通株式の価値を121円から184円と分析しており

ます。 

（二）ＤＣＦ方式では、対象者の収益予測等の諸要素を前提とし、対象者が将来生み出すと見込まれるキャ
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ッシュフローを一定の割引率で現在価値に割り引いて、株式価値を分析し、１株当たりの普通株式の

価値を186円から218円と分析しております。 

（三）株価倍率方式では、対象者と類似する事業を営む上場企業の市場株価、収益性指標を比較することで、

対象者の１株当たりの普通株式の価値を176円から210円と分析しております。 

また、対象者は、株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳより、上記の各分析手法による分析結果の意味するところの説

明を受けております。 

対象者取締役会は、公開買付者による本公開買付価格について、上記の株式価値分析に関する報告書の分析

結果を参考の上、慎重に検討した結果、本公開買付価格は、市場株価方式により分析された対象者１株当たり

株式価値の上限を大幅に超過していることやＤＣＦ方式により分析された対象者１株当たり株式価値の中ほど

に位置する価格であること、本公開買付けの実態等を総合的に勘案して、適正な水準にあるものと判断してお

ります。 

 

（ロ） 利害関係を有しない取締役による審理 

対象者取締役会は、本取引に関する対象者取締役会の意思決定において、不当に恣意的な判断がなされるこ

とを防止し、公正さ、透明性、客観性を高めるべく、公開買付者との間で利害関係を有しない取締役のみで構

成される取締役会により慎重に審理しております。具体的には、平成20年９月９日から同年９月25日までの間

に、合計８回、公開買付者の関連会社の従業員を兼任しているため、本取引に関し対象者と利益が相反する可

能性がある取締役副社長楢葉徹雄、取締役小野種紀及び取締役アンクル・サフを除く取締役及び監査役により

取締役会を開催し、本公開買付け及びその後の非公開化取引について、第三者算定機関である株式会社ＫＰＭ

Ｇ ＦＡＳより提出を受けた株式価値分析に関する報告書における分析結果を参考にしつつ、対象者の法務ア

ドバイザーである森・濱田松本法律事務所より助言を得ながら、資本構成の再構築の方法として、上場維持を

前提としたＣ種優先株式の買入消却、及び上場維持を前提としたＣ種優先株式の普通株式への転換、並びに対

象者がＣ種優先株主である公開買付者の完全子会社となったうえで、発行済みのＣ種優先株式を処理する方法

の各々のメリット、デメリットと、全ステークホルダーへの影響等を、対象者の企業価値向上に最も資する方

法はどれか、株主様の利益を最も損なわない方法はどれかとの観点を中心に様々な角度から慎重に精査し、審

議したとのことです。 

 

（ハ） 取締役会における賛同決議の方法 

対象者取締役会は、以下の利益相反の問題を有する取締役を除く取締役及び監査役全員が出席し、上記

（ロ）に記載したとおり慎重に審議を重ねた結果、対象者の経営課題である資本構成の歪みを解消することが

できることに加え、迅速な経営改革が実現できること、本公開買付けの公開買付価格その他の諸条件は妥当で

あり、本公開買付けは対象者株主に合理的な価格による対象者普通株式の売却の機会を提供するものであるこ

と、その他諸般の事情を踏まえて、本公開買付けは、対象者及び対象者の株主の利益に資すると総合的に判断

し、社外取締役を含め、本公開買付けに賛同することを決議しております。また、社外監査役を含めたいずれ

の監査役も取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成する旨の意見を述べております。

なお、対象者の取締役副社長楢葉徹雄、取締役小野種紀及び取締役アンクル・サフは、公開買付者の関連会社

の従業員を兼任していることから、対象者と利益が相反する可能性があるとして、本取引に関する議案の審議

及び決議に一切参加しておりません。 

 



 
 

(案) 
 

 10

（二） 価格の適正性を確保する客観的状況 

公開買付者は、本公開買付けの買付期間を、比較的長期である35営業日に設定することにより、対象者株式

について、他の買付者による買付けの機会を確保しております。また、公開買付者と対象者との間で、対象者

株式の買付けについて、他の買付者による買付けの出現及び実行を阻害するような合意は存在しておりません。 

このように、第三者からの買付けの機会を確保することにより、本公開買付価格の適正性を客観的にも担保し

ております。 
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４ 【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】 

（１）【買付け等の期間】 

①【届出当初の期間】 

 

買付け等の期間 平成20年９月26日（金曜日）から平成20年11月17日（月曜日）まで（35営業日） 

公告日 平成20年９月26日（金曜日） 

公告掲載新聞名 
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。 

（電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/） 

 

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。 
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（２）【買付け等の価格】 

株券 普通株式   １株につき金200円 

新株予約権証券 本新株予約権 １個につき金58円 

新株予約権付社債券 ― 

株券等信託受益証券
（       ） 

― 

株券等預託証券 
（       ） 

― 

算定の基礎 

（１）普通株式 

公開買付者が平成17年９月29日に対象者の普通株式24,444,445 株、C種優先株

式44,444,445 株の発行による総額410億円の第三者割当増資の全額を引き受けて

から、公開買付者は対象者の多岐にわたる経営改革を支援してきました。公開買

付者と対象者の経営陣は、当該経営改革の一環として、C種優先株式の転換により

発行済みの普通株式数が約12倍に増加することの影響と想定される対応策につい

て、これまでともに検討を重ねてきました。公開買付者と対象者の経営陣は、対

象者の中長期的な企業価値の向上にとって最適資本構成の導入が重要であること

について合意に至り、公開買付者は対象者の発行済株式の100％及び対象者により

付与された全ての本新株予約権の取得を目標として本公開買付けを実施すること

を平成20年９月25日に決定しました。また、対象者は、平成20年９月25日開催の

取締役会において本公開買付けに関する意見表明の決議を行っております。 

公開買付者は、対象者の市場株価の推移を精査したところ、平成20年９月25日

の前営業日までの過去１ヶ月間及び過去３ヶ月間の株式会社東京証券取引所にお

ける対象者普通株式の売買価格の終値の出来高加重平均値はそれぞれ120円及び

143円（小数点以下四捨五入）であるという結果を得ました。公開買付者は、株主

価値の算定にあたり、かかる対象者の市場株価の推移を参考とし、公開買付者が

これまでに支援してきた対象者の経営改革の結果として対象者の財務状況並びに

事業の収益性及び将来の成長性が改善したことにより、公開買付者が平成17年9月

29日に対象者の第三者割当増資を引き受けた時点と比べて対象者の株主価値が増

加したことを検証し、これらの要素を総合的に勘案した結果として、平成20年９

月25日に本公開買付けの対象者普通株式の買付価格を普通株式１株当たり200円と

することに決定いたしました。なお、本公開買付けの買付価格の算定に際し、第

三者機関の算定書は取得しておりません。 

公開買付者が本公開買付けに関する公表を行った平成20年９月25日の前営業日

の売買価格の終値、過去１ヶ月間及び過去３ヶ月間の株式会社東京証券取引所に

おける対象者普通株式の売買価格の終値の出来高加重平均値はそれぞれ136円、

120円及び143円であり、公開買付者が上記のとおり総合的に勘案して導き出した

本公開買付けの対象者普通株式の買付価格は、当該終値及び当該出来高加重平均

値に対してそれぞれ47.1％、66.2％及び40.2％上回る金額となります。 

 

