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平成20年10月６日 

各      位 

会 社 名 株式会社ユニバーサルホーム 

代表者名  代表取締役社長 加藤 充 

（コード番号 ４７３１ ジャスダック） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役管理統括部長 池谷 光正 

電話番号  ０３－６４００－３１５４ 

 

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10月６日開催の取締役会において、ＵＨホールディングス株式会社（以下「公開買付

者」といいます。）による当社株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意を

表明することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、本公開買付けは、買付け等を行う株券数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、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。）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を経て上場廃止となる可能性があります。また、公開買付者は、当社の

創業者でありかつ代表取締役社長である加藤充及び加藤の親族が 100％の株式を保有する有限会社Ｋ.Ａ.Ｍ.

（以下「加藤ら」といいます。）の所有分と合わせ当社株式の全てを取得できなかった場合にも、本公開買

付け成立後に、当社株式を保有する株主の皆様に対し、当社株式に代えて金銭を交付する手法により、公開

買付者及び加藤らの所有に係る当社株式数の合計が、当社の発行済株式（自己株式を除きます。）の総数と

なることを予定しており、その後当社株式は上場廃止となる予定です。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

（１）商 号：ＵＨホールディングス株式会社  

（２）主な事業内容：株式の取得及び保有 

（３）設立年月日：平成20年７月23日 

（４）本店所在地：東京都千代田区丸の内２丁目２番１号 

（５）代 表 者：代表取締役 青松 英男 

（６）資本金の額：100万円 

（７）大株主構成 

及び持株比率：投資事業有限責任組合ＤＲＣⅠ 100.0％ 

（８）当社との関係：①資本関係 当社株式１株を保有しております。 

          ②人的関係 該当事項はありません。 

③取引関係 該当事項はありません。 

 

２．本公開買付けに関する意見の内容及び理由 

（１）本公開買付けの概要 

公開買付者は、投資事業有限責任組合ＤＲＣⅠ（以下「ＤＲＣⅠ組合」といいます。）が発行済株式総

数の100％を保有する株式会社です。 

  ＤＲＣⅠ組合は、日本の企業に対し中長期的観点からの経営支援型企業投資を行うことを目的とする

投資事業有限責任組合で、日本国内の機関投資家より出資のコミットメントを受けて平成 19 年１月に設

立され、無限責任組合員であるＤＲＣワン株式会社（以下「ＤＲＣワン」といいます。）が運営・管理を

しています。ＤＲＣワンは、ＤＲＣキャピタル株式会社から投資助言を受けております。 

  公開買付者は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）(注１)の手法により、当社の株式を買い

取り非公開化させるための一連のスキーム（以下「本スキーム」といいます。）の一環として本公開買付

けを実施し、ご応募いただいた当社株式の全部を買付けることとしております。 

  公開買付者は、当社の大株主である住友不動産株式会社から、その保有する当社株式（10,500 株（発

行済全株式に対する所有割合（以下「所有割合」といいます。）：約 53.88％））の全てについて本公開買
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付けに応募する旨の同意を得ております。 

また、公開買付者は、加藤らとの間で、その保有する当社株式（計 2,581 株（所有割合：約

13.24％））については本公開買付けに応募しない旨の合意をしております。また、本公開買付けが成立し

たときには、公開買付者と加藤らは当社株式の議決権の共同行使を行う旨の合意をしております。 

公開買付者は、当社の取締役会の賛同のもと、友好的に当社株式を取得するために金融商品取引法に基

づき本公開買付けを行うものです。当社の代表取締役である加藤充及び取締役である横山真司は、本公開

買付け後も継続して当社の経営にあたることを予定しております。 

なお、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定しておらず、本公開

買付けに応じて売付け等をした株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が株式に換算した買付

予定数（10,500 株。以下「買付予定数」といいます。）を超える場合には、応募株券等の全部の買付けを

行います。これに対して、本公開買付けに対する応募株券等の総数が買付予定数に満たない場合は、本公

開買付けを行わない旨の条件を付しており、この場合には、本公開買付けは不成立となり、公開買付者は

応募株券等を買付けません。本公開買付けが成立し、公開買付者が買付けを行った場合において、当社の

自己株式及び加藤ら保有株式を除いた全株式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

後、本スキームの一環として、公開買付者及び加藤らを除く当社の株主に対して当社株式の売却機会を提

供しつつ、公開買付者及び加藤らの合計で当社の発行済株式（自己株式を除きます。）の 100％を取得す

るための手続を実施することを予定しています。 

  

（注１） マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般的に、対象企業の業務執行を行う経営陣の全

部又は一部が、金融投資家等と共同して対象企業株式や営業資産を買い取って経営権を取得する

取引をいいます。 

 

（２）本公開買付けに関する意見の内容 

  当社は、平成20年10月６日開催の取締役会において、公開買付者による当社発行の普通株式に対する

本公開買付けについて、賛同の意を表明し、かつ、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募されることを

勧める旨の決議をいたしました。 

  なお、当社の代表取締役社長である加藤充は、本公開買付け後も当社に対する出資を継続することが予

定されてい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、上記決議の行われ

た当社取締役会には、特別利害関係を有する加藤充を除く当社取締役及び監査役全員が出席し、上記の賛

同意見の表明は、決議に参加した取締役全員一致による決議に基づくものとなっております。さらに、社

外監査役を含めた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

成する旨の意見を述べております。 

 

（３）本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

 （本公開買付けを実施する背景及び実施する理由並びに本公開買付け後の経営方針） 

当社は、安心・健康住宅を適正価格で作ろうという決意で、日本の住宅産業の革新をもたらす企業を目

指して平成７年５月に設立されました。創業以来、「万有の英知を集結して人と地球にやさしい家づくり

を目指す」を経営理念として、常にお客様に満足いただける上質な住まいを提供すべく“いつも心に刻ん

でおくべき７つのキーワード＝Seven Conscious（安全・快適・コスト・環境・資源・未来・人）”を掲げ、

高品質・省コストの住宅販売をフランチャイズチェーン（以下「ＦＣ」といいます。)方式で展開してお

ります。 

  設立当初からの事業モデルは、地場の有力な工務店を対象にＦＣシステムを構築し、ＦＣシステムのス

ケールメリットを活かして、建材や設備機器などをＦＣ本部が大量一括発注し各ＦＣ加盟店に提供、ＦＣ

加盟店による直接施工で家づくりのムダを徹底排除することにより良質な住宅を提供するという、お客様

と加盟店双方の利益を創出することを目指すＦＣ事業です。当社の提供する「省コスト・上質住宅」はこ

れまで数多くのお客様からの支持を受け、着実な成長を遂げてまいりました。その結果、平成 11 年９月

には日本証券業協会に登録銘柄として株式の登録（平成16年12月に日本証券業協会への登録を取消し、

ジャスダック証券取引所に株式を上場）を果たすなど、会社の知名度及び社会的信用も向上してまいりま

した。また、平成 14 年４月より直営事業として、情報収集及びノウハウ構築のパイロット店舗としての

役割と安定した収益基盤の構築を目指し直営店の展開を始め、ＦＣ事業とのシナジー効果により当社とＦ

Ｃ加盟店との共存共栄を図る体制で進めてきております。 

  しかしながら、我が国の住宅市場は、少子高齢化の進展などを背景に、新設住宅着工戸数が長期的な減

少傾向にあり、住宅の供給を巡る市場の競争は激化しています。さらに、これからは金利水準の上昇、資
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材価格の高騰による建築コストの上昇等の懸念材料が加わり、住宅関連事業の経営は厳しさを増してきて