（２）本新株予約権 

本届出書提出日現在において、対象者の本新株予約権について、対象者普通株

式１株当たりの行使価額（115円）は本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価

額である200円を85円下回っております。 

また、本届出書提出日現在において、本新株予約権の目的となる株式の数は、

新株予約権１個に対し普通株式0.685株となっております。そこで、本新株予約権

に係る対象者普通株式１株当たりの行使価額と本公開買付けにおける対象者普通

株式１株当たりの買付価額の差額である85円と、本新株予約権１個に対し目的と

なる普通株式の数である0.685株を乗じた金額である58円（小数点以下四捨五入）

を本新株予約権の買付価格に決定いたしました。なお、本公開買付けの買付価格

の算定に際し、第三者機関の算定書は取得しておりません。 
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算定の経緯 

（１）普通株式 

公開買付者が平成17年９月29日に対象者の普通株式24,444,445 株、C種優先株

式44,444,445 株の発行による総額410億円の第三者割当増資の全額を引き受けて

から、公開買付者は対象者の多岐にわたる経営改革を支援してきました。公開買

付者と対象者の経営陣は、当該経営改革の一環として、C種優先株式の転換により

発行済みの普通株式数が約12倍に増加することの影響と想定される対応策につい

て、これまでともに検討を重ねてきました。公開買付者と対象者の経営陣は、対

象者の中長期的な企業価値の向上にとって最適資本構成の導入が重要であること

について合意に至り、公開買付者は対象者の発行済株式の100％及び対象者により

付与された全ての本新株予約権の取得を目標として、平成20年９月25日に本公開

買付けを実施することを決定しました。また、対象者は、平成20年９月25日開催

の取締役会において本公開買付けに関する意見表明の決議を行っております。 

公開買付者は、対象者の市場株価の推移を精査したところ、平成20年９月25日

の前営業日までの過去１ヶ月間及び過去３ヶ月間の株式会社東京証券取引所にお

ける対象者普通株式の売買価格の終値の出来高加重平均値はそれぞれ120円及び

143円（小数点以下四捨五入）であるという結果を得ました。公開買付者は、株主

価値の算定にあたり、かかる対象者の市場株価の推移を参考とし、公開買付者が

これまでに支援してきた対象者の経営改革の結果として対象者の財務状況並びに

事業の収益性及び将来の成長性が改善したことにより、公開買付者が平成17年9月

29日に対象者の第三者割当増資を引き受けた時点と比べて対象者の株主価値が増

加したことを検証し、これらの要素を総合的に勘案した結果として、平成20年９

月25日に本公開買付けの対象者普通株式の買付価格を普通株式１株当たり200円と

することに決定いたしました。なお、本公開買付けの対象者普通株式の買付価格

の算定に際し、第三者機関の算定書は取得しておりません。 

 

また、対象者は平成20年９月25日開催の取締役会において本公開買付けに関す

る意見表明の決議にあたり、公開買付者の対象者に対する株式評価結果である対

象者普通株式の１株当たり買付価格200円の妥当性を検証するため、第三者算定機

関として、株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳを選任し、平成20年9月22日に対象者の普通

株式の価値に関する「株式価値分析に関する報告書」を取得しました。当該報告

書においては、市場株価方式、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式

（以下「ＤＣＦ方式」といいます。）及び株価倍率方式によって対象者の株式価

値が分析されており、対象者の普通株式１株当たり株式価値は、市場株価方式に

よれば121円～184円、ＤＣＦ方式によれば186円～218円、株価倍率方式によれば

176円～210円と分析されております。 

 

（２）本新株予約権 

本届出書提出日現在において、対象者の本新株予約権について、対象者普通株

式１株当たりの行使価額（115円）は本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価

額である200円を85円下回っております。 

また、本届出書提出日現在において、本新株予約権の目的となる株式の数は、

新株予約権１個に対し普通株式0.685株となっております。そこで、本新株予約権

に係る対象者普通株式１株当たりの行使価額と本公開買付けにおける対象者普通

株式１株当たりの買付価額の差額である85円と、本新株予約権１個に対し目的と

なる普通株式の数である0.685株を乗じた金額である58円（小数点以下四捨五入）

を本新株予約権の買付価格に決定いたしました。なお、本公開買付けの買付価格

の算定に際し、第三者機関の算定書は取得しておりません。 

 

 



 
 

(案) 
 

 14

（３）【買付予定の株券等の数】 

 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定数の下限 株式に換算した買付予定数の上限 

18,098,461（株） ―（株） ―（株） 

（注１） 本公開買付けでは、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、応募株券等の全部

の買付けを行います。 

（注２） 本公開買付期間末日までに本新株予約権の行使により発行等した又は発行等される可能性のある対象者

株式も本公開買付けの対象としております。 

（注３）本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の最大数（株式に換算したもの）は、「株式に換算した

買付予定数」に記載しているとおり、18,098,461株となります。これは対象者の第７期第１四半期にかか

る四半期報告書（平成20年８月11日提出）に記載された平成20年６月30日現在における対象者の発行済普

通株式総数（30,459,319株）に、同四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在における本新株予約

権の目的となる株式数の総数（1,358,303株）（平成20年７月１日以降本届出書提出日までに行使された本

新株予約権に係るものを含みます。）を加え、同四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在におい

て対象者が保有する自己株式数（54,716株）及び本届出書提出日現在において公開買付者が保有する株式

数（13,664,445株）を控除した株式数（18,098,461株）（以下「最大買付株式数」といいます。）です。 

（注４） 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「７ 応募及び契約の解除の方

法」の「（１）応募の方法」においてそれぞれ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「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

象者は法令の手続きに従い買付け等の期間中に自己の株式を買い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。買付け等の期間中に対象者がかかる株式を買い取った

場合、その数は公開買付報告書において開示いたします。 

（注５）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。 
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５ 【買付け等を行った後における株券等所有割合】 
 

区分 議決権の数 

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）（a） 180,984

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（b） 13,583

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
（個）（c） 

―

届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）（d）  3,603,713

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（e） 3,467,068

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
（個）（f） 

―

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（個）（g） 533

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（h） 225

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
（個）（i） 

―

対象者の総株主等の議決権の数（平成20年6月30日現在）（個）（j） 296,086

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 
（（a）/（j））（％） 

56.98

買付け等を行った後における株券等所有割合 
（（a＋d＋g）/（j＋（b－c）+（e－f）+（h－i））×100）（％） 

100.00

（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数（18,098,461株）の

株券等に係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（b）」は、買付予定の株券等に係る議決権の数のうち、第

７期第１四半期にかかる四半期報告書（平成20年８月11日提出）に記載された平成20年６月30日現在にお

ける本新株予約権の目的となる株式数の総数（1,358,303株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注３） 「ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（e）」は、「届出書提出日現在における公開買付者の所

有株券等に係る議決権の数（個）（d）」のうち、公開買付者が保有するC種優先株式の全てにつき普通株

式を対価とする取得請求権が行使された場合に公開買付者に交付される株式数（346,706,892株）に係る

議決権の数を記載しております。 

（注４） 「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）」及び「gのうち潜在株券等

に係る議決権の数（個）（h）」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。なお、「gのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（h）」は「届出書提出日現在における特

別関係者の所有株券等にかかる議決権の数（個）（g）」の数のうち、特別関係者が保有する本新株予約

権の目的となる株式数（22,567株に係る議決権の数を記載しております。また、特別関係者の所有株券等

も本公開買付けの対象としているため、「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（個）（g）」は、「買付予定の株券等に係る議決権の数（個）（a）」に含まれることから、「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、「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（個）（g）」は分子に加算しておらず、「gのうち潜在株券等に係る議決

権の数（個）（h）」は、「aのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（b）」に含まれることから、「g

のうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（h）」は分母に加算しておりません。 

（注５） 「対象者の総株主等の議決権の数(j)」は、対象者の第７期第１四半期にかかる四半期報告書（平成20年

８月11日提出）に記載された平成20年６月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにお

いては単元未満株式及び相互保有株式並びに公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により発行等

した又は発行される可能性のある対象者の普通株式についても買付け等の対象としているため、「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」の計算においては、第７期第１四半
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期にかかる四半期報告書（平成20年８月11日提出）に記載された平成20年６月30日現在の対象者の発行済

普通株式総数（30,459,319株）に、同四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在における本新株予

約権の目的となる株式数の総数（1,358,303株）（平成20年７月１日以降本届出書提出日までに行使され

た本新株予約権に係るものを含みます。）を加えて、本公開買付けを通じて取得する予定のない第７期第

１四半期にかかる四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在の対象者の保有する自己株式数

（54,716株）を控除した31,762,906株に係る議決権の数である317,629個を「対象者の総株主等の議決権

の数（個）（j）」とし、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算における分母には、

「ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（b）」及び「ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数

（個）（e）」を加算することなく計算しております。 

（注６） なお、公開買付者は対象会社が発行しているC種優先株式を所有しており、「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」において、第７期第１四半期にかかる四半期報告書（平

成20年８月11日提出）に記載された平成20年６月30日現在の対象者の発行済普通株式総数（30,459,319

株）に、同四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在における本新株予約権の目的となる株式数の

総数（1,358,303株）（平成20年７月１日以降本届出書提出日までに行使された本新株予約権に係るもの

を含みます。）及び公開買付者が保有するC種優先株式の全てにつき普通株式を対価とする取得請求権が

行使された場合に公開買付者に交付される株式数（346,706,892株）を加えて、本公開買付けを通じて取

得する予定のない第７期第１四半期にかかる四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在の対象者の

保有する自己株式数（54,716株）を控除した378,469,798株に係る議決権の数である3,784,697個を「対象

者の総株主等の議決権の数（個）（j）」として計算した場合は、4.78％となります。 

（注７） 本公開買付けにおいては単元未満株式及び相互保有株式並びに公開買付期間の末日までに本新株予約権の

行使により発行等した又は発行される可能性のある対象者の普通株式についても買付け等の対象としてい

るため、「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、第７期第１四半期にかかる

四半期報告書（平成20年８月11日提出）に記載された平成20年６月30日現在の対象者の発行済普通株式総

数（30,459,319株）に、同四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在における本新株予約権の目的

となる株式数の総数（1,358,303株）（平成20年７月１日以降本届出書提出日までに行使された本新株予

約権に係るものを含みます。）及び公開買付者が保有するC種優先株式の全てにつき普通株式を対価とす

る取得請求権が行使された場合に公開買付者に交付される株式数（346,706,892株）を加えて、本公開買

付けを通じて取得する予定のない第７期第１四半期にかかる四半期報告書に記載された平成20年６月30日

現在の対象者の保有する自己株式数（54,716株）を控除した378,469,798株に係る議決権の数である

3,784,697個を「対象者の総株主等の議決権の数（個）（j）」として計算しております。 

（注８） 「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」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

６ 【株券等の取得に関する許可等】 

該当事項はありません。 
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７ 【応募及び契約の解除の方法】 

（１）【応募の方法】 

① 公開買付代理人 

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 

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任しております。 

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 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する方（以下「応募株

主等」といいます。）は、公開買付代理人又は復代理人の各本店又は全国各支店（以下、公開買付代理人又

は復代理人にて既に口座をお持ちの場合には、お取引支店といたします。）において、所定の「公開買付応

募申込書」に所要事項を記載のうえ、応募株券等（新株予約権証券を含みます。）を添えて公開買付期間末

日の16時までに応募して下さい。株券等が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場合は、株券の提出は必要ありません。保管さ

れている株券等について預り証が発行されている場合は、その預り証もご提出下さい。なお、本公開買付け

においては、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。 

③ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意下さい。また、応

募の際に本人確認書類が必要となる場合があります。（注１）（注２） 

④ 外国の居住者である株主等（法人株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。）の場合、日本国内

の常任代理人を通じて応募して下さい（常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付き

の「写し」をいただきます。）。 

⑤ 個人の株主の場合、買付けられた株券に係る売却代金と取得費との差額は、株式の譲渡所得等に関する申告

分離課税の適用対象となります。（注３） 

⑥ 応募の受付に際しては、応募株主等に対して「公開買付応募申込受付票」を交付します。 

⑦ 公開買付代理人及び復代理人の各本店及び全国各支店において、公開買付期間末日の16時まで応募の受付を

します。 

（注１）本人確認書類について 

公開買付代理人若しくは復代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が日本国

内の常任代理人を通じて応募される場合、次の本人確認書類(次の本人特定事項を確認できるもの)が必

要になります（法人の場合は、法人本人の本人確認書類に加え、「現に取引に当たる担当者」について

も本人確認書類が必要になります。）。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人

又は復代理人にお尋ね下さい。 

個人    ・・・ 印鑑登録証明書、健康保険証、運転免許証、パスポート等 

本人特定事項   ①氏名、②住所、③生年月日 

法人    ・・・ 登記簿謄本、官公庁から発行された書類等 

本人特定事項   ①名称、②本店又は主たる事務所の所在地 

外国人株主等・・・ 外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の

場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類そ

の他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等（自然人の場

合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店

又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限ります。） 

（注２）取引関係書類の郵送について 

本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地又は所在地に取引

関係書類を郵送させていただきます。 

（注３）株式の譲渡所得等に対する申告分離課税について（個人株主の場合） 

個人株主の方につきましては、株式の譲渡には、申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質

問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 
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（２）【契約の解除の方法】 

 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、後記「11. その他買付け等の条件及び方法」の

「（４）応募株主等の契約の解除権についての事項」に従って、応募受付をした公開買付代理人又は復代理人

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。 

解除書面を受領する権限を有する者： 

 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 

  （その他の大和証券エスエムビーシー株式会社全国各支店）

 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 

  （その他の大和証券株式会社全国各支店） 

 

（３）【株券等の返還方法】 

 上記「７．応募及び契約の解除の方法」の「（２）契約の解除の方法」に記載の方法により、応募株主等が

公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに後記「10. 決済の方法」の

「（４）株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。 

 

（４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・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 
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８ 【買付け等に要する資金】 

（１）【買付け等に要する資金等】 

買付代金（円）（a） 3,619,692,200 

金銭以外の対価の種類 ― 

金銭以外の対価の総額 ― 

買付手数料（b） 200,000,000 

その他（c） 16,000,000 

合計（a）＋（b）＋（c） 3,835,692,200 

（注１）「買付代金（円）（a）」欄は、買付予定数（18,098,461株）に対象者普通株式の１株当たりの買付価格

（200円）を乗じた金額です。 

（注２）「買付手数料（b）」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。 

（注３）「その他（c）」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費

用につき、その見積額を記載しております。 

（注４）その他、公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は公開買付終了後ま

で未確定です。 

（注５）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】 

① 【届出日の前々日又は前日現在の預金】 

 