おります。 

  このような中で、当社は、平成19年３月期及び平成20年３月期において営業損失を計上しました。こ

れには一時的な要因もありますが、特にＦＣ事業における住宅の販売戸数の漸減が背景にあります。 

当社の代表取締役である加藤充は、上述のような当社及び住宅業界を取り巻く厳しい状況の中で、改め

て当社の業績を利益基調に復帰せしめ、さらに中長期的に企業価値を向上させるための経営改革の方策を

検討してきました。それは、ブランド・商品戦略を再強化し、ＦＣ加盟店に提供する価値をより高度化す

ることにより、当社事業の基本であるＦＣ事業を再び成長軌道に乗せると同時に、既に実績の上がってき

ている直営事業を、ＦＣ事業とのシナジーを 大化させつつ大きく成長させることを目指すものです。 

  そのような中、当社の代表取締役である加藤充は、ＤＲＣⅠ組合を運営するＤＲＣワン及び不動産・住

宅・建設業界等における企業支援事業を行なっているＴＮパートナーズ株式会社（以下「ＴＮＰ」といい

ます。）との間で、企業価値向上のための経営改革の施策について検討する機会を得、 善の施策につき

三者で検討を重ねてまいりました。その結果、経営改革の施策として、ブランド・商品強化に向けたエコ

ライン商品（国土交通省主導のもと進められているＣＡＳＢＥＥ（建築物総合環境性能評価システム）や

超長期住宅先導的モデル事業への対応商品）など未来指向の商品開発、営業力及び開発力強化に向けた他

の業種とのコラボレーションやＭ＆Ａも含めたアライアンス戦略の展開、店舗拡大のための資産取得、営

業ノウハウ情報のより高度なグループ内共有のためのシステム開発など、意欲的な先行投資が必要である

と共に、社内・グループ内人事・教育制度のさらなる構築・強化なども不可欠との共通認識に達し、さら

にＤＲＣワン及びＴＮＰはこのような施策の実現に向けて、それぞれの持つノウハウを提供することで合

意に達しました。 

 しかしながら、斯かる経営改革の施策展開の過程では、一時的にせよ却って業績の悪化、それに起因す

る株価の下落も予想され、近年ますます短期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。さらに先行投資にはリスクも伴い、失敗した場合は企業価値を毀損するだけに終わるこ

ともあり得ます。そこで、当社の代表取締役である加藤充は、このよう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共に、改革推進期間を通じて、当社経営陣を中長期的かつ専

門的に支援することのできるＤＲＣワン及びＴＮＰと一体となって、迅速かつ果敢に経営改革を推進する

体制を構築するため、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により非公開化を行うことが 善であ

ると判断しました。 

  他方、当社は、前記のとおり、平成 11 年９月に日本証券業協会に登録銘柄として株式を登録し、平成

16 年 12 月にはジャスダック証券取引所に株式を上場していることから、資本市場からの資金調達である

エクイティ・ファイナンスの活用、知名度の向上、それに伴う優秀な従業員の確保、顧客及び取引先の皆

様に対する信用力の向上など、様々なメリットを享受してきたものと考えられます。しかしながら、当社

の現在の財務状況を鑑みると、今後エクイティ・ファイナンスを行なう必要性は当分の間考えられず、む

しろ、近年、資本市場に対する規制が急激に強化されていることに伴って、株式の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等）が増大しており、係るコストは今後もさらに増大することが予想

されることから、これが当社の経営改革推進の足かせになる可能性も否定できません。当社の企業価値を

中長期的に検討した場合、少なくとも当面の経営改革期間中には株式の上場を維持することに起因するデ

メリットがそのメリットを上回っているものと考えられ、その観点からも非公開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りました。 

  本公開買付け後の経営体制については、当社の代表取締役である加藤充及び取締役である横山真司、並

びに監査役である秋吉義忠、大戸俊明、伊勢学、古山大二郎の６名はそれぞれ現在の地位に留まりますが、

本公開買付け後、速やかに他の取締役である神田章、丹羽守、池谷光正の３名は辞任し、新たにＤＲＣワ

ンから２名及びＴＮＰから１名の取締役をそれぞれ指名することを予定しております。 

なお、公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を調達するため、ＤＲＣⅠ組合及びＴＮＰ

に対する第三者割当増資により 大で約13億円を調達すること、並びにＤＲＣⅠ組合から 大で12億円

を借り入れることを予定しております。 

 

（買付価格の評価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本公開買付けの公正

性を担保するための措置）  

  公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「買付価格」といいます。）を決めるにあ

たり、当社に対して行ったデュー・ディリジェンス及び当社経営陣との面談の結果を基に、市場株価分析

法、類似企業比較法及びＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）法等による評価結果を総合
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的に勘案して決定しました。なお、公開買付者は、買付価格の算定に際し第三者算定機関の算定書は取得

しておりません。 

  公開買付者は、市場株価分析法では、平成20年10月３日を基準日として、当社株式のジャスダック証 

 券取引所における売買株価終値の過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間のそれぞれにおける単純平均値（小 

 数点以下四捨五入）を分析したところ、それぞれ63,717円、68,641円、76,134円という結果を得ました。 

類似企業比較法では、当社と比較的類似する事業を営む上場企業数社の過去３ヶ月における市場株価と

財務計数との関係から算定される株価指標（ＥＢＩＴＤＡ乗数、ＰＥＲ、ＰＢＲ）をベースに、当社の現

時点での財務状況に換算して当社の株式価値を算定したところ、68,977 円から 125,016 円までとなりま

した。 

  ＤＣＦ法では、当社の収益予想や設備投資計画等の諸要素を前提とし、当社が将来生み出すと見込まれ

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割り引いて企業価値及び株式価値を評価し、

１株当たりの理論的価値を算定したところ、105,090円から130,183円となりました。 

公開買付者は、これらの各算定結果を基に各評価手法を比較検討し、また、当社と行った協議・交渉の

結果や、当社による本公開買付けへの賛同の可否、及び本公開買付けの見通し等も踏まえ、既存株主に対

して当社株式の市場株価に十分なプレミアムを付した買付価格を提示することが相当であると判断し、平

成20年10月３日に、買付価格を１株当たり125,000円とすることを決定いたしました。なお、当該買付

価格は、当社株式のジャスダック証券取引所における売買株価終値の過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間

のそれぞれにおける単純平均値（小数点以下四捨五入）である63,717円、68,641円、76,134円に対して、

それぞれ約96.2％、約82.1％、約64.2％のプレミアムを付した価格になります。 

  一方、当社は、公開買付者から提示された本公開買付けの提案を検討するにあたっては、平成 20 年９

月５日、 公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関であるアーンストアンドヤング・トランザク

ション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下「アーンストアンドヤング」といいます。）に当社の

株式価値の算定を依頼しました。 

  アーンストアンドヤングは、当社の株式価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討するため、当社

から事業の現状及び将来の事業計画について資料を取得して説明を受け、それらの情報を踏まえて当社の

株式価値を算定しました。その結果、当社は、平成20年10月３日、アーンストアンドヤングより「株式

価値算定報告書」（以下「報告書」といいます。）を取得しました。アーンストアンドヤングは、当社の

株式価値を算定するに際して、当社より受領した事業計画などの資料に基づき、多面的に評価を行うため、

ＤＣＦ法、市場株価法、類似会社比準法の各手法を用いました。報告書では、１株当たり株式価値の算定

結果として、ＤＣＦ法では111,153円から124,039円、市場株価法では63,717円から76,134円、類似会

社比準法では90,116円から102,908円が報告されています。 

  当社は当社取締役会において、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、上記のとおり、アーン

ストアンドヤングから当社株式の価値に関する報告書を取得して参考にすると共に、法律顧問として、公

開買付者及び当社から独立した第三者であるＴＭＩ総合法律事務所の助言を受けつつ、当社取締役会が公

正かつ合理的な判断を行えるよう情報収集及び検討を進めてまいりました。それを受け、平成20年10月

６日開催の取締役会において、本公開買付けの買付価格及び諸条件について上記報告書を参考にしつつ、

慎重に検討を行いました。その結果、当社は、本公開買付けの買付価格及び諸条件は妥当であり、当社株

主に対して合理的な価格により売却機会を提供するものであると判断し、本公開買付けに賛同するととも

に、当社株主に対して本公開買付けへの応募を勧める旨の決議を行うに至りました。 

  なお、かかる決議に先立ち、当社の代表取締役である加藤充から、①当社の大株主である住友不動産株

式会社が、その保有する当社株式の全てについて本公開買付けに応募する予定であること、②加藤充は、

本公開買付け成立後においても引き続き当社の代表取締役を務める予定であること、③加藤らは本公開買

付けには応募しないこと、及び、本公開買付け成立後は当社株式の議決権を公開買付者と共同行使するこ

とで公開買付者と合意していること、④公開買付者が本公開買付けにより当社の発行済株式のうち公開買

付者が本公開買付け前から保有する１株、自己株式493株及び加藤ら保有株式2,581株を除いた全株式を

取得できない場合に、下記「（本公開買付け後の組織再編等の方針）」に述べるような方法等により、公

開買付者が当社の取得できなかった株式を全部取得する予定であること、⑤その他、加藤充、公開買付者

及びＴＮＰとの関係、並びに本公開買付けの目的について詳細な説明がなされております。 

  また、本公開買付けが当社の代表取締役である加藤充を中心としたマネジメント・バイアウトの一環と

して行われることから、加藤充は、特別利害関係人として、本公開買付けに関する当社としての審議及び

決議には一切参加しておらず、また、当社の立場において公開買付者と行われた協議・交渉にも参加して

おりません。賛同決議に係わる当社取締役会には、特別利害関係人である加藤充を除く全ての当社取締役

及び監査役全員が出席し、上記の賛同意見の表明は、決議に参加した取締役全員一致にて決議されており



 