種類 金額（千円） 

― ― 

計（a） ― 

 

② 【届出日前の借入金】 

イ 【金融機関】 
 

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

１ ― ― ― ― 

２ ― ― ― ― 

計 ― 

 

ロ 【金融機関以外】 

 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

― ― ― ― 

― ― ― ― 
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計 ― 

 

③ 【届出日以後に借入れを予定している資金】 

イ 【金融機関】 

 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

― ― ― ― 

計（b） ― 

 

ロ 【金融機関以外】 

 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

― ― ― ― 

計（c） ― 

 

④ 【その他資金調達方法】 

 

内容 金額（千円） 

公開買付者の匿名組合員による匿名組合出資 3,840,000 

計（d） 3,840,000 

（注） 公開買付者は、ジーエス・キャピタル・パートナーズ・ファイブ・ファンド・エルピー、ジーエス・キャ

ピタル・パートナーズ・ファイブ・オフショア・ファンド・エルピー、ジーエス・キャピタル・パートナ

ーズ・ファイブ・インスティテューショナル・エルピー及びジーエス・フジタ・ホールディングス・ジャ

ーマニー・リミテッド（以下「匿名組合員」といいます）より、公開買付者・匿名組合員間の匿名組合契

約に基づき、決済日までに3,840,000千円を限度として匿名組合出資を行う旨の証明書を得ております。 

 

⑤ 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】 

3,840,000千円（（a）＋（b）＋（c）＋（d）） 

(注)上記は、最大買付株式数（18,098,461株）を買付けた場合に必要となる買付代金を超えており、前記「８．

買付け等に要する資金」の「（１）買付け等に要する資金等」に記載した金額とは一致しません。 

 

（３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】 

該当事項はありません。 

 

９ 【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】 

該当事項はありません。 
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10 【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】 

 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11月26日（水曜日） 

 

（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応募株主等の住所又は所在地（外国人株主等の場合

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（外国人株主等の場合はその常任代理

人）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。 

 

（４）【株券等の返還方法】 

 下記「11．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株券等は、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公開買付けの撤回等を行

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（外国人株主等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。 
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11 【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】 

令第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、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。 

 

（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、応募株券等は手続終了後速やかに前記「10. 決済の方法」の「（４）株券等の返還方法」に

記載の方法により返還します。 

 

（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
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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。 
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第２ 【公開買付者の状況】 

１ 【会社の場合】 

（１）【会社の概要】 

① 【会社の沿革】 

年月 沿革 

2005年8月 対象者株式の取得及び保有を目的に設立。 

 

② 【会社の目的及び事業の内容】 

会社の目的 

1. 有価証券の取得及び保有 

2. 匿名組合等への出資及び匿名組合財産の管理運営 

3. 前各号に附帯関連する一切の業務 

事業の内容 

公開買付者は、対象者の有価証券を取得及び保有することを主たる事業としております。 

 

③ 【資本金の額及び発行済株式の総数】 
平成20年９月26日現在 

資本金の額 発行済株式の総数 

3百万円 60株

 

④ 【大株主】 
平成20年９月26日現在 

氏名又は名称 住所又は所在地 
所有株式の数 
（株） 

発行済株式の
総数に対する
所有株式の数
の割合(％) 

ジーエス・ピーアイエー・ホー

ルディングス合同会社 

東京都港区六本木六丁目10番1号 

六本木ヒルズ森タワー46階 
60株 100％

計 ― 60株 100％
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⑤ 【役員の職歴及び所有株式の数】 

平成20年９月26日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 
所有株式数
(株) 

平成10年10月

 

ゴールドマン・サックス・アン

ド・カンパニー入社 

平成16年1月 ゴールドマン・サックス証券会社

（現ゴールドマン・サックス証券

株式会社*） 

プリンシパル・インベストメン

ト・エリア統括 

平成17年7月 対象者取締役（現任） 

株式会社ユー・エス・ジェイ取締

役（現任） 

平成17年8月 公開買付者取締役（現任） 

平成17年11月 ゴールドマン・サックス証券会社 

（現ゴールドマン・サックス証券 

株式会社*）マネージング・ディ

レクター 

プリンシパル・インベストメン

ト・エリア統括（現任） 

平成18年2月 三洋電機株式会社取締役（現任） 

平成19年6月 イー・モバイル株式会社取締役

（現任） 

平成19年10月 株式会社アルデプロ取締役（現

任） 

平成19年11月 株式会社USEN取締役（現任） 

取締役  アンクル・サフ 
昭和44年10月

18日生 

*平成18年10月よりゴールドマン・サックス証券

会社の営業譲渡に伴いゴールドマン・サックス

証券株式会社にて勤務 

― 

計 ― ― ― ― ― 
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（２）【経理の状況】 

公開買付者の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。）に基づいて作成しております。 

なお、公開買付者の財務諸表は、法定監査を受けておりません。 
① 【貸借対照表】 

    第2期 
（平成18年12月31日現在） 

第3期 
（平成19年12月31日現在） 

区分 注記 
番号 金 額（千円） 構成比

（％）
金 額（千円） 構成比

（％）

          
（資産の部）         
Ⅰ 流動資産         
   現金及び預金    486,257 1.2  4,744,618 9.8

   営業投資有価証券  － － 42,826,612 88.9

   前払費用  23,571 0.1 29,018 0.1

   未収還付法人税等    547,131 1.3  441,358 0.9

    流動資産合計    1,056,961 2.6  48,041,607 99.7

Ⅱ 固定資産         

  投資その他の資産  
   関係会社株式  40,331,899 97.4 － －

   長期前払費用    － －  135,625 0.3

   投資その他の資産合計  40,331,899 97.4 135,625 0.3

    固定資産合計    40,331,899 97.4  135,625 0.3

     資産合計    41,388,860 100.0  48,177,232 100.0

          

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

   未払金    25,776 0.1  － －

   未払費用    583 0.0  45,873 0.1

   未払法人税等  － － 70 0.0

   繰延税金負債    － －  12,473 0.0

    流動負債合計    26,360 0.1  58,417 0.1

Ⅱ 固定負債  
   長期借入金  － － 30,000,000 62.3

   関係会社長期借入金  500,000 1.2 500,000 1.0

   匿名組合出資預り金  40,802,284 98.6 15,062,921 31.3

    固定負債合計  41,302,284 99.8 45,562,921 94.6

     負債合計    41,328,645 99.9  45,621,338 94.7

          

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

   資本金    3,000 0.0  3,000 0.0

   利益剰余金         

    その他利益剰余金   

     繰越利益剰余金   57,215   70,654   

     利益剰余金合計    57,215 0.1  70,654 0.1

      株主資本合計    60,215 0.1  73,654 0.2

Ⅱ 評価・換算差額等         

   その他有価証券評価差額金    － －  2,482,239 5.2

    評価・換算差額等合計    － －  2,482,239 5.2

     純資産合計    60,215 0.1  2,555,893 5.3

      負債純資産合計    41,388,860 100.0  48,177,232 100.0
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② 【損益計算書】 

    第2期 
（平成18年12月31日現在） 

第3期 
（平成19年12月31日現在） 

区分 注記

番号 金 額（千円） 百分比

（％）
金 額（千円） 百分比

（％）

                
 営業収益    
  受取配当金   2,316,549  2,215,393  
  受取利息   － 2,136,549 1,865 2,217,258

   営業収益計  2,136,549 100.0 2,217,258 100.0

 営業費用    
  業務委託費  99,206 41,907 

  専門家報酬  474,398 140,739 

  支払利息   2,557 458,693 
  その他営業費用  21,154 597,316 30,344 671,684

   営業費用計    597,316 27.9  671,684 30.2

  営業利益    1,539,232 72.0  1,545,574 69.7

 特別利益    
  関係会社株式売却益  3,639,001 3,639,001 170.3 － － －

  匿名組合契約に 

   基づく損益分配前の 

   税引前当期純利益 
   

5,178,234 242.3 1,545,574 69.7

  匿名組合契約に 

   基づく利益分配額 
 

5,119,115 239.5 1,532,065 69.0

  税引前当期純利益  59,118 2.7 13,509 0.6

  法人税、住民税 
   及び事業税    

93 0.0  70 0.0

  当期純利益    59,025 2.7  13,439 0.6
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③ 【株主資本等変動計算書】 

 
(当事業年度 自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日） 

株主資本 評価・ 

換算差額等 

利益剰余金 
その他利益

剰余金 
  

資本金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金

合計 
株主資本合計

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成18年12月31日残高 
（千円） 3,000 57,215 57,215 60,215 － 60,215

事業年度中の変動額   

 当期純利益 － 13,439 13,439 13,439 － 13,439

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） － － － － 2,482,239 2,482,239

事業年度中の変動額合計 

（千円） － 13,439 13,439 13,439 2,482,239 2,495,678

平成19年12月31日残高 
（千円） 3,000 70,654 70,654 73,654 2,482,239 2,555,893

  
  

(前事業年度 自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日） 
株主資本 評価・ 

換算差額等 

利益剰余金 
その他利益

剰余金 
  

資本金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金

合計 
株主資本合計

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成17年12月31日残高 
（千円） 3,000 △1,810 △1,810 1,189 － 1,189

事業年度中の変動額   

 当期純利益 － 59,025 59,025 59,025 － 59,025

事業年度中の変動額合計 

（千円） － 59,025 59,025 59,025 － 59,025

平成18年12月31日残高 
（千円） 3,000 57,215 57,215 60,215 － 60,215

 

 

２ 【会社以外の団体の場合】 

該当事項はありません。 

 

３ 【個人の場合】 

該当事項はありません。 
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第３ 【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】 

１【届出書提出日現在における株券等の所有状況】 

（１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】 

 
 

所有する株券等の数 
令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株 券 13,756,297（株）  ―（株）  ―（株） 

新株予約権証券 83,020 ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券
（     ） 

― ― ― 

株券等預託証券（     ） ― ― ― 

合 計 13,839,317 ― ― 

所有株券等の合計数 13,839,317 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （83,020） ― ― 

 

（２）【公開買付者による株券等の所有状況】 

 
 

所有する株券等の数 
令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株 券 13,664,445（株）  ―（株）  ―（株） 

新株予約権証券 ― ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券
（     ） 

― ― ― 

株券等預託証券（     ） ― ― ― 

合 計 13,664,445 ― ― 

所有株券等の合計数 13,664,445 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （  ―  ） ― ― 
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（３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】 

 
 

所有する株券等の数 
令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株 券 91,852（株）  ―（株）  ―（株） 

新株予約権証券 83,020 ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券
（     ） 

― ― ― 

株券等預託証券（     ） ― ― ― 

合 計 174,872 ― ― 

所有株券等の合計数 174,872 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （83,020） ― ― 

 

（４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】 

① 【特別関係者】 

 

氏名又は名称 株式会社フジタ 

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

職業又は事業の内容 建設事業及び開発事業 

連絡先 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人 

 

 

氏名又は名称 田代 徹 

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 代表取締役会長 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 

 

氏名又は名称 上田 卓司 

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 代表取締役社長 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 
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公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 

 

氏名又は名称 中東 耕  

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 代表取締役副社長 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 

 

氏名又は名称 楢葉 徹雄  

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 取締役副社長 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 

 

氏名又は名称 小林 幹雄 

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 常務取締役 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 

 

氏名又は名称 飯田 光一 

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 常務取締役 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 



 
 

(案) 
 

 32

 

氏名又は名称 土屋 達朗 

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 取締役 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 

 

氏名又は名称 柿川 義一 

住所又は所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 （対象者所在地） 

職業又は事業の内容 対象者 監査役 

連絡先 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 

株式会社フジタ 経理部長 公文 正純 

電話番号 03-3402-1911 

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員 

 

 

 

② 【所有株券等の数】 

株式会社フジタ 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 61,115（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 60,453 ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 121,568 ― ― 

所有株券等の合計数 121,568 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （60,453） ― ― 

 

 

田代 徹 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 6,243（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 4,664 ― ― 
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新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 10,907 ― ― 

所有株券等の合計数 10,907 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （4,664） ― ― 

（注）上記の所有する株券等の数には、対象者の役員持株会を通じて所有される株式83（小数点以下を切り捨て

ています。）株が含まれています。 

 

 

上田 卓司 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 2,070（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 4,795 ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 6,865 ― ― 

所有株券等の合計数 6,865 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （4,795） ― ― 

（注）上記の所有する株券等の数には、対象者の役員持株会を通じて所有される株式50（小数点以下を切り捨て

ています。）株が含まれています。 

 

 

中東 耕 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 5,204（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 5,149 ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 10,353 ― ― 

所有株券等の合計数 10,353 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （5,149） ― ― 

（注）上記の所有する株券等の数には、対象者の役員持株会を通じて所有される株式84（小数点以下を切り捨て

ています。）株が含まれています。 
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楢葉 徹雄 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 2,604（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 ― ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 2,604 ― ― 

所有株券等の合計数 2,604 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （    ―    ） ― ― 

 

 

 

小林 幹雄 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 7,236（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 3,164 ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 10,400 ― ― 

所有株券等の合計数 10,400 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （3,164） ― ― 

（注）上記の所有する株券等の数には、対象者の役員持株会を通じて所有される株式86（小数点以下を切り捨て

ています。）株が含まれています。 

 

 

飯田 光一 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 3,414（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 ― ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 3,414 ― ― 
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所有株券等の合計数 3,414 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （    ―    ） ― ― 

（注）上記の所有する株券等の数には、対象者の役員持株会を通じて所有される株式14（小数点以下を切り捨て

ています。）株が含まれています。 

 

 

土屋 達朗 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 1,384（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 4,795 ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 6,179 ― ― 

所有株券等の合計数 6,179 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （4,795） ― ― 

（注）上記の所有する株券等の数には、対象者の役員持株会を通じて所有される株式23（小数点以下を切り捨て

ています。）株が含まれています。 

 

 

柿川 義一 

 
所有する株券等の数 

令第７条第１項 
第２号に該当する 
株券等の数 

令第７条第１項 
第３号に該当する 
株券等の数 

株券 2,582（株） ―（株） ―（株） 

新株予約権証券 ― ― ― 

新株予約権付社債券 ― ― ― 

株券等信託受益証券（ ） ― ― ― 

株券等預託証券（  ） ― ― ― 

合計 2,582 ― ― 

所有株券等の合計数 2,582 ― ― 

（所有潜在株券等の合計数） （    ―    ） ― ― 

（注）上記の所有する株券等の数には、対象者の役員持株会を通じて所有される株式72（小数点以下を切り捨て

ています。）株が含まれています。 
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２ 【株券等の取引状況】 