  

- 5 - 

ます。また、社外監査役を含めた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見を述べております。加えて、当社取締役会は取締役による恣意的な判断が

なされないよう、またその疑義が生じないように、ＴＭＩ総合法律事務所より意思決定方法に関するアド

バイスを受け、意思決定過程における透明性及に合理性を確保しております。 

  公開買付者は、法令に定められた公開買付期間の 短期間が 20 営業日であるところ、本公開買付けの

買付期間を比較的長期である 30 営業日に設定することにより、当社の株主の皆様に対して本公開買付け

に対する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、当社株式について、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、公開買付者と当社の間で、当社株式の買付けについて、他の買付者による買付

けの出現及び遂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、当社取締役会の判断の公正性（買付価格の適正性）を客観的にも担保しておりま

す。 

 

（本公開買付け後の組織再編等の方針） 

  公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定しておらず、応募株券等の

総数が株式に換算した買付予定数を超える場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。これに対し

て、本公開買付けに対する応募株券等の総数が買付予定数に満たない場合は、本公開買付けを行わない旨

の条件を付しており、この場合には、本公開買付けは不成立となり、公開買付者は応募株券等を買付けま

せん。本公開買付けが成立し、公開買付者が買付けを行った場合において、当社の自己株式及び加藤ら保

有株式を除いた全株式を取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開買付け後、本スキームの一環

として以下の方法により、公開買付者及び加藤らを除く当社の株主に対して当社株式の売却機会を提供し

つつ、公開買付者及び加藤らの合計で当社の発行済株式（自己株式を除きます。）の 100％を取得するた

めの手続を実施することを予定しています。 

  具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、(ⅰ）本公開買付けの決済日以降の日を基

準日として、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更することを内容とする定款の一部変更を

行うこと、②当社が発行している全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款の一部変更

を行うこと、及び③当該全部取得条項付普通株式全ての取得と引換えに別個の株式を交付することを付議

議案に含む株主総会、並びに(ⅱ）上記(ⅰ）②の定款一部変更を付議議案に含む当社普通株主による種類

株主総会の開催を当社に求める予定です。 

  公開買付者は、上記の株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。上記各手続

が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は全部取得条項付普通株式に変更された上で、全

てこれを当社が取得することになります。当社の株主には当該取得の対価として当社の別個の株式が交付

されることになりますが、当社の株主で新たに交付される当社の株式の数が１株に満たない端数しか受け

取れない株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数に相当する株式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株式の売却の結果、株主に交付される金銭

の額については、特段の事情がない限り、本公開買付価格と同一の価格を基準として算定される予定です。

また、全部取得条項が付された株式の取得の対価として交付する当社の株式の種類及び数は現時点におい

て未定ですが、公開買付者及び加藤らの合計で当社の発行済株式の全てを取得することができるよう、公

開買付者及び加藤ら以外の当社の株主に対し交付しなければならない当社の株式の数が一株に満たない端

数となるよう決定される予定です。 

  普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的として、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、株主がその有する株式の買取請求ができる

旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得が株主総会に

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、当該株式の取得の価格の

決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、これらの方法による１株あたりの買取価

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、本公開買付価格と異なることがありえ

ます。これらの方法による請求又は申立を行うにあたっては、その必要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になります。 

  また、当社の発行する全ての普通株式を全部取得条項付普通株式に変更し、当社の全部取得条項付普通

株式を全て取得するのと引換えに別個の株式を交付するという上記の方法については、関係法令について

の当局の解釈、並びに本公開買付け後の公開買付者の株式の保有状況及び公開買付者以外の当社株主によ

る当社株式の保有状況等により、それと概ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能性があります。

但し、その場合でも、公開買付者及び加藤ら以外の当社の株主に対しては、 終的に金銭を交付する方法

を採用することを予定しております。 

  公開買付者は、本スキームに係る一連の手続を行った後、当社との間で株式交換を行なうことを予定し



 

ており、その結果、当社の株式は全て公開買付者が保有することとなり、公開買付者の株主は、ＤＲＣⅠ

組合、加藤ら、ＴＮＰとなります。さらに、公開買付者が行う第三者割当増資等により、公開買付者の資

本構成は、ＤＲＣⅠ組合が約70％、加藤らが約25％、ＴＮＰが約５％となる予定です。 

  なお、本お知らせは、上記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

するものでは一切ありません。また、上記の各手続における税務上の取扱いについては、株主各位におい

て税務専門家にご確認頂きますよう、お願いいたします。 

 

（上場廃止となる見込みについて） 

  公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う当社株式数に上限を設定していないため、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抵触した場合、当社株式は所定の手続を経て

上場廃止となる見込みです。また、当該基準に抵触しない場合でも、公開買付者は、公開買付者及び加藤

らにより、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従い、当社の発行済株式（自己株式を除きます。）

の 100％を取得することを予定していますので、その場合には当社株式は上場廃止になります。上場廃止

後は、当社株式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。 

 

 

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：「「株式会社ユニバーサルホーム株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

（ＵＨホールディングス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10月６日 

 

各   位 

 

会 社 名：UHホールディングス株式会社  

代表者名：代表取締役  青松 英男 

 

 

株式会社ユニバーサルホーム株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

 

当社（以下「公開買付者」といいます。）は、株式会社ユニバーサルホーム（JASDAQ コード番号：4731 

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） 本公開買付け等の概要 

 公開買付者は、投資事業有限責任組合ＤＲＣⅠ（以下「ＤＲＣⅠ組合」といいます。）が発行済

株式総数の100％を保有する株式会社です。 

 ＤＲＣⅠ組合は、日本の企業に対し中長期的観点からの経営支援型企業投資を行うことを目的

とする投資事業有限責任組合で、日本国内の機関投資家より出資のコミットメントを受けて平成

19 年１月に設立され、無限責任組合員であるＤＲＣワン株式会社（以下「ＤＲＣワン」といいま

す。）が運営・管理しており、ＤＲＣワンは、ＤＲＣキャピタル株式会社から投資助言を受けてお

ります。 

 公開買付者は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）(注１)の手法により、対象者の

株式を買い取り非公開化させるための一連のスキーム（以下「本スキーム」といいます。）の一環

として本公開買付けを実施し、ご応募いただいた対象者株式の全部を買付けることとしておりま

す。 

 公開買付者は、対象者の大株主である住友不動産株式会社から、その保有する対象者株式

（10,500 株（発行済全株式に対する所有割合（以下「所有割合」といいます。）：約 53.88％））の

全てについて本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

また、公開買付者は、対象者の創業者でありかつ代表取締役社長である加藤充氏及び同氏の親

族が 100％の株式を保有する有限会社 Ｋ.Ａ.Ｍ.（以下「加藤氏ら」といいます。）との間で、そ

の保有する対象者株式（計 2,581 株（所有割合：約 13.24％））については本公開買付けに応募し

ない旨の合意をしております。また、本公開買付けが成立したときには、公開買付者と加藤氏ら

は対象者株式の議決権の共同行使を行う旨の合意をしております。 

 公開買付者は、対象者の取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式を取得するために法に基

づき本公開買付けを行うものです。対象者の代表取締役である加藤充氏及び取締役である横山真

司氏は、本公開買付け後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。 

 なお、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定しておらず、

本公開買付けに応じて売付け等をした株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が株式に
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換算した買付予定数（10,500 株。以下「買付予定数」といいます。）を超える場合には、応募株券

等の全部の買付けを行います。これに対して、本公開買付けに対する応募株券等の総数が買付予

定数に満たない場合は、本公開買付けを行わない旨の条件を付しており、この場合には、本公開

買付けは不成立となり、公開買付者は応募株券等を買付けません。本公開買付けが成立し、公開

買付者が買付けを行った場合において、対象者の自己株式及び加藤氏ら保有株式を除いた全株式

を取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開買付け後、本スキームの一環として、公開

買付者及び加藤氏ら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、公開買付

者及び加藤氏らの合計で対象者の発行済株式（自己株式を除きます。）の 100％を取得するための

手続を実施することを予定しています。 

（注１） マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般的に、対象企業の業務執行を行う経

営陣の全部又は一部が、金融投資家等と共同して対象企業株式や営業資産を買い取って

経営権を取得する取引をいいます。 

 

（２） 本公開買付けを実施する背景及び実施する理由並びに本公開買付け後の経営方針 

 対象者は、安心・健康住宅を適正価格で作ろうという決意で、日本の住宅産業の革新をもたら

す企業を目指して平成７年５月に設立されました。創業以来、「万有の英知を集結して人と地球に

やさしい家づくりを目指す」を経営理念として、常にお客様に満足いただける上質な住まいを提

供すべく“いつも心に刻んでおくべき７つのキーワード＝Seven Conscious（安全・快適・コス

ト・環境・資源・未来・人）”を掲げ、高品質・省コストの住宅販売をフランチャイズチェーン

（以下「ＦＣ」といいます。）方式で展開しております。 

 設立当初からの事業モデルは、地場の有力な工務店を対象にフランチャイズシステム（以下

「ＦＣシステム」といいます。）を構築し、ＦＣシステムのスケールメリットを活かして、建材や

設備機器などをＦＣ本部が大量一括発注し各ＦＣ加盟店に提供、ＦＣ加盟店による直接施工で家

づくりのムダを徹底排除することにより良質な住宅を提供するという、お客様と加盟店双方の利

益を創出することを目指すＦＣ事業です。対象者の提供する「省コスト・上質住宅」はこれまで

数多くのお客様からの支持を受け、着実な成長を遂げてまいりました。その結果、平成 11 年９月

には日本証券業協会に登録銘柄として株式の登録（平成 16 年 12 月に日本証券業協会への登録を

取消し、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。）に株

式を上場）を果たすなど、会社の知名度及び社会的信用も向上してまいりました。また、平成 14

年４月より直営事業として、情報収集及びノウハウ構築のパイロット店舗としての役割と安定し

た収益基盤の構築を目指し直営店の展開を始め、ＦＣ事業とのシナジー効果により対象者とＦＣ

加盟店との共存共栄を図る体制で進めてきております。 

 しかしながら、我が国の住宅市場は、少子高齢化の進展などを背景に、新設住宅着工戸数が長

期的な減少傾向にあり、住宅の供給を巡る市場の競争は激化しています。さらに、これからは金

利水準の上昇、資材価格の高騰による建築コストの上昇等の懸念材料が加わり、住宅関連事業の

経営は厳しさを増してきております。 

 このような中で、対象者は、平成 19 年３月期及び平成 20 年３月期において営業損失を計上し

ました。これには一時的な要因もありますが、特にＦＣ事業における住宅の販売戸数の漸減が背

景にあります。 

 対象者の代表取締役である加藤充氏は、上述のような対象者及び住宅業界を取り巻く厳しい状

況の中で、改めて対象者の業績を利益基調に復帰せしめ、さらに中長期的に企業価値を向上させ

るための経営改革の方策を検討してきました。それは、ブランド・商品戦略を再強化し、ＦＣ加

盟店に提供する価値をより高度化することにより、対象者事業の基本であるＦＣ事業を再び成長

軌道に乗せると同時に、既に実績の上がってきている直営事業を、ＦＣ事業とのシナジーを 大

化させつつ大きく成長させることを目指すものです。 

 そのような中、対象者の代表取締役である加藤充氏は、ＤＲＣⅠ組合を運営するＤＲＣワン及

び不動産・住宅・建設業界等における企業支援事業を行なっているＴＮパートナーズ株式会社

（以下「ＴＮＰ」といいます。）との間で、企業価値向上のための経営改革の施策について検討す
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る機会を得、 善の施策につき三者で検討を重ねてまいりました。その結果、経営改革の施策と

して、ブランド・商品強化に向けたエコライン商品（国土交通省主導のもと進められているＣＡ

ＳＢＥＥ（建築物総合環境性能評価システム）や超長期住宅先導的モデル事業への対応商品）な

ど未来指向の商品開発、営業力及び開発力強化に向けた他の業種とのコラボレーションやＭ＆Ａ

も含めたアライアンス戦略の展開、店舗拡大のための資産取得、営業ノウハウ情報のより高度な

グループ内共有のためのシステム開発など、意欲的な先行投資が必要であると共に、社内・グ

ループ内人事・教育制度のさらなる構築・強化なども不可欠との共通認識に達し、さらにＤＲＣ

ワン及びＴＮＰはこのような施策の実現に向けて、それぞれの持つノウハウを提供することで合

意に達しました。 

 しかしながら、斯かる経営改革の施策展開の過程では、一時的にせよ却って業績の悪化、それ

に起因する株価の下落も予想され、近年ますます短期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。さらに先行投資にはリスクも伴い、失敗した場合は企業価値

を毀損するだけに終わることもあり得ます。そこで、対象者の代表取締役である加藤充氏は、こ

のよう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共に、改

革推進期間を通じて、対象者経営陣を中長期的かつ専門的に支援することのできるＤＲＣワン及

びＴＮＰと一体となって、迅速かつ果敢に経営改革を推進する体制を構築するため、マネジメン

ト・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により非公開化を行うことが 善であると判断しました。 

他方、対象者は、前記のとおり、平成 11 年９月に日本証券業協会に登録銘柄として株式を登録

し、平成 16 年 12 月にはジャスダック証券取引所に株式を上場していることから、資本市場から

の資金調達であるエクイティ・ファイナンスの活用、知名度の向上、それに伴う優秀な従業員の

確保、顧客及び取引先の皆様に対する信用力の向上など、様々なメリットを享受してきたものと

考えられます。しかしながら、対象者の現在の財務状況を鑑みると、今後エクイティ・ファイナ

ンスを行なう必要性は当分の間考えられず、むしろ、近年、資本市場に対する規制が急激に強化

されていることに伴って、株式の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

費用等）が増大しており、係るコストは今後もさらに増大することが予想されることから、これ

が対象者の経営改革推進の足かせになる可能性も否定できません。対象者の企業価値を中長期的

に検討した場合、少なくとも当面の経営改革期間中には株式の上場を維持することに起因するデ

メリットがそのメリットを上回っているものと考えられ、その観点からも非公開化が対象者の中

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りました。 

 本公開買付け後の経営体制については、対象者の代表取締役である加藤充氏及び取締役である

横山真司氏、並びに監査役である秋吉義忠、大戸俊明、伊勢学、古山大二郎の６名はそれぞれ現

在の地位に留まりますが、本公開買付け後、速やかに他の取締役である神田章、丹羽守、池谷光

正の３名は辞任し、新たにＤＲＣワンから２名及びＴＮＰから１名の取締役をそれぞれ指名する

ことを予定しております。 

 なお、公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を調達するため、ＤＲＣⅠ組合及

びＴＮＰに対する第三者割当増資により 大で約 13 億円を調達すること、並びにＤＲＣⅠ組合か

ら 大で12億円を借り入れることを予定しております。 

 

 

（３） 買付価格の評価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本公開買付

けの公正性を担保するための措置 

 公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「買付価格」といいます。）を決

めるにあたり、対象者に対して行ったデュー・ディリジェンス及び対象者経営陣との面談の結果

を基に、市場株価分析法、類似企業比較法及びＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フ

ロー）法等による評価結果を総合的に勘案して決定しました。なお、公開買付者は、買付価格の

算定に際し第三者算定機関の算定書は取得しておりません。 

 公開買付者は、市場株価分析法では、平成 20 年 10 月３日を基準日として、対象者株式のジャ
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スダック証券取引所における売買株価終値の過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間のそれぞれにお