（１）【届出日前60日間の取引状況】 

該当事項はありません。 

 

３ 【当該株券等に関して締結されている重要な契約】 

公開買付者は、公開買付者が保有する対象者普通株式13,664,445株及びC種優先株式8,888,889株を株式会社

あおぞら銀行との間の平成19年７月30日付Loan Agreement（その後の変更を含み、以下「本件借入契約」と

いいます。）に基づく借入金の担保として差入れており、また、本件借入契約に基づき、本公開買付けによ

って取得することになる対象者普通株式及びその後公開買付者が取得する対象者株式（もしあれば）につい

ても当該借入金の担保として差入れる旨合意しております。 

 

４ 【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】 

該当事項はありません。 
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第４ 【公開買付者と対象者との取引等】 

１ 【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】 

該当事項はありません。 

 

２ 【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】 

（１）対象者は、平成20年９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。 

 

（２）公開買付者と対象者は、公開買付者が平成17年９月29日に対象者の普通株式及びC種優先株式を第三者割当増

資により引き受けた際に、平成17年６月８日付で、①公開買付者が対象者の上記株式を引き受け対象者の財務

体質の強化を図ること、②公開買付者が対象者の平成17年３月31日付「新中期経営計画」を十分に尊重するこ

と、③対象者が新中期経営計画に従った事業の再生、発展を目指すこと等を内容とする資本提携契約を締結し

ております。 

 

（３）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、本第三者割当増資の実施後、公開買付者の協力を受けて、これまでに多岐にわたる経営改革を

実行してまいりました。当該経営改革は、主に、規模の拡大よりも利益の確保を重視した経営方針の策定と

当該経営方針を具現化するための先進的な経営管理体制の構築により成り立っております。具体的には、対

象者は、①高い技術力と競争優位性を持つ物流、工場等の特定分野への経営資源の集中、②営業戦略の抜本

的な見直し、③企画・提案力の強化の3点を中心とした収益機会の極大化と、④集中購買等によるコスト削減、

⑤損益管理の厳格化と精度の改善、⑥「ＶＥ（バリューエンジニアリング）活動」の強化の3点を通じた収益

力の向上に取り組み、平成18年度に「新中期経営計画」の前倒し達成を果たしました。そして、平成19年7月

には、「新中期経営計画」に続く経営計画として 、顧客基盤の強化、収益基盤の強化、組織力の向上により

安定収益基盤である建設事業を更に強化し、対象者の得意分野である都市再生事業を成長ドライバーとして

強化、拡大することを主要施策とした「フジタSTEP-UP計画」（平成19年度～平成21年度）を策定しました。

この経営計画において、対象者は、従来のゼネコンの枠を超えた「建設機能を基軸とする都市再生企業」を

目指しており、従来からの対象者の強みとする都市再生事業ノウハウを更に強化しつつ、企業不動産（ＣＲ

Ｅ）に対する有効活用の積極的提案、等価交換事業への取り組み、開発型証券化への積極的取り組み、市街

地再開発事業等の大型プロジェクトへの積極的取り組み、土壌環境ビジネス、市街地オフィス需要対応等の

複合型事業への取組みといった高付加価値かつ高収益事業を拡大、強化するよう努めております。 

しかしながら、建設投資に目を向けますと、平成４年度のピーク時から、平成19年度にはその60％の50兆

円弱の水準まで減少しており、また、今年度においては、サブプライム問題に起因する不動産投資環境の大

幅な悪化が見られるなど、昨今の経営環境は悪化の一途を辿っております。サブプライム問題の影響から、

不動産業界においては、不動産会社の法的整理が相次いでおり、建設業界においても、債権回収に大きな影

響を受けて、法的整理に追い込まれる建設会社が出てきております。これらの事情に鑑みれば、不動産業界

及び建設業界の経営環境は他業種と比しても悪化の度合いが強いといえると思われます。 

 

このような経営環境のなか、対象者の企業価値を向上させるためには、事業領域のさらなる選択と集中の

実践や経営環境に即した柔軟な組織改革等の経営改革に経営陣及び従業員が一丸となって取り組み、「フジ
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タSTEP-UP計画」の実現を確実なものとしていく必要があります。対象者の経営改革を迅速かつ機動的に実行

し、「フジタSTEP-UP計画」の実現を確実なものとするという観点から、対象者は、本公開買付け及びその後

の非公開化取引（公開買付者による対象者の完全子会社化）は、対象者の企業価値の向上に資するものと考

えております。 

また、公開買付者と同一グループに属するゴールドマン・サックスは、世界有数の金融機関としての地位

を確立しております。ゴールドマン・サックスは、戦略的パートナーシップの構築を通じて、対象者の非上

場化後も財務的・社会的信頼性を確保するために必要なサポートを全面的に提供する予定です。対象者と公

開買付者及びゴールドマン・サックスは、対象者の顧客、仕入先との信頼関係、良好な労使関係を維持、発

展させていくことが、対象者の企業価値を向上させるために必要不可欠であることについて共通認識を有し

ており、対象者と公開買付者及びゴールドマン・サックスとの間で更なる協同を進めることが、対象者の企

業価値の向上に資すると判断しております。 

 

また、対象者は、上記のような経営環境のなか、競争に打ち勝ち、社会やステークホルダーへの義務を果

たしていくためには、資本構成の歪みを解消することが重要な経営課題であると認識しています。すなわち、

本書提出日現在における対象者の資本構成は、普通株式30,463,619株に対して、Ｃ種優先株式は8,888,889株

となっており、このうちＣ種優先株式は、上記（２）に記載のとおり対象者の会社再生の過程で本第三者割

当増資にあたって発行されたこともあり、発行と同時に転換が可能とされ、かつＣ種優先株式を全て普通株

式に転換した場合には発行済普通株式の総数が現在の約12倍となるなど、歪な状況にあるといえます。仮に、

実際にＣ種優先株式の普通株式への転換が行われた場合には、既存の普通株主の持分価値が大幅に希薄化し、

転換された普通株式が市場に流入することにより、需給不均衡に対する懸念が強まるため、市況や対象者の

業績に関係なく、短期的に株価が下落する可能性があります。また、かかる歪な資本構成が一つの要因とな

って、株式市場における対象者の普通株式の流動性が低水準で推移（平成20年9月22日までの過去1年間の一

日あたりの出来高平均は対象者の発行済普通株式の総数の約0.10％）しているものとも考えられます。また、

歪な資本構成に起因して、資本市場からの資金調達も、事実上困難な状況となっております。 

したがって、対象者は、株式の希薄化の問題や低水準にある流動性の問題を解決するとともに、将来的に

資本市場から資金調達を行うことを可能とするためにも、対象者の歪な資本構成を解消することが喫緊の課

題であると考えております。 

 

対象者は、資本構成の再構築の方法として、上場維持を前提としたＣ種優先株式の買入消却、及び上場維

持を前提としたＣ種優先株式の普通株式への転換の方法についてこれまで慎重に検討してきました。 

しかしながら、上場維持を前提としたＣ種優先株式の買入消却については、買入消却の原資となる対象者

の分配可能額が平成20年3月31日現在、資本剰余金で17億円、利益剰余金で165億円のあわせて182億円程度し

かなく、現時点ではＣ種優先株式の全てを買入消却することは困難であります。また一部を買入消却するに

しても、買入消却後に残存するＣ種優先株式による希薄化の懸念を抜本的に解決することになりません。 

次に、上場維持を前提としたＣ種優先株式の普通株式への転換・売り出しについては、Ｃ種優先株式の普

通株式への転換により、発行済普通株式の総数が現在の約12倍となり、既存の普通株主の持分価値が大幅に

希薄化するとともに、転換された普通株式が市場に流入することになり、対象者業績とは関係なく、株価は

下落する可能性が高いものと推察されます。 
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上記の通り、上場維持を前提とした資本構成の再構築は株主の利益を損なうおそれがあることを踏まえて、

対象者は、親会社である公開買付者と協議の上、対象者がＣ種優先株主である公開買付者の完全子会社とな

ったうえで、発行済みのＣ種優先株式の総数を消却その他の方法により消滅させることにより対象者の資本

構成を再構築することが、対象者の企業価値の極大化に資するものと判断しました。 

 

以上のことから、公開買付者は、対象者との協議の結果、対象者の歪な資本構成が解消されることに加え、

迅速な経営改革が実現できること、その他諸般の事情を踏まえて、本公開買付けは、対象者及び対象者の株

主の利益に資すると総合的に判断し、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

 

（３）利益相反を回避する措置 

① 独立した第三者算定機関からの報告書の取得 

対象者取締役会は、公開買付者の本公開買付価格の妥当性を検証するため、公開買付者及び対象者から

独立した第三者算定機関より株式価値分析に関する報告書を取得することとし、第三者算定機関として株

式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳを選任し、平成20年９月22日に対象者の普通株式の価値に関する「株式価値分析

に関する報告書」を取得しております。 

第三者算定機関である株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳは、本公開買付けにおける分析手法を検討した結果、

市場株価方式、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式（以下「ＤＣＦ方式」といいます。）、株

価倍率方式を用いて、対象者の株式価値分析を行いました。市場株価方式は、対象者の一定期間の平均株

価に基づき、株式価値を分析する手法であり、証券市場における客観的評価指標と考えられます。ＤＣＦ

方式は、今後対象者が獲得するであろうキャッシュフローから企業価値を分析する方法であり、対象者の

成長性等を考慮した継続企業としての価値を最もよくあらわす手法と考えられます。株価倍率方式は、類

似事業を営む会社における収益力等に対する企業価値等の倍率に基づき、株式価値を分析する手法です。

当該株式価値分析に関する報告書における各手法による対象者の株式価値分析の結果は以下のとおりです。 

（一）市場株価方式では、平成20年９月22日を基準日とし、対象者の東京証券取引所市場第二部におけ

る1ヶ月から3ヶ月の終値単純平均値をもとに１株当たりの普通株式の価値を121円から184円と分

析しております。 

（二）ＤＣＦ方式では、対象者の収益予測等の諸要素を前提とし、対象者が将来生み出すと見込まれる

キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に割り引いて、株式価値を分析し、１株当たりの普

通株式の価値を186円から218円と分析しております。 

（三）株価倍率方式では、対象者と類似する事業を営む上場企業の市場株価、収益性指標を比較するこ

とで、対象者の１株当たりの普通株式の価値を176円から210円と分析しております。 

また、対象者は、株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳより、上記の各分析手法による分析結果の意味するところ

の説明を受けております。 

対象者取締役会は、公開買付者による本公開買付価格について、上記の株式価値分析に関する報告書の

分析結果を参考の上、慎重に検討した結果、本公開買付価格は、市場株価方式により分析された対象者１

株当たり株式価値の上限を大幅に超過していることやＤＣＦ方式により分析された対象者１株当たり株式

価値の中ほどに位置する価格であること、本公開買付けの実態等を総合的に勘案して、適正な水準にある

ものと判断いたしました。 
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② 利害関係を有しない取締役による審理 

対象者取締役会は、本取引に関する対象者取締役会の意思決定において、不当に恣意的な判断がなされ

ることを防止し、公正さ、透明性、客観性を高めるべく、公開買付者との間で利害関係を有しない取締役

のみで構成される取締役会により慎重に審理しております。具体的には、平成20年９月９日から同年９月

25日までの間に、合計８回、公開買付者の関連会社の従業員を兼任しているため、本取引に関し対象者と

利益が相反する可能性がある取締役副社長楢葉徹雄、取締役小野種紀及び取締役アンクル・サフを除く取

締役及び監査役により取締役会を開催し、本公開買付け及びその後の非公開化取引について、第三者算定

機関である株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳより提出を受けた株式価値分析に関する報告書における分析結果を

参考にしつつ、対象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所より助言を得ながら、資本構成

の再構築の方法として、上場維持を前提としたＣ種優先株式の買入消却、及び上場維持を前提としたＣ種

優先株式の普通株式への転換、並びに対象者がＣ種優先株主である公開買付者の完全子会社となったうえ

で、発行済みのＣ種優先株式を処理する方法の各々のメリット、デメリットと、全ステークホルダーへの

影響等を、対象者の企業価値向上に最も資する方法はどれか、株主様の利益を最も損なわない方法はどれ

かとの観点を中心に様々な角度から慎重に精査し、審議したとのことです。 

 

③ 取締役会における賛同決議の方法 

対象者取締役会は、以下の利益相反の問題を有する取締役を除く取締役及び監査役全員が出席し、上記

②に記載したとおり慎重に審議を重ねた結果、対象者の経営課題である資本構成の歪みを解消することが

できることに加え、迅速な経営改革が実現できること、本公開買付けの公開買付価格その他の諸条件は妥

当であり、本公開買付けは対象者株主に合理的な価格による対象者普通株式の売却の機会を提供するもの

であること、その他諸般の事情を踏まえて、本公開買付けは、対象者及び対象者の株主の利益に資すると

総合的に判断し、社外取締役を含め、本公開買付けに賛同することを決議しております。また、社外監査

役を含めたいずれの監査役も取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成する旨の

意見を述べております。なお、対象者の取締役副社長楢葉徹雄、取締役小野種紀及び取締役アンクル・サ

フは、公開買付者の関連会社の従業員を兼任していることから、対象者と利益が相反する可能性があると

して、本取引に関する議案の審議及び決議に一切参加しておりません。 

 

④ 価格の適正性を確保する客観的状況 

公開買付者は、本公開買付けの買付期間を、比較的長期である35営業日に設定することにより、対象者

株式について、他の買付者による買付けの機会を確保しております。また、公開買付者と対象者との間で、

対象者株式の買付けについて、他の買付者による買付けの出現及び実行を阻害するような合意は存在して

おりません。 

このように、第三者からの買付けの機会を確保することにより、本公開買付価格の適正性を客観的にも

担保しております。 

 

 

 

 



 
 

(案) 
 