ける単純平均値（小数点以下四捨五入）を分析したところ、それぞれ 63,717 円、68,641 円、

76,134円という結果を得ました。 

 類似企業比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場企業数社の過去３ヶ月における

市場株価と財務計数との関係から算定される株価指標（ＥＢＩＴＤＡ乗数、ＰＥＲ、ＰＢＲ）を

ベースに、対象者の現時点での財務状況に換算して対象者の株式価値を算定したところ、68,977

円から125,016円までとなりました。 

 ＤＣＦ法では、対象者の収益予想や設備投資計画等の諸要素を前提とし、対象者が将来生み出

すと見込まれるフリー・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企業価値及

び株式価値を評価し、１株当たりの理論的価値を算定したところ、105,090 円から 130,183 円とな

りました。 

 公開買付者は、これらの各算定結果を基に各評価手法を比較検討し、また、対象者と行った協

議・交渉の結果や、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も

踏まえ、既存株主に対して対象者株式の市場株価に十分なプレミアムを付した買付価格を提示す

ることが相当であると判断し、平成 20 年 10 月３日に、買付価格を１株当たり 125,000 円とする

ことを決定いたしました。なお、当該買付価格は、対象者株式のジャスダック証券取引所におけ

る売買株価終値の過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間のそれぞれにおける単純平均値（小数点以

下四捨五入）である 63,717 円、68,641 円、76,134 円に対して、それぞれ約 96.2％、約 82.1％、

約64.2％のプレミアムを付した価格になります。 

 一方、対象者は、公開買付者から提示された本公開買付けの提案を検討するにあたっては、平

成 20 年９月５日、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関であるアーンストアンドヤ

ング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社（以下「アーンストアンドヤン

グ」といいます。）に対象者の株式価値の算定を依頼しました。 

 アーンストアンドヤングは、対象者の株式価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討する

ため、対象者から事業の現状及び将来の事業計画について資料を取得して説明を受け、それらの

情報を踏まえて対象者の株式価値を算定しました。その結果、対象者は、平成 20 年 10 月３日、

アーンストアンドヤングより「株式価値算定報告書」（以下「報告書」といいます。）を取得し

ました。アーンストアンドヤングは、対象者の株式価値を算定するに際して、対象者より受領し

た事業計画などの資料に基づき、多面的に評価を行うため、ＤＣＦ法、市場株価法、類似会社比

準法の各手法を用いました。報告書では、１株当たり株式価値の算定結果として、ＤＣＦ法では

111,153 円から 124,039 円、市場株価法では 63,717 円から 76,134 円、類似会社比準法では

90,116円から102,908円が報告されています。 

 対象者は対象者取締役会において、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、上記のと

おり、アーンストアンドヤングから対象者株式の価値に関する報告書を取得して参考にすると共

に、法律顧問として、公開買付者及び対象者から独立した第三者であるＴＭＩ総合法律事務所の

助言を受けつつ、対象者取締役会が公正かつ合理的な判断を行えるよう情報収集及び検討を進め

てまいりました。それを受け、平成 20 年 10 月６日開催の取締役会において、本公開買付けの買

付価格及び諸条件について上記報告書を参考にしつつ、慎重に検討を行いました。その結果、対

象者は、本公開買付けの買付価格及び諸条件は妥当であり、対象者株主に対して合理的な価格に

より売却機会を提供するものであると判断し、本公開買付けに賛同するとともに、対象者株主に

対して本公開買付けへの応募を勧める旨の決議を行うに至りました。 

 なお、かかる決議に先立ち、対象者の代表取締役である加藤充氏から、①対象者の大株主であ

る住友不動産株式会社が、その保有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する予定

であること、②加藤充氏は、本公開買付け成立後においても引き続き対象者の代表取締役を務め

る予定であること、③加藤氏らは本公開買付けには応募しないこと、及び、本公開買付け成立後

は対象者株式の議決権を公開買付者と共同行使することで公開買付者と合意していること、④公

開買付者が本公開買付けにより対象者の発行済株式のうち公開買付者が本公開買付け前から保有

する１株、自己株式 493 株及び加藤氏ら保有株式 2,581 株を除いた全株式を取得できない場合に、
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下記「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針」に述べるような方法等により、公開買付者が

対象者の取得できなかった株式を全部取得する予定であること、⑤その他、加藤充氏、公開買付

者及びＴＮＰとの関係、並びに本公開買付けの目的について詳細な説明がなされております。 

 また、本公開買付けが対象者の代表取締役である加藤充氏を中心としたマネジメント・バイア

ウトの一環として行われることから、加藤充氏は、特別利害関係人として、本公開買付けに関す

る対象者としての審議及び決議には一切参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付

者と行われた協議・交渉にも参加しておりません。賛同決議に係わる対象者取締役会には、特別

利害関係人である加藤充氏を除く全ての対象者取締役及び監査役全員が出席し、上記の賛同意見

の表明は、決議に参加した取締役全員一致にて決議されております。また、社外監査役を含めた

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

旨の意見を述べております。加えて、対象者取締役会は取締役による恣意的な判断がなされない

よう、またその疑義が生じないように、ＴＭＩ総合法律事務所より意思決定方法に関するアドバ

イスを受け、意思決定過程における透明性及び合理性を確保しております。 

 公開買付者は、法令に定められた公開買付期間の 短期間が 20 営業日であるところ、本公開買

付けの買付期間を比較的長期である 30 営業日に設定することにより、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、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遂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、対象者取締役会の判断

の公正性（買付価格の適正性）を客観的にも担保しております。 

 

（４） 本公開買付け後の組織再編等の方針 

 公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定しておらず、応募

株券等の総数が株式に換算した買付予定数を超える場合には、応募株券等の全部の買付けを行い

ます。これに対して、本公開買付けに対する応募株券等の総数が買付予定数に満たない場合は、

本公開買付けを行わない旨の条件を付しており、この場合には、本公開買付けは不成立となり、

公開買付者は応募株券等を買付けません。本公開買付けが成立し、公開買付者が買付けを行った

場合において、対象者の自己株式及び加藤氏ら保有株式を除いた全株式を取得できなかった場合

には、公開買付者は、本公開買付け後、本スキームの一環として以下の方法により、公開買付者

及び加藤氏ら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、公開買付者及び

加藤氏らの合計で対象者の発行済株式（自己株式を除きます。）の 100％を取得するための手続を

実施することを予定しています。 

 具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、(ⅰ）本公開買付けの決済日以降の

日を基準日として、①対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変更することを内容とする

定款の一部変更を行うこと、②対象者が発行している全ての普通株式に全部取得条項を付すこと

を内容とする定款の一部変更を行うこと、及び③当該全部取得条項付普通株式全ての取得と引換

えに別個の株式を交付することを付議議案に含む株主総会、並びに(ⅱ）上記(ⅰ）②の定款一部

変更を付議議案に含む対象者普通株主による種類株主総会の開催を対象者に求める予定です。 

 公開買付者は、上記の株主総会及び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

記各手続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は全部取得条項付普通株式に

変更された上で、全てこれを対象者が取得することになります。対象者の株主には当該取得の対

価として対象者の別個の株式が交付されることになりますが、対象者の株主で新たに交付される

対象者の株式の数が１株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、法令の手続に従い、

当該端数に相当する株式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株式の売却の結果、株主に交付される金銭の額については、特段の事情

がない限り、本公開買付価格と同一の価格を基準として算定される予定です。また、全部取得条

項が付された株式の取得の対価として交付する対象者の株式の種類及び数は本書提出日現在未定

ですが、公開買付者及び加藤氏らの合計で対象者の発行済株式の全てを取得することができるよ
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う、公開買付者及び加藤氏ら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の株式の

数が一株に満たない端数となるよう決定される予定です。 

 普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的と

して、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、株主がその有する株式の

買取請求ができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株

式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条のその他の関係法令の定

めに従って、当該株式の取得の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います。

なお、これらの方法による１株あ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、本公開買付価格と異なることがありえます。これらの方法による請求又は申立