 41

第５ 【対象者の状況】 

１ 【最近３年間の損益状況等】 

（１）【損益の状況】                  

決算年月 平成 18 年３月 

（第４期） 

平成 19 年３月 

（第５期） 

平成 20 年３月 

（第６期） 

売上高（百万円） 283,510 309,398 310,237

売上原価（百万円） 264,152 286,362 285,504

販売費及び一般管理費（百万

円） 12,567 14,529 15,483

営業外収益（百万円） 619 738 480

営業外費用（百万円） 2,825 1,390 1,785

当期純利益（当期純損失）（百

万円） 101,448 8,494 10,067

 

（注） 上記は、対象者の第４期有価証券報告書（平成18年６月29日提出）、第５期有価証券報告書（平成19年６月

28日提出）及び有価証券報告書の訂正報告書（平成19年11月13日提出）、第６期有価証券報告書（平成20年

６月27日提出）より引用して作成しております。 

 

（２）【１株当たりの状況】            

決算年月 
平成 18 年３月 

（第４期） 

平成 19 年３月 

（第５期） 

平成 20 年３月 

（第６期） 

１株当たり当期純損益（円） 479.53 16.99 21.3

１株当たり配当額（円） 1.00
1.00 
 

1.00

１株当たり純資産額（円） △34.68 △36.13 △16.71

 

（注）上記は、対象者の第４期有価証券報告書（平成18年６月29日提出）、第５期有価証券報告書（平成19年６月

28日提出）及び有価証券報告書の訂正報告書（平成19年11月13日提出）、第６期有価証券報告書（平成20年

６月27日提出）より引用して作成しております。 

 

２ 【株価の状況】 
 

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名 

株式会社東京証券取引所 

月別 平成20年３月 平成20年４月 平成20年５月 平成20年６月 平成20年７月 平成20年８月 平成20年９月

最高株価（円） 275 268 270 252 243 220 

最低株価（円） 229 237 239 231 205 91 

（注）平成20年９月については、平成20年９月25日までのものです。 
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３ 【株主の状況】 

（１）【所有者別の状況】 

普通株式 

平成20年３月31日現在 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

区分 
政府及び地
方公共団体

金融機関 
金融商品
取引業者

その他 
の法人 

外国法人等
外国法人等
のうち個人

 
個人その他 

 
計 

単 元 未 満
株 式 の 状
況 
（株）

株主数
（人） 

1 14 17 280 40 7 14,792 15,144 ―

所有株式数 
（単位） 

4 7,976 4,228 166,750 3,407 45 114,270 296,635 794,119

所有株式数
の割合(％） 

0.00 2.69 1.43 56.21 1.15 0.02 38.52 100 ―

（注１） 自己株式54,716株は、「個人その他」に547単元及び「単元未満株式の状況」に16株を含めて記載して

おります。 

（注２） 証券保管振替機構名義株式54,510株は、「その他の法人」に545単元及び「単元未満株式の状況」に10

株を含めて記載しております。 

（注３） 上記（（注１）及び（注２）を含みます。）は、対象者の第６期有価証券報告書（平成20年６月27日提

出）より引用して作成しております。 

 

Ｃ種優先株式 

平成20年３月31日現在 

株式の状況(１単元の株式数20株) 

区分 
政府及び地
方公共団体

金融機関 
金融商品
取引業者

その他 
の法人 

外国法人等
外国法人等
のうち個人

 
個人その他 

 
計 

単 元 未 満
株 式 の 状
況 
（株）

株主数
（人） 

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数 
（単位） 

― ― ― 444,444 ― ― ― 444,444 9

所有株式数
の割合(％） 

― ― ― 100 ― ― ― 100 ―

（注）上記は、対象者の第６期有価証券報告書（平成20年６月27日提出）より引用して作成しております。 
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（２）【大株主及び役員の所有株式の数】 

① 【大株主】 

普通株式 

平成20年３月31日現在 

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数 
(千株) 

発行済株式の総数

に対する所有株式

数の割合（％） 
有限会社フジタ・ホールディン

グス 東京都港区六本木６－10－１ 13,664 44.86

エル・ビー・シー有限会社 東京都港区六本木６－10－１ 2,150 7.06

フジタ従業員持株会 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－25－２ 984 3.23

フジタ協力会社持株会 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－25－２ 632 2.08

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１－９－１ 358 1.18

株式会社 三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 356 1.17

遠藤 四郎 東京都稲城市 300 0.98

渡邊 裕司 東京都新宿区 269 0.89

昭和企画株式会社 東京都港区新橋２－７－１ 200 0.66

渡邊 恵美 東京都港区 184 0.60

計 ― 19,101 62.71

（注）上記は、対象者の第６期有価証券報告書（平成20年６月27日提出）より引用して作成しています。 

 

Ｃ種優先株式 

平成20年３月31日現在 

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数 
(千株) 

発行済株式の総数

に対する所有株式

数の割合（％） 
有限会社フジタ・ホールディン

グス 東京都港区六本木６－10－１ 8,888 100.00

計 ― 8,888 100.00

（注）上記は、対象者の第６期有価証券報告書（平成20年６月27日提出）より引用して作成しています。 

 

 

 

 



 
 

(案) 
 

 44

② 【役員】  

 平成20年６月27日現在 

（注１） 取締役 日野正晴、髙梨智弘、吉田千之輔、小野種紀、アンクル・サフ及び河野公泰は、会社法第２条

第15号に定める社外取締役です。 

（注２） 監査役 濵 邦久、布施誠司及び松村俊夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

（注３） 取締役 田代 徹、上田卓司、中東 耕、楢葉徹雄、小林幹雄、飯田光一、土屋達朗、日野正晴及び髙

氏名 役名 職名 所有株式数（株） 
発行済株式の総数に 
対する所有株式数の 
割合（％） 

田代 徹 取締役会長 代表取締役 5,360 0.02

上田 卓司 取締役社長 代表取締役 1,520 0.00

中東 耕 取締役副社長 代表取締役 4,320 0.01

楢葉 徹雄 取締役副社長 ― 1,200 0.00

小林 幹雄 常務取締役 ― 4,850 0.02

飯田 光一 常務取締役 ― 2,500 0.01

土屋 達朗 取締役 ― 1,061 0.00

日野 正晴 取締役 非常勤 ― ―

髙梨 智弘 取締役 非常勤 ― ―

吉田 千之輔 取締役 非常勤 ― ―

小野 種紀 取締役 非常勤 ― ―

Ankur Sahu 

アンクル・サフ 
取締役 非常勤 ― ―

河野 公泰 取締役 非常勤 ― ―

柿川 義一 監査役 常勤 2,210 0.01

濵 邦久 監査役 非常勤 ― ―

布施 誠司 監査役 非常勤 ― ―

松村 俊夫 監査役 非常勤 ― ―

計 ― ― 23,021 0.08
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梨智弘は、対象者定款第26条に定める甲種取締役です。取締役 吉田千之輔、小野種紀、アンクル・サ

フ及び河野公泰は、対象者定款第26条に定める乙種取締役です。なお、河野公泰は、平成20年8月1日付

で取締役を辞任しております。 

（注４） 上記（（注１）及び（注２）を含みます。但し、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合を除きま

す。）は、対象者の第６期有価証券報告書（平成20年６月27日提出）より引用して作成しています。な

お、松村俊夫は平成20年7月１日に監査役に就任しております。 

（注５） なお、平成20年８月１日付で取締役を辞任した河野公泰を除いて（注３）、対象者の第６期有価証券報

告書（平成20年６月27日提出）の提出後、取締役の状況に異動はありません。 

 

 

４【その他】 

該当事項はありません。 