を行うにあたっては、その必要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

判断いただくことになります。 

 また、対象者の発行する全ての普通株式を全部取得条項付普通株式に変更し、対象者の全部取

得条項付普通株式を全て取得するのと引換えに別個の株式を交付するという上記の方法について

は、関係法令についての当局の解釈、並びに本公開買付け後の公開買付者の株式の保有状況及び

公開買付者以外の対象者株主による対象者株式の保有状況等により、それと概ね同等の効果を有

する他の方法に変更する可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者及び加藤氏ら以外

の対象者の株主に対しては、 終的に金銭を交付する方法を採用することを予定しております。 

 公開買付者は、本スキームに係る一連の手続を行った後、対象者との間で株式交換を行なうこ

とを予定しており、その結果、対象者の株式は全て公開買付者が保有することとなり、公開買付

者の株主は、ＤＲＣⅠ組合、加藤氏ら、ＴＮＰとなります。さらに、公開買付者が行う第三者割

当増資等により、公開買付者の資本構成は、ＤＲＣⅠ組合が約 70％、加藤氏らが約 25％、ＴＮＰ

が約５％となる予定です。 

 

 なお、本公開買付けは、上記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一切ありません。また、上記の各手続における税務上の取扱いについ

ては、株主各位において税務専門家にご確認頂きますよう、お願いいたします。 

 

（５） 上場廃止となる見込みについて 

 公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う対象者株式数に上限を設定していないため、

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抵触した場合、対象者株式

は所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。また、当該基準に抵触しない場合でも、公開買

付者は、公開買付者及び加藤氏らにより、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従い、対象

者の発行済株式（自己株式を除きます。）の 100％を取得することを予定していますので、その場

合には対象者株式は上場廃止になります。上場廃止後は、対象者株式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 株式会社ユニバーサルホーム 

② 事業内容 サービス業 

③ 設立年月日 平成７年５月１日 

④ 本店所在地 東京都港区芝一丁目11番11号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 加藤 充 

⑥ 資本金の額 725,300千円（平成20年３月31日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率（平成20年３月31日現在） 
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 住友不動産株式会社 53.88%

 加藤 充 9.14%

 株式会社エルザ 5.04%

 有限会社Ｋ.Ａ.Ｍ. 4.11%

 田中 忠雄 3.82%

 岡田 千明 2.69%

 横山 真司 1.07%

 株式会社りそな銀行 0.77%

 朝日火災海上保険株式会社 0.46%

 日本生命保険相互会社 0.46%

⑧ 買付者と対象者の関係等 

 資本関係 ： 対象者株式１株を保有しております。 

 人的関係 ： 該当事項はありません。 

 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10月７日（火曜日）から平成20年11月19日（水曜日）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125,000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、買付価格を決めるにあたり、対象者に対して行ったデュー・ディリジェンス及び

対象者経営陣との面談の結果を基に、市場株価分析法、類似企業比較法及びＤＣＦ（ディスカウン

テッド・キャッシュ・フロー）法等による評価結果を総合的に勘案して決定しました。なお、公開

買付者は、買付価格の算定に際し第三者算定機関の算定書は取得しておりません。 

公開買付者は、市場株価分析法では、平成20年10月３日を基準日として、対象者株式のジャス

ダック証券取引所における売買株価終値の過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間のそれぞれにおける

単純平均値（小数点以下四捨五入）を分析したところ、それぞれ63,717円、68,641円、76,134円と

いう結果を得ました。 

 類似企業比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場企業数社の過去３ヶ月における市

場株価と財務計数との関係から算定される株価指標（ＥＢＩＴＤＡ乗数、ＰＥＲ、ＰＢＲ）をベー

スに、対象者の現時点での財務状況に換算して対象者の株式価値を算定したところ、68,977円から

125,016円までとなりました。 

 ＤＣＦ法では、対象者の収益予想や設備投資計画等の諸要素を前提とし、対象者が将来生み出す

と見込まれるフリー・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企業価値及び株

式価値を評価し、１株当たりの理論的価値を算定したところ、105,090円から130,183円となりまし

た。 

 公開買付者は、これらの各算定結果を基に各評価手法を比較検討し、また、対象者と行った協

議・交渉の結果や、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も踏
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まえ、既存株主に対して対象者株式の市場株価に十分なプレミアムを付した買付価格を提示するこ

とが相当であると判断し、買付価格を１株当たり125,000円とすることを決定いたしました。なお、

当該買付価格は、対象者株式のジャスダック証券取引所における売買株価終値の過去１ヶ月間、

３ヶ月間、６ヶ月間のそれぞれにおける単純平均値（小数点以下四捨五入）である63,717円、

68,641円、76,134円に対して、それぞれ約96.2％、約82.1％、約64.2％のプレミアムを付した価格

になります。 

 

②算定の経緯 

（買付価格の決定に至る過程） 

 公開買付者に100％出資しているＤＲＣⅠ組合を運営するＤＲＣワンは、平成19年７月頃から、

対象者の経営改革の支援を予定しているＴＮＰ及び対象者の代表取締役である加藤充氏と、企業価

値向上のための経営改革の施策について検討を重ねてまいりました。加藤充氏は、対象者が採りう

る様々な経営の選択肢を検討した結果、迅速かつ果敢に経営改革を推進する体制を構築するため、

マネジメント・バイアウトの手法により非公開化を行うことが 善であると判断し、平成20年４月

17日に加藤充氏とＤＲＣワン及びＴＮＰの三者間でＭＢＯに関して具体的に検討を開始する旨の覚

書を締結しました。 

 その後、公開買付者は、上述の通り対象者の企業価値の算定を実施し、対象者と行った協議・交

渉の結果や、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も踏まえ、平

成20年10月６日に、買付価格を1株当たり125,000円とすることに決定いたしました。 

 

（買付価格の公平性を担保するための措置について） 

 対象者は、公開買付者から提示された本公開買付けの提案を検討するにあたっては、平成20年９月

５日、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関であるアーンストアンドヤングに対象者の

株式価値の算定を依頼しました。 

 アーンストアンドヤングは、対象者の株式価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討するため、

対象者から事業の現状及び将来の事業計画について資料を取得して説明を受け、それらの情報を踏ま

えて対象者の株式価値を算定しました。その結果、対象者は、平成20年10月３日、アーンストアンド

ヤングより報告書を取得しました。アーンストアンドヤングは、対象者の株式価値を算定するに際し

て、対象者より受領した事業計画などの資料に基づき、多面的に評価を行うため、ＤＣＦ法、市場株

価法、類似会社比準法の各手法を用いました。報告書では、１株当たり株式価値の算定結果として、

ＤＣＦ法では111,153円から124,039円、市場株価法では63,717円から76,134円、類似会社比準法では

90,116円から102,908円が報告されています。 

 対象者は、対象者取締役会において、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、上記のとお

り、アーンストアンドヤングから対象者株式の価値に関する報告書を取得して参考にすると共に、法

律顧問として、公開買付者及び対象者から独立した第三者であるＴＭＩ総合法律事務所の助言を受け

つつ、対象者取締役会が公正かつ合理的な判断を行えるよう情報収集及び検討を進めてまいりました。

それを受け、平成20年10月６日開催の取締役会において、本公開買付けの買付価格及び諸条件につい

て上記報告書を参考にしつつ、慎重に検討を行いました。その結果、対象者は、本公開買付けの買付

価格及び諸条件は妥当であり、対象者株主に対して合理的な価格により売却機会を提供するものであ

ると判断し、本公開買付けに賛同すると共に、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を勧める旨

の決議を行うに至りました。 

 なお、本公開買付けが対象者の代表取締役である加藤充氏を中心としたマネジメント・バイアウト

の一環として行われることから、加藤充氏は、特別利害関係人として、本公開買付けに関する対象者

としての審議及び決議には一切参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付者と行われた

協議・交渉にも参加しておりません。賛同決議に係わる対象者取締役会には、特別利害関係人である

加藤充氏を除く全ての対象者取締役及び監査役全員が出席し、上記の賛同意見の表明は、決議に参加

した取締役全員一致にて決議されております。また、社外監査役を含めた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見を述べております。加

えて、対象者取締役会は取締役による恣意的な判断がなされないよう、またその疑義が生じないよう

に、ＴＭＩ総合法律事務所より意思決定方法に関するアドバイスを取得し、意思決定過程における透

明性及に合理性を確保しております。 
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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 10,500株 10,500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 10,500株 10,500株 －株

（注１） 応募株券等の総数が買付予定数（10,500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数以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等

を行います。 

（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。

従って、本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の数は、対象者が平成20年８月12日

に提出した第14期第１四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在の発行済株式総数

（19,488株）から公開買付者が保有する株式数（１株）及び対象者が保有する自己株式数（493

株）を除いた 大18,994株となります。但し、加藤氏らは、公開買付者との間で本公開買付け

に応募しない旨の契約を締結しており、加藤氏らが保有する株式数2,581株を控除した場合は、

大16,413株となります。 

 

（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 
１個 （買付け等前における株券等所有割合0.01％） 

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 
2,584個 （買付け等前における株券等所有割合13.60％）

買付予定の株券等に係る 

議決権の数 
10,500個 （買付け等後における株券等所有割合55.30％）

対象者の総株主等の議決権の数 18,995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（10,500株）に

係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者が所有す 

 る株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者である加藤氏の役員

持株会における持分に係る議決権の数（３個）につきましても含めております。但し、加藤氏

らとの間で、加藤氏らが保有する株券等（2,581株）については本公開買付けに応募しない旨の

合意をしているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、その議決権

の数2,581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、対象者が平成20年８月12日に提出した第１四半期報告書

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。 

（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ます。 

（注５） 公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数（10,500株）以上の場合は応募株券等の全部の
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買付け等を行いますので、「買付け等後における株券等所有割合」が55.30％を超える可能性が

あります。 

 

（７）買付け等に要する資金  1,312,500,000円 

 買付予定数（10,500株）に１株あたりの買付価格を乗じた金額を記載しています。応募株券等の

総数が買付予定数以上のときは、応募株券等の全部の買付けを行います。対象者が平成20年８月12

日に提出した第14期第１四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在の発行済全株式19,488

株から、公開買付者が保有する株式数（１株）及び対象者が保有する自己株式数（493株）を控除し

た18,994株を全て買い付けた場合の買付代金の 大額は2,374,250,000円になります。但し、公開

買付者は、加藤氏らとの間で、加藤氏らが保有する対象者株式合計2,581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、かかる加藤氏らの継続保有分を除いた株式16,413株を全て買い付

けた場合の買付代金の 大額は2,051,625,000円となります。 

 

（８）決済の方法 

①買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

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28日（金曜日） 

 

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。 

 

（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数（10,500株）に満たない場合には、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数以上の場合には、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 

 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号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第３号イ乃至チ並びに同条第２項第３号乃

至第６号に定める事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｢府例｣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。 

  

- 10 - 



 

 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
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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10月７日（火曜日） 

 

（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、加藤氏らとの間で、その保有する対象者株式（計 2,581 株（所有割合：約

13.24％））については本公開買付けに応募しない旨の合意をしております。また、本公開買付けが成

立したときには、公開買付者と加藤氏らは対象者株式の議決権の共同行使を行う旨の合意をしており

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、安心・健康住宅を適正価格で作ろうという決意で、日本の住宅産業の革新をもたらす企

業を目指して平成７年５月に設立されました。創業以来、「万有の英知を集結して人と地球にやさし

い家づくりを目指す」を経営理念として、常にお客様に満足いただける上質な住まいを提供すべく

“いつも心に刻んでおくべき７つのキーワード＝Seven Conscious（安全・快適・コスト・環境・資

源・未来・人）”を掲げ、高品質・省コストの住宅販売をＦＣ方式で展開しております。 

 設立当初からの事業モデルは、地場の有力な工務店を対象にＦＣシステムを構築し、ＦＣシステム

のスケールメリットを活かして、建材や設備機器などをＦＣ本部が大量一括発注し各ＦＣ加盟店に提

供、ＦＣ加盟店による直接施工で家づくりのムダを徹底排除することにより良質な住宅を提供すると

いう、お客様と加盟店双方の利益を創出することを目指すＦＣ事業です。対象者の提供する「省コス

ト・上質住宅」はこれまで数多くのお客様からの支持を受け、着実な成長を遂げてまいりました。そ

の結果、平成 11 年９月には日本証券業協会に登録銘柄として株式の登録（平成 16 年 12 月に日本証

券業協会への登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場）を果たすなど、会社の知名度及

び社会的信用も向上してまいりました。また、平成 14 年４月より直営事業として、情報収集及びノ

ウハウ構築のパイロット店舗としての役割と安定した収益基盤の構築を目指し直営店の展開を始め、
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ＦＣ事業とのシナジー効果により対象者とＦＣ加盟店との共存共栄を図る体制で進めてきております。 

 しかしながら、我が国の住宅市場は、少子高齢化の進展などを背景に、新設住宅着工戸数が長期的

な減少傾向にあり、住宅の供給を巡る市場の競争は激化しています。さらに、これからは金利水準の

上昇、資材価格の高騰による建築コストの上昇等の懸念材料が加わり、住宅関連事業の経営は厳しさ

を増してきております。 

 このような中で、対象者は、平成19年３月期及び平成20年３月期において営業損失を計上しまし

た。これには一時的な要因もありますが、特にＦＣ事業における住宅の販売戸数の漸減が背景にあり

ます。 

 対象者の代表取締役である加藤充氏は、上述のような対象者及び住宅業界を取り巻く厳しい状況の

中で、改めて対象者の業績を利益基調に復帰せしめ、さらに中長期的に企業価値を向上させるための

経営改革の方策を検討してきました。それは、ブランド・商品戦略を再強化し、ＦＣ加盟店に提供す

る価値をより高度化することにより、対象者事業の基本であるＦＣ事業を再び成長軌道に乗せると同

時に、既に実績の上がってきている直営事業を、ＦＣ事業とのシナジーを 大化させつつ大きく成長

させることを目指すものです。 

 そのような中、対象者の代表取締役である加藤充氏は、ＤＲＣⅠ組合を運営するＤＲＣワン及び不

動産・住宅・建設業界等における企業支援事業を行なっているＴＮＰとの間で、企業価値向上のため

の経営改革の施策について検討する機会を得、 善の施策につき三者で検討を重ねてまいりました。

その結果、経営改革の施策として、ブランド・商品強化に向けたエコライン商品（国土交通省主導の

もと進められているＣＡＳＢＥＥ（建築物総合環境性能評価システム）や超長期住宅先導的モデル事

業への対応商品）など未来指向の商品開発、営業力及び開発力強化に向けた他の業種とのコラボレー

ションやＭ＆Ａも含めたアライアンス戦略の展開、店舗拡大のための資産取得、営業ノウハウ情報の

より高度なグループ内共有のためのシステム開発など、意欲的な先行投資が必要であると共に、社

内・グループ内人事・教育制度のさらなる構築・強化なども不可欠との共通認識に達し、さらにＤＲ

Ｃワン及びＴＮＰはこのような施策の実現に向けて、それぞれの持つノウハウを提供することで合意

に達しました。 

 しかしながら、斯かる経営改革の施策展開の過程では、一時的にせよ却って業績の悪化、それに起

因する株価の下落も予想され、近年ますます短期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。さらに先行投資にはリスクも伴い、失敗した場合は企業価値を毀損するだ

けに終わることもあり得ます。そこで、対象者の代表取締役である加藤充氏は、このような改革に伴

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共に、改革推進期間を通じて、

対象者経営陣を中長期的かつ専門的に支援することのできるＤＲＣワン及びＴＮＰと一体となって、

迅速かつ果敢に経営改革を推進する体制を構築するため、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手

法により非公開化を行うことが 善であると判断しました。 

 他方、対象者は、前記のとおり、平成 11 年９月に日本証券業協会に登録銘柄として株式を登録し、

平成16年12月にはジャスダック証券取引所に株式を上場していることから、資本市場からの資金調

達であるエクイティ・ファイナンスの活用、知名度の向上、それに伴う優秀な従業員の確保、顧客及

び取引先の皆様に対する信用力の向上など、様々なメリットを享受してきたものと考えられます。し

かしながら、対象者の現在の財務状況を鑑みると、今後エクイティ・ファイナンスを行なう必要性は

当分の間考えられず、むしろ、近年、資本市場に対する規制が急激に強化されていることに伴って、

株式の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等）が増大しており、係るコス

トは今後もさらに増大することが予想されることから、これが対象者の経営改革推進の足かせになる

可能性も否定できません。対象者の企業価値を中長期的に検討した場合、少なくとも当面の経営改革

期間中には株式の上場を維持することに起因するデメリットがそのメリットを上回っているものと考

えられ、その観点からも非公開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

えるに至りました。 

 

（３）買付価格の評価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本公開買付けの
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公正性を担保するための措置 

 公開買付者は、本公開買付けにおける買付価格を決めるにあたり、対象者に対して行ったデュー・

ディリジェンス及び対象者経営陣との面談の結果を基に、市場株価分析法、類似企業比較法及びＤＣ

Ｆ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）法等による評価結果を総合的に勘案して決定しまし

た。なお、公開買付者は、買付価格の算定に際し第三者算定機関の算定書は取得しておりません。 

 公開買付者は、市場株価分析法では、平成 20 年 10 月３日を基準日として、対象者株式のジャス

ダック証券取引所における売買株価終値の過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間のそれぞれにおける単

純平均値（小数点以下四捨五入）を分析したところ、それぞれ63,717円、68,641円、76,134円とい

う結果を得ました。 

 類似企業比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場企業数社の過去３ヶ月における市場

株価と財務計数との関係から算定される株価指標（ＥＢＩＴＤＡ乗数、ＰＥＲ、ＰＢＲ）をベースに、

対象者の現時点での財務状況に換算して対象者の株式価値を算定したところ、68,977円から125,016

円までとなりました。 

 ＤＣＦ法では、対象者の収益予想や設備投資計画等の諸要素を前提とし、対象者が将来生み出すと

見込まれるフリー・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企業価値及び株式価

値を評価し、１株当たりの理論的価値を算定したところ、105,090円から130,183円となりました。 

公開買付者は、これらの各算定結果を基に各評価手法を比較検討し、また、対象者と行った協

議・交渉の結果や、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も踏ま

え、既存株主に対して対象者株式の市場株価に十分なプレミアムを付した買付価格を提示することが

相当であると判断し、平成20年10月３日に、買付価格を１株当たり125,000円とすることを決定い

たしました。なお、当該買付価格は、対象者株式のジャスダック証券取引所における売買株価終値の

過去１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間のそれぞれにおける単純平均値（小数点以下四捨五入）である

63,717 円、68,641 円、76,134 円に対して、それぞれ約 96.2％、約 82.1％、約 64.2％のプレミアム

を付した価格になります。 

一方、対象者は、公開買付者から提示された本公開買付けの提案を検討するにあたっては、平成

20 年９月５日、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関であるアーンストアンドヤング

に対象者の株式価値の算定を依頼しました。 

 アーンストアンドヤングは、対象者の株式価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討するため、

対象者から事業の現状及び将来の事業計画について資料を取得して説明を受け、それらの情報を踏ま

えて対象者の株式価値を算定しました。その結果、対象者は、平成20年10月３日、アーンストアン

ドヤングより報告書を取得しました。アーンストアンドヤングは、対象者の株式価値を算定するに際

して、対象者より受領した事業計画などの資料に基づき、多面的に評価を行うため、ＤＣＦ法、市場

株価法、類似会社比準法の各手法を用いました。報告書では、１株当たり株式価値の算定結果として、

ＤＣＦ法では111,153円から124,039円、市場株価法では63,717円から76,134円、類似会社比準法

では90,116円から102,908円が報告されています。 

 対象者は対象者取締役会において、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、上記のとおり、

アーンストアンドヤングから対象者株式の価値に関する報告書を取得して参考にすると共に、法律顧

問として、公開買付者及び対象者から独立した第三者であるＴＭＩ総合法律事務所の助言を受けつつ、

対象者取締役会が公正かつ合理的な判断を行えるよう情報収集及び検討を進めてまいりました。それ

を受け、平成20年10月６日開催の取締役会において、本公開買付けの買付価格及び諸条件について

上記報告書を参考にしつつ、慎重に検討を行いました。その結果、対象者は、本公開買付けの買付価

格及び諸条件は妥当であり、対象者株主に対して合理的な価格により売却機会を提供するものである

と判断し、本公開買付けに賛同するとともに、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を勧める旨

の決議を行うに至りました。 

 なお、かかる決議に先立ち、対象者の代表取締役である加藤充氏から、①対象者の大株主である住

友不動産株式会社が、その保有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する予定であるこ

と、②加藤充氏は、本公開買付け成立後においても引き続き対象者の代表取締役を務める予定である

こと、③加藤氏らは本公開買付けには応募しないこと、及び、本公開買付け成立後は対象者株式の議
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決権を公開買付者と共同行使することで公開買付者と合意していること、④公開買付者が本公開買付

けにより対象者の発行済株式のうち公開買付者が本公開買付け前から保有する１株、自己株式493株

及び加藤氏ら保有株式2,581株を除いた全株式を取得できない場合に、下記「（４）本公開買付け後

の組織再編等の方針」に述べるような方法等により、公開買付者が対象者の取得できなかった株式を

全部取得する予定であること、⑤その他、加藤充氏、公開買付者及びＴＮＰとの関係、並びに本公開

買付けの目的について詳細な説明がなされております。 

 また、本公開買付けが対象者の代表取締役である加藤充氏を中心としたマネジメント・バイアウト

の一環として行われることから、加藤充氏は、特別利害関係人として、本公開買付けに関する対象者

としての審議及び決議には一切参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付者と行われた

協議・交渉にも参加しておりません。賛同決議に係わる対象者取締役会には、特別利害関係人である

加藤充氏を除く全ての対象者取締役及び監査役全員が出席し、上記の賛同意見の表明は、決議に参加

した取締役全員一致にて決議されております。また、社外監査役を含めた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見を述べております。加

えて、対象者取締役会は取締役による恣意的な判断がなされないよう、またその疑義が生じないよう

に、ＴＭＩ総合法律事務所より意思決定方法に関するアドバイスを受け、意思決定過程における透明

性及に合理性を確保しております。 

 公開買付者は、法令に定められた公開買付期間の 短期間が 20 営業日であるところ、本公開買付

けの買付期間を比較的長期である 30 営業日に設定することにより、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、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遂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、対象者取締役会の判断の公正性（買付価格の

適正性）を客観的にも担保しております。 

 

（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 

 ①公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う対象者株式数に上限を設定していないため、

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抵触した場合、対象者株式は所

定の手続を経て上場廃止となる見込みです。また、当該基準に抵触しない場合でも、公開買付者は、

公開買付者及び加藤氏らにより、本公開買付けの終了後に、適用ある法令に従い、対象者の発行済株

式（自己株式を除きます。）の 100％を取得することを予定していますので、その場合には対象者株

式は上場廃止になります。上場廃止後は、対象者株式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対象者は、平成20年10月６日付で、「平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期業績予想の

修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。 

 

（イ） 平成21年３月期第２四半期累計期間業績予想数値の修正（平成20年４月1日～平成

20年９月30日） 

(単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 1,882 △112 △91 △96 

今回修正（Ｂ） 1,654 △173 △140 △150 

増減額（Ｂ－Ａ） △228 △61 △49 △54 

増減率（％） △12.1 － － － 

（ご参考） 

前期実績（平成19年９月中間期）

 

1,606 

 

△192 

 

△152 

 

△323 
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（ロ） 平成21年３月期通期業績予想数値の修正（平成20年４月1日～平成21年３月31日） 

(単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 4,539 53 78 26 

今回修正予想（Ｂ） 4,544 3 46 10 

増減額（Ｂ－Ａ） 5 △50 △32 △16 

増減率（％） 0.1 △94.3 △41.0 △61.5 

（ご参考） 

前期実績（平成20年３月期） 

 

3,736 

 

△319 

 

△256 

 

△423 

 

以 上 
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